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平成22年2月18日 
大阪市立自然史博物館 

電話 06-6697-6222 
担当：学芸課長代理 川端清司 

 

大阪市立自然史博物館特別展 

「大恐竜展～知られざる南半球の支配者～」 

多彩な関連催事を開催します 
 

大阪市立自然史博物館では、平成22年3月20日(土)から5月30日(日)まで、長居公園内の「花と

緑と自然の情報センター」 2 階ネイチャーホールにおいて、特別展「大恐竜展～知られざる南半球

の支配者～」を開催します。（資料は平成22年1月7日提供済み。当館ホームページ http://www.mus-nh. 

city. osaka.jp/ でご覧になれます。） 

下記のとおり、当館学芸員によるセミナーやギャラリートーク、子どもワークショップやナイトミュー

ジアムなど、大恐竜展をさらに深く体感いただき、ご家族で楽しめるイベントも多数企画いたしました。 

なお、開幕前日の 3 月 19 日(金) 午前 11 時から自然史博物館の集会室においてプレス内覧会を開催します

のでぜひご来場ください。お越しの節は、前日までに別紙ファックスにてお申込ください。 

 

 
記 

 
【催事項目】 
（１）「大恐竜展」解説セミナー「大陸移動説の 100 年」 

 
（２）ギャラリートーク「恐竜たんけん隊」 

  
（３）きょうりゅう・ぬりえコンテスト 

 
（４）大恐竜展ナイトミュージアム with えほん 
 
（５）マプサウルス親子の絵本ひろば 

 
（６）見て！読んで！出張「恐竜えほん」パック 

 
（７）大恐竜展・子どもワークショップ 

 
※今後もイベントを企画しております。決定次第当館のホームページでお知らせいたします。

プレスリリース 
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【催事概要】 
（１）「大恐竜展」解説セミナー「大陸移動説の 100 年」 

今回の大恐竜展のテーマである南半球（＝ゴンドワナ大陸）の恐竜を考える時に、欠かせないのが大

陸は移動するという考えです。20世紀はじめにアルフレッド・ウェゲナーによって提唱された「大陸移

動説」から、20世紀後半のプレートテクトニクス、さらには 21世紀のプルームテクトニクスへと発展

してきた考え方を解説します。 
 ・日時：２０１０年３月２７日（土） １５：００～１６：３０ 
 ・会場：大阪市立自然史博物館 講堂 
 ・講師：大阪市立自然史博物館 川端清司学芸員 
・参加費：無料。但し、「大恐竜展」観覧券の半券（中学生以下、障害者手帳等をお持ちの方、大阪市

内在住の６５歳以上の方は不要）と参加証（はがき）が必要。 
・定員：２５０名（先着順） 
・申込：事前申し込み要。普通はがき、電子メールで「大恐竜展解説セミナー３／２７参加希望」と明

記の上、参加者全員の氏名、年齢、〒住所、電話番号を書いて、「大恐竜展」大阪実行委員会

事務局へ申込み。大阪市立自然史博物館ホームページからの申込みも可能。参加受付者には、

折り返し、参加証を送ります。 
▽申込先：「大恐竜展」大阪実行委員会事務局  
〒５４６－００３４ 大阪市東住吉区長居公園１－２３ 大阪市立自然史博物館内  
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/ 

 

