
報道関係者各位

大阪市立自然史博物館 ネイチャーホールにて、2023年3月18日(土) 〜5月28日(日)
の期間、特別展「毒」を開催いたします。
総展示“毒”数約250点、全5章に渡って様々な「毒」に関わる展示をご覧いただけます。

「毒」は基本的にヒトを含む生物に害を与える物質として理解されています。しかし、毒のなか
には単に毒にとどまらず、薬効をもつものもあります。私たちは、天然に存在する 「生物に何ら
かの作用を与える物質」のうち、人間にプラスに働くものを薬、マイナスに働くものを毒と呼んで
いるのです。つまり毒とは多様で複雑な自然界を理解し、利用するために人間が作り出した
概念と考えることができます。人体に有用なものでも、取りすぎると毒になることがあります。ま
た、アレルギー反応にみられるように、感受性の高低によっても毒性は異なります。
本展では動物、植物、菌類、そして鉱物や人工毒など、自然界のあらゆるところに存在す

る毒について、動物学、植物学、地学、人類学、理工学の各研究分野のスペシャリストが徹
底的に掘り下げ、それぞれの視点で解説していきます。毒をテーマにした特別展は、年齢・性
別を問わず多くの皆様に興味を持ってご覧いただけます。自然界、そして人間の社会にはさま
ざまな毒が存在します。毒とそれに関わる生物との関係を知ることは、自然界の神秘と驚きに
満ちた一面を知ると共に、現代社会を生きるうえで大きな助けとなると考えています。
この度、大人気小説『薬屋のひとりごと』と本展とのコラボが決定しました。大阪限定グッズ、

会期中の企画なども決まりましたので、ご案内いたします。
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【『薬屋のひとりごと』コラボ決定！ 大阪限定グッズ・イベント情報更新】

特別展「毒」
会期／2023年3月18日（土） 〜5月28日（日） 会場／大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール

［NEW］特別展「毒」×大人気小説『薬屋のひとりごと』コラボキャンペーン決定

毒が大きな作品のモチーフとなる大人気小説『薬屋のひとりごと』(著：日向夏 イラ
スト：しのとうこ 主婦の友インフォス刊)の主人公・猫猫（マオマオ）を、しのとうこ先
生に描き下ろしていただきました！
さらに、展覧会開幕にあたり作者の日向夏先生、イラスト担当のしのとうこ先生から

のメッセージも到着しました。描き下ろしイラストは、3月18日(土)より、展覧会特設
ショップ内にてご覧いただけます。

【作者・日向夏さんからのメッセージ】
特別展「毒」に『薬屋のひとりごと』を使ってくださるなんて、などと思いました。主人公からしてみ
れば「いや、専門は薬ですから」といいながら、目を輝かせて涎を垂らしながら、展示をまわってい
るだろうと容易に想像できました。おどろおどろしいですが、実に身近な毒。知らないだけで、ほん
の少しずつ気づかぬうちに触れ、摂取しているかもしれません。怖くて不気味で少しどきどきして
しまう。特別展「毒」ではそんな毒が250点以上、しかも様々な分野の専門家が掘り下げてく
れる、とてもわくわくします。みなさんも毒の魅力を見に行くのはいかがでしょうか？

【イラスト・しのとうこさんからのメッセージ】
ありがたくも巡り合わせをいただき、『薬屋のひとりごと』の名シーンから試毒をする猫猫を特別展
「毒」仕様で描き下ろしいたしました。展示とともに、お目にとめていただけたら嬉しいです。扱い
しだいで恐くも頼りにもなるさまざまな毒には、知識欲をそそる魅力があります。猫猫も全力で飛
んで来そうな特別展、とても楽しみです。

『薬屋のひとりごと』とは―中世の宮中を舞台に毒味役の少女が難事件の謎を次々に解決する、シリーズ累計2100万部突破の大人気ミステリー（著：日向夏
／イラスト：しのとうこ／主婦の友インフォス「ヒーロー文庫」刊／1〜13巻絶賛発売中。2023年TVアニメ放送決定！）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■特別展「毒」×『薬屋のひとりごと』コラボキャンペーン決定！
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

平日来場者先着100名限定特別展「毒」×『薬屋のひとりごと』
コラボシールプレゼント

特別展「毒」×『薬屋のひとりごと』
コラボクリアファイルプレゼント

4月以降の平日にご来場いただいた方に
“毒”解説付き『薬屋のひとりごと』コラボシー
ルをプレゼントします。“毒”シールの種類は
3種類。（4月3日〜5月26日までの平日配布）

※配布はランダムになります。
※種類を選ぶことはできません。
※予定枚数に達し次第終了となります。

会場内特設ショップで3,000円（税
込）以上お買い上げいただいた方に、
特別展「毒」×『薬屋のひとりごと』コ
ラボクリアファイルをプレゼントします。
（4月1日より配布開始）

※特設ショップで3,000円（税込）以上お買い上げいただいた方にプレゼント。
※お一人様1会計1回のみ。
※予定枚数に達し次第終了となります。



［NEW］オリジナル“毒”シール（非売品）プレゼントキャンペーン

“特別展「毒」オープニングキャンペーン” 実施決定！
3月の平日来場者先着100人限定でプレゼントキャンペーンを実施します。

※期間：3月22日〜3月31日の平日
※予定枚数に達し次第終了
※「実物大イラガの幼虫シール」

「イラガの幼虫」実物大：およそ2.5cm

［NEW］図録・オリジナルグッズ

特別展「毒」公式図録
￥2,400（税込）
特別展「毒」でご覧いただいた内容のほか、展覧
会では紹介しきれなかったコラムなども多数掲載！
本展の監修を務める国立科学博物館の9名の研
究者はもちろん、「深海」や「ヘビ」のスペシャリスト
などからの貴重な寄稿も収録しています。全180
ページ！ご観覧の記念に、展覧会の復習に、ぜひ
会場内の特設ショップにてお買い求めください。

ステッカー ￥550（税込） くすり瓶ラムネ ￥648（税込） マルチクロス ￥990（税込）

大阪展オリジナル

この他にも多数販売予定！詳細はホームページをチェック！！

おおきなベニテングタケぬいぐるみ ベニテングタケぬいぐるみ ツキヨタケぬいぐるみ
(約50cmサイズ) （約18cmサイズ） ￥3,080（税込）
￥11,000（税込） ￥2,640（税込）

九谷焼 豆皿 半袖Tシャツ発泡プリント 特別展「毒」焼印入りまんじゅう 図鑑風下敷き / クリアファイル
（ヤドクガエル、テントウムシ） ブラック/ホワイト（M〜XL） （6個入） 各￥440（税込）

各￥1,100（税込） 各￥3,630（税込） ￥972（税込）

毒展大阪会場限定
大阪浪華(なにわ)錫タンブラー
￥11,000円（税込）
江戸時代から産地として栄え、国の伝
統的工芸品にも認定されている「大
阪浪華（なにわ）錫器」と毒展大阪
会場のコラボタンブラーを販売します。

サイズ：310ml（口径8.5cm×高さ8.0cm）
包 装：桐箱入り※売り切れになる場合があります。



■さらに！セレッソ大阪とのコラボも実施！
4月、5月のホームゲーム開催時にセレッソ大阪のユニフォームを着用、もしくはSAKURA SOCIO会員証を提示で、当日入場料が100円引き！
試合前後にご家族、ご友人と一緒に大阪市立自然史博物館の特別展「毒」で自然科学に触れてみてはいかがでしょうか。

＊内容：入場料より100円割引
＊条件：セレッソ大阪のユニフォームを着用、もしくはSAKURA SOCIO会員証を提示
※代表者が条件を満たせばお連れ様が条件を満たさなくても同様に割引をお受けいただけます
※割引対象となるのは代表者含め4名様までとなります