（２）ギャラリートーク「恐竜たんけん隊」 

  恐竜のルーツ南半球の恐竜は？大陸移動と恐竜進化のかかわりは？恐竜に親子愛があった？恐竜時代

の植物は？などなど、本展に登場する恐竜たちをテーマに、大阪市立自然史博物館学芸員によるギャラ

リートークを実施します。 
 ・日時：２０１０年４月～５月の毎週土曜日 

 １１：００～１１：３０ 
・会場：大阪市立自然史博物館ネイチャーホール「大恐竜展」会場内 
・講師：大阪市立自然史博物館 学芸員 

・参加費：無料（但し、特別展の入場には、特別展入場料が必要）。 
・申込：事前申し込み不要。参加希望者は開始５分前までに特別展会場入口に集合。 

     ※会場混雑時には、やむなく中止となる場合があります。ご了承下さい。 
 
（３）きょうりゅう・ぬりえコンテスト 

恐竜は今では生きた姿を見ることはできません。では、どのように研究者たちは復元していくのでし

ょうか。復元の中でも様々な解釈が可能なのは、体の「色」です。線画で描かれたマプサウルス親子に、

子ども達なりの考えで、色をぬってもらいます。 
・募集期間：２０１０年３月２０日（土）～４月１８日（日） 
・選考発表：４月下旬。読売新聞紙上、大恐竜展ホームページなどで発表します。 
・展示期間：入賞作品は、選考終了後、５月上旬から大恐竜展会期終了まで展示します。 
・応募形態：手描きであること。色鉛筆、絵の具、クレヨンなど画材は問いません。用紙サイズはＡ４ 

 サイズ（事務局に用紙を請求するか、ホームページから台紙をダウンロードしてください） 
・申込方法：台紙に〒住所、氏名、性別、電話番号、学校名、学年、年齢と簡単なコメントを明記し、

〒５４６－００３４ 大阪市東住吉区長居公園１－２３ 大阪市立自然史博物館「大恐竜

展ぬりえ」係まで送付。もしくは「大恐竜展」会場入り口でも受け付けます。 
※申込用紙は「大恐竜展」ホームページからもダウンロードできます。 

・部門：①幼児・園児の部 ②小学生の部 
・賞品：各部門にて下記、賞を設けます。 
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      最優秀賞 １点 賞状、旅行券 
      優 秀 賞 ２点 賞状、任天堂ＤＳ－Ｌｉｔｅ 
      佳  作 若干 賞状、図書券、大恐竜展オリジナルグッズ 
・審査：大阪市立自然史博物館、読売新聞大阪本社の関係者が行います。 
・注意事項：▽応募は１人１点までです。 

▽ご応募いただきました作品は返却いたしません。 
▽応募作品の著作権は主催者に帰属します。 
▽応募時にご記入いただいた個人情報は原則として本コンテストの目的以外には使用し

ません。ただし受賞作品及び受賞者については、本コンテストの広報のため、あるいは

主催者が行う教育活動の推進のため、受賞者の了解なく、作品名や氏名などの情報の一

部を公開することがあります（ホームページでの公開、報道機関への提供など） 
 
（４）大恐竜展ナイトミュージアム with えほん 

今年２０１０年は「国民読書年」です。本企画では、本展閉館後、恐竜解説ツアーと絵本の読み聞か

せ会を組み合わせた「大恐竜展ナイトミュージアム with えほん」を実施します。大阪市立自然史博物

館学芸員による解説の他、絵本作家の宮西達也さんや読売テレビアナウンサーを招き、迫力ある恐竜標

本の前で「きょうりゅう絵本」や「親子絵本」などの読み聞かせ会を実施します。 
 ・日時：①２０１０年４月１０日（土） １７：３０～１９：００ 
     講師：絵本作家の宮西達也さん ※同日午後にも１回、読み聞かせ会を実施 
    ②２０１０年５月１５日（土） １７：３０～１９：００ 
    ③２０１０年５月２２日（土） １７：３０～１９：００ 
     講師：読売テレビの植村なおみアナウンサーほか 
・会場：大恐竜展会場内（マプサウルス親子前） 

 ・参加費：無料。ただし参加には、特別展観覧券の半券（中学生以下、障害者手帳等をお持ちの方、大

阪市内在住の６５歳以上の方は不要）と参加証（はがき）が必要。 
・定員：１回７０名（先着順） 
・対象：小学生、未就学児童（ただし保護者の付き添いが必要） 
・申込：事前申し込み要。普通はがき、電子メールで「ナイトミュージアム with えほん参加希望」と