［対象日］
⚽4月 1日（土）横浜FM戦（14:00〜）
⚽4月23日（日）柏戦（14:00〜）
⚽5月28日（日）横浜FC戦（14:00〜）

⚽4月 9日（日）札幌戦（14:00〜）
⚽4月29日（土）広島戦（14:00〜）

⚽4月19日（水）京都戦（19:00〜）
⚽5月 7日（日）鹿島戦（14:00〜）

【長居ユースホステル】
日本で唯一「スタジアム」の中にあ
る、ユースホステル

毒展のコラボドリンク 『トリカブトの花』
￥500（税込）
毒展のコラボドリンク 『トリカブトの花』 を販売します。紫色のソー
ダに寒天ゼリーを添えました。美しいけれど「毒」のあるトリカブトの
花をイメージしたソーダです。

＊毒展の入場券の提示で100円引き

毒展入場券付き宿泊プランもあります。
詳細は、https://osaka-yha.or.jp/nagai/poison2023/

ピンクな”毒”の巣フルーツケーキ
￥630（税込）

ビーフほどけるピンクな”毒”ストロガノフ
￥1,450（税込）

ロシアの伝統料理であるビーフストロガノフを特
別展「毒」コラボにちなんで大胆にアレンジ！
ミックスベリーや紅心大根、赤玉葱、レッドスプラ
ウトなど色味のキレイな食材をふんだんに使用し
“毒々しい”色味を再現しました。お味はもちろん、
見た目のインパクトも抜群のYANMAR 
MARCHE NAGAI自慢の一品です。

ふんわり焼き上げたチョコスポンジの上にいちごやキ
ウイ、オレンジ、グレープフルーツなど旬なフルーツを
ふんだんにあしらったフルーツケーキです。ピンクと
白のライスジュレのシャンティで“毒”の巣をイメージ
しました。可愛くて美味しいこの春のおすすめス
イーツです。

【YANMAR MARCHE 
NAGAI】

「美味しさのぜんぶをつくる」野菜や
お米にこだわった料理が楽しめる
パークサイドレストラン

【confiteria S】
生ケーキや焼き立てスウィーツ、ギフト
などを販売している【confiteria S】
が、毒展ポスターをイメージした、オリ
ジナルケーキを販売！！

Champignons vénéneux
週末・数量限定 毒きのこ ￥540（税込）

チョコチップとクルミ入りの
しっとりブラウニーに、バニ
ラクリームとストロベリーク
リームをトッピング。飾り
のキノコとチョコレートで
毒らしさを演出しました。

Pomme empoisonnée
数量限定 毒りんご ￥162（税込）

りんご に 形どった バ
ター香るサブレ。おと
ぎ話に出てくる毒リン
ゴをイメージしました。

［NEW］周辺施設と様々なタイアップ企画を実施！ ※販売期間：3月18日〜5月28日

https://osaka-yha.or.jp/nagai/poison2023/


■リレートーク「賢くてたくましい！毒をもつ生き物あれこれ」
＜概要＞
〔日 程〕2023年4月2日（日）13：00〜14：30
〔受 付〕12：30〜
〔会 場〕大阪市立自然史博物館 講堂（YouTube同時配信も実施）※YouTubeは4月30日（日）までアーカイブ配信もあり

〔人 数〕170人（講堂での聴講の場合）
〔参加料〕無料（ただし、特別展のチケット、もしくはその半券が必要です）
〔申込み〕不要。先着順でお入りいただけます。
〔出演〕佐野 祐介（天王寺動物園 獣医師）

村井 貴史（大阪市立自然史博物館 外来研究員）
長谷川 匡弘（大阪市立自然史博物館 学芸員）

＜イベント内容＞
様々な生き物が持つ毒、その活用方法について、動物、クラゲ、植物の専門家によるリレートークを行います。それぞれの生き物がどんな場面で毒を
活用するのか、生き物のしたたかな生存戦略を解き明かします。

細矢 剛
国立科学博物館 植物研究部長・筑波実験植物園長

1963年東京生まれ。1986年筑波大学生物学
類卒。製薬会社の研究員を経て、2004年より科
博に勤務。2021年より現職。専門は、子嚢菌類
ビョウタケ目という、非常に小さいきのこを形成する菌
類やカビの系統分類。

佐久間 大輔
大阪市立自然史博物館 学芸課長

1967年神奈川生まれ。1990年慶応大学理工
学部卒。その後京都大学生態学研究センターで菌
類研究を始め、1996年から大阪市立自然史博物
館学芸員として現在に至る。菌類研究の裾野をどう
広げるか、博物館がそのために何をできるか、が関心。

［出演者プロフィール］

［NEW］会期中には“毒”にまつわる講演会が開催！

■開幕記念講演会「怖くて面白い、菌の魅力」
＜概要＞
〔日 程〕2023年3月18日（土） 11：00〜12：00
〔受 付〕10：30〜
〔会 場〕大阪市立自然史博物館 講堂（YouTube同時配信も実施）※YouTubeは4月15（土）までアーカイブ配信もあり

〔人 数〕170人（講堂での聴講の場合）
〔参加料〕無料（ただし、特別展のチケット、もしくはその半券をご提示ください）
〔申込み〕不要。先着順でお入りいただけます。
〔出 演〕細矢 剛（国立科学博物館 植物研究部長）、佐久間大輔（大阪市立自然史博物館 学芸課長）
＜イベント内容＞
特別展「毒」の監修統括者・細矢剛さんをお迎えして、特別展制作にまつわる苦労話や秘話をお話しいただきます。
後半はカビやキノコを専門とする細矢剛さんと佐久間大輔さんが対談し、怖くて面白い「菌の魅力」について大いに語ります。

【YouTubeでの配信について】
配信方法
YouTubeを使った配信を予定しています。インターネット環境に接続することができる機器（パソコン、スマホ等）よりご視聴ください。
※ソフトなどをダウンロードする必要はありません。 ※ネット接続できるパソコン・スマホ等はご自身でご用意ください。

接続方法
YouTubeにて「大阪市立自然史博物館」チャンネル（https://www.youtube.com/c/大阪市立自然史博物館/）にアクセス
して表題の番組をクリックしてください。同時配信でご覧の場合は、画面を開いた状態でお待ちください。開始時間になれば始まります。
番組を見つけられない場合はYouTubeの検索ボックスに表題名を入れて検索してください。

2005年に岩手大学農学部獣医学科を卒
業後、すぐに天王寺動物園で獣医師として
勤務し、これまで様々な動物診療を行ってい
る。自称寄生虫と爬虫類の専門家。普段か
らよく周りに毒を吐いているという噂(笑)

九州大学で生態学を学び、2011年から大
阪市立自然史博物館で勤務。専門は植
物生態学。植物とその花を訪れる昆虫の関
係について研究を進めている。猛毒の植物
として有名なトリカブト類が大好き。

京都大学大学院農学研究科修了 農学博
士。海遊館勤務を経て、現在は大阪市立自
然史博物館外来研究員。水族館でクラゲの
飼育をしたり、クラゲの図鑑を作ったりしている。
博物館では虫屋のフリをすることも。