明記の上、参加希望日時（第１、第２希望まで）、参加者全員の氏名、年齢、〒住所、電話番

号を書いて、「大恐竜展」大阪実行委員会事務局へ申込み。大阪市立自然史博物館ホームペー

ジからの申込みも可能。参加受付者には、折り返し、参加証を送ります。 
▽申込先：「大恐竜展」大阪実行委員会事務局  
〒５４６－００３４ 大阪市東住吉区長居公園１－２３ 大阪市立自然史博物館内  
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/ 

 
（５）マプサウルス親子の絵本ひろば 

 恐竜絵本や親子で読む絵本を多数展示。実際に手に取り、親子で絵本をご自由に楽しんでいただけま

す。またその他、絵本をテーマにした親子で楽しめるイベントを実施します。 
・日時：２０１０年４月１０日（土）～１１日（日） １０：００～１６：３０ 
・会場：大恐竜展会場出口前 花と緑と自然の情報センター２階ギャラリー 
    ※４月１０日には、絵本作家の宮西達也さん読み聞かせ会を実施します。 
     ▽日時：２０１０年４月１０日（土）１５：００～１６：００ 
     ▽場所：花と緑と自然の情報センター２階アトリウム 
・参加費：無料。事前申し込み不要。 
    ※会場混雑時には、ご入場できない場合があります。あらかじめご了承下さい。 
・対象：小学生、未就学児童（ただし保護者の付き添いが必要） 
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（６）見て！読んで！出張「恐竜えほん」パック 

  「恐竜」「親子」をテーマにした絵本３０冊のパックを親子グループ、子育てサークル等の団体様に２

週間無料貸し出しいたします。お申し込み順となりますので、お早めにお申し込みください。 
 ・受付期間：２０１０年３月２０日（土）～５月３０日（日） 
 ・貸出内容：「恐竜」「親子」をテーマにした絵本３０冊パックを無料貸し出しします。 

貸し出し期間は２週間。お申し込み先着順に貸し出します。 
貸し出し料、送料ともに無料です。 
３名以上２０名様のグループや団体様でお申し込みいただけます。 
お申し込みは、絵本サイトmi:te［ミーテ］（http://mi-te.jp/）まで。 
会場内でも申し込み受付をいたします。 

 
（７）大恐竜展・子どもワークショップ 

 親子でわくわく・レプリカ体験 
化石で見つかったおおきな恐竜たち。大昔、恐竜たちはどんな暮らしをしていたのでしょうか？ 恐

竜の発掘・研究は、今も世界各地で続けられています。恐竜研究では、化石を観察することがとても大

切です。化石をじっくり観察すると、新しい事実が見えてきます。化石をよくながめて、「レプリカ」

をつくってみましょう。レプリカが単なるつくりものではなくて、本物の化石をかたどった研究のため

の大事な資料であることも実感していただきます。 
 ・日時：２０１０年４月１７日（土）、１８日（日）、２４日（土）、２５日（日） 

５月 １日（土）、 ２日（日）、 ８日（土）、 ９日（日） 
     ※計８回。いずれも、①１０：００～②１４：００～（約９０分のプログラムです。） 
・会場：大阪市立自然史博物館ネイチャーホールならびに実習室 

・定員：各回１２組２４名（申し込み多数の場合は抽選） 
・対象：小学生 1名と保護者１名のペア 
・参加費：２,０００円（材料費２名分１，０００円、特別展入場料１，０００円）と参加証（はがき）

が必要。ただし、「大恐竜展」観覧券の当日日付印のある半券をお持ちの方、障害者手帳等をお

持ちの方、大阪市内在住の６５歳以上の方は材料費１０００円で参加可。 
・申込：事前申し込み要。普通はがき、電子メールで「レプリカ作り参加希望」と明記の上、参加希望

日時（第１、第２希望まで）、参加者お二人の氏名、年齢、〒住所、電話番号を書いて、「大恐

竜展」大阪実行委員会事務局へ申込み。大阪市立自然史博物館ホームページからの申込みも可

能。参加受付者には、折り返し、参加証を送ります。 
▽申込先：「大恐竜展」大阪実行委員会事務局  
〒５４６－００３４ 大阪市東住吉区長居公園１－２３ 大阪市立自然史博物館内  
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/ 

▽申込期間 ４月実施分：３月２８日（日）まで 
           ５月実施分：４月１日（木）から４月１８日（日）まで 
・備考：＜保護者の皆さまへ＞ 

・小学生とその保護者のペアでお申し込みください。 
・定員に余裕のある場合に限り、小学生未満のお子様とその保護者の方もご参加いただけます。 
・高校生以上の方が、プログラムを見学される場合は、特別展への入場料が必要です 

（大人１２００円、高大生７００円）。 
 

 
※上記概要は予定です。募集方法など変更される場合もありますので、詳細は事務局までお問い合わせ

ください。 
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【参考・開催概要】 

(1) 名 称 特別展「大恐竜展～知られざる南半球の支配者～」 

(2) 会 期 平成22年3月20日(土)～5月30日(日)  

※休館日 毎週月曜日（ただし3月22日、5月3日は開館） 

3月23日(火)、5月6日(木)は休館 

※開館時間 9時30分～17時（入場は16時30分まで）  

(3) 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） 

所在地：〒546－0034 大阪市東住吉区長居公園１－23 

最寄駅：地下鉄御堂筋線長居駅から東へ800ｍ、JR阪和線長居駅から東へ1ｋｍ  

(4) 主 催 大阪市立自然史博物館、読売新聞大阪本社 

(5) 後  援 大阪府教育委員会 

(6) 協 賛 清水建設、ダイワボウ情報システム、日本公文教育研究会、リバー産業 

(7) 企画協力  国立科学博物館、徳島県立博物館、名古屋市科学館、林原自然科学博物館、兵庫県立人

と自然の博物館、福井県立恐竜博物館、三重県立博物館 

(8) 協 力  大阪コミュニケーションアート専門学校 

(9) 入場料 大人１２００円（前売１０００円） 高校・大学生７００円（前売５００円） 

※中学生以下、障害者手帳等持参者（介護者1名を含む）、大阪市内在住の65歳以上の方(要

証明）は無料。30名以上の団体割引あり。 

※前売券は、平成22年2月18日(木)より主要プレイガイド、コンビニエンスストア、大阪

市営地下鉄駅売店、JR・近鉄主要駅などで発売。 

 

（問い合わせ）「大恐竜展」大阪実行委員会事務局（大阪市立自然史博物館内） 

〒546－0034 大阪市東住吉区長居公園１－23 

電話：06-6697-6221、FAX：06-6697-6225 

URL：http://www.mus-nh.city.osaka.jp/ 
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【広報写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．マプサウルスの成体と幼体 ２．マプサウルスの復元画 

５．タイトルロゴ 

４．ギガノトサウルスの復元画 

６．トリケラトプス 

３．ギガノトサウルス 
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 「大恐竜展～知られざる南半球の支配者～」 

 

広 報 写 真 申 込 書 

 

本展覧会の広報用写真をご用意しております。ご希望の写真に○印をつけ、下記にご記入

の上、ご返信ください。 

 
・写真使用は本展のご紹介のみとさせていただきます。尚、本展終了後の使用は出来ませんのでご了承く

ださい（掲載期間：平成22年5月30日（日）まで）。写真の使用後は、データは破棄してください。 

・掲載記事・番組内容については、基本情報確認のため、ゲラ刷り・原稿の段階で広報事務局までFAXま

たはメールをお送りください。また、ご掲載いただいた場合は、お手数ですが、掲載紙・誌または同録

ビデオを広報事務局宛に1部お送り下さい。 
  

写真名 ご希望に○ 
１．マプサウルスの成体と幼体  
２．マプサウルスの復元画  
３．ギガノトサウルス  
４．ギガノトサウルスの復元画  
５．タイトルロゴ  
６．トリケラトプス  
  
 

貴社名  

媒体名／発行部数  

掲載・放送予定日  

所属部署／ご担当者名  
 
 
 
 
 

送信先；大阪