佐野 祐介
天王寺動物園 獣医師

村井 貴史
大阪市立自然史博物館 外来研究員

長谷川 匡弘
大阪市立自然史博物館 学芸員

［出演者プロフィール］



■特別講演会「毒虫先生の痛し・かゆしの虫話」
＜概要＞

〔日 程〕2023年4月30日（日）
〔時 間〕14：00〜15：30
〔受 付〕13：30〜
〔会 場〕大阪市立自然史博物館 講堂（YouTubeでの配信はありません）
〔人 数〕150人（講堂での聴講の場合）
〔参加料〕無料（ただし、特別展のチケット、もしくはその半券が必要です）
〔申込み〕不要。先着順でお入りいただけます。
〔出 演〕夏秋 優（兵庫医科大学 医学部 皮膚科学 教授）
＜イベント内容＞

自身が実験台となって、これまで50種以上の虫に刺されながら研究を続けている、「毒虫先生」こと、夏秋優さんをお迎えして、様々な虫による皮
膚トラブル、虫に咬まれた時の対処法などをお話いただきます。“人体実験”の感想も必見です！

［出演者プロフィール］

夏秋 優
兵庫医科大学 医学部 皮膚科学 教授

幼少期から昆虫の採集や飼育、観察、そして写真撮影などに明け暮れる。そんな虫好きが高じて、虫刺されによる
かゆみや痛み、皮膚のアレルギー症状などを専門分野とする皮膚科医に。実際に自らの体を使って、国内にいる50
種以上の害虫に刺された体験を積み重ねており、様々な症状や対処法の研究を続けている。モットーは、「真理の
探究に心を燃やす！」。

展覧会名：特別展「毒」
会 期：2023年3月18日（土）〜5月28日（日）
開館時間：9時30分〜17時（入場は16時30分まで）
休 館 日：月曜休館（ただし、3月27日、4月3日、5月1日は除く）
会 場：大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール（花と緑と自然の情報センター２階）

（〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23）
主 催：大阪市立自然史博物館、読売新聞社、関西テレビ放送
協 賛：大和ハウス工業
特別協力：国立科学博物館
製作協力：フジテレビジョン
協 力：海洋研究開発機構 / 神戸市立王子動物園 / 国立アイヌ民族博物館 / 大日本除虫菊 / 東京農工大学 / 

東京薬科大学 / 日本蛇族学術研究所 / 農業・食品産業技術総合研究機構 / ブリヂストン / 北海道大学植物園・博物館 /
ポーラ・オルビスホールディングス ポーラ文化研究所 / 舞鶴引揚記念館 / ミュージアムパーク茨城県自然博物館 / 
Meiji Seika ファルマ

後 援：大阪府教育委員会 / 大阪市教育委員会 / 堺市教育委員会
観 覧 料：大人1,800円（1,600円）／高大生1,500円（1,300円）／小中生700円（500円）

※（ ）内は前売および20名以上の団体料金
※未就学児は無料
※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者１名を含む）は無料（要証明）
※高大生は要学生証
※上記特別展料金で、大阪市立自然史博物館常設展も入場可能（当日限り）
※チケットのキャンセル・券種変更・払戻し・再発行は致しません。再入場はできません。
※会場内の混雑等により、ご入場をお待ちいただく場合があります。
※前売券は2023年3月17日（金）まで販売。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、会期等予定を変更する場合がございます。最新の情報は展覧会HP等をご確認ください。

チ ケ ッ ト：アソビュー！、展覧会オンラインチケット、美術展ナビチケットアプリ、ローソンチケット【Lコード：55870】、
セブンチケット【セブンコード：098 033】、チケットぴあ 【Pコード：993 956】、イープラス、
CNプレイガイド、子どもとお出かけ情報「いこーよ」、大阪市立自然史博物館ミュージアムショップ（前売券のみ）、
近鉄駅営業所、チケットポート（なんば）
※ローソン、セブン-イレブン、ファミリーマート等、各主要コンビニにてご購入いただけます。

お問合せ：大阪市総合コールセンター（なにわコール）06-4301-7285
展覧会公式サイト：https://www.ktv.jp/event/dokuten/

開催概要

https://www.ktv.jp/event/dokuten/
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広報用画像を提供いたします。ご希望の場合は、下記よりお申込みください。

［画像申込みフォーム］
https://forms.gle/dMZ8atRbfr1xq9pZA
※入力が難しい場合は、広報事務局まで広報用画像申込書をお送りください。

■別紙記載の広報用画像使用に関する注意事項をご確認ください。

【広報用画像一覧】 特別展「毒」

［報道に関するお問い合わせ］
特別展「毒」 広報事務局（ネネラコ内）

E-MAIL ／ dokuten-osaka@nenelaco.com TEL ／06-6225-7885 FAX ／06-7635-7587
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-15-5 TKビル

https://forms.gle/dMZ8atRbfr1xq9pZA
mailto:dokuten-osaka@nenelaco.com


No. 素材名・クレジット

1□ キービジュアル ※クレジットなし

2□ ロゴ ※クレジットなし

3□ オクトリカブト 写真提供：門田裕一

4□ ドクウツギ 写真提供：小幡和男

5□ ドクゼリ 写真提供：小幡和男

6□ ブルーノイシアタマガエル ©2012 Mauro Teixeira Jr

7□ アカクラゲ 写真提供：村井貴史

8□ トラフグ 写真提供：国立科学博物館

9□ ドクツルタケ 写真提供：国立科学博物館

10□ カエンタケ 写真提供：国立科学博物館

11□ オオワライタケ 写真提供：国立科学博物館

12□ アスペルギルス・フラブス 写真提供：国立科学博物館

13□ キオビヤドクガエル ©2012 Mauro Teixeira Jr

14□ アカハライモリ 写真提供：国立科学博物館

15□ ムカデミノウミウシ 写真提供：国立科学博物館

16□ セアカゴケグモ ©iSKYDANCER/Shutterstock.com

17□ ベニテングタケ 写真提供：国立科学博物館

18□ おおきなベニテングタケぬいぐるみ

19□ ベニテングタケぬいぐるみ

20□ ツキヨタケぬいぐるみ

21□ 特別展「毒」焼印入りまんじゅう（6個入）

22□ ステッカー（大阪展オリジナル）

23□ くすり瓶ラムネ（大阪展オリジナル）

＜画像使用に際しての注意＞
■広報素材のご使用は、本展をご紹介いただける場合に限らせていただきます。それ以外のご使用はご遠慮ください。また、
二次使用や展覧会終了後の使用はできません。
■展覧会名、会期、会場名、広報素材名・クレジット表記を必ず掲載してください。
■本展会期中であっても、再放送や転載をされる場合は個別に申請くださいますようお願いいたします。
■広報素材は、全図で使用してください。部分使用や資料に文字や他のイメージを重ねることはできません。
■下記以外の広報素材を希望される方は、広報事務局までお問い合わせください。
■掲載紙･誌･ビデオ･DVD等を、広報事務局までご送付ください。WEBサイトの場合は、掲載時にお知らせください。
■掲載前に、校正原稿をお送りください。お送りいただけない場合、掲載内容についての責任は当方では負いかねます。

ご希望の画像に☑をお願いいたします。

貴社名／

お名前／

部署／ ご所属／

貴媒体名／ 媒体種／

媒体発行・運営社名

サイトURL／

掲載号・露出予定日／ 月号（ 月 日号） ／ 月 日発売予定 □WEBへの転載あり

TEL／ FAX／

E-MAIL／

媒体プレゼント用チケット／□希望（2組4名まで）※1点以上の広報用画像使用必須※提供枚数に達した場合、提供を終了いたします※発送は開幕直前予定

お送り先／〒

【広報用画像申込書】 特別展「毒」

［報道に関するお問い合わせ］
特別展「毒」 広報事務局（ネネラコ内）

E-MAIL ／ dokuten-osaka@nenelaco.com TEL ／06-6225-7885 FAX ／06-7635-7587
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-15-5 TKビル

mailto:dokuten-osaka@nenelaco.com
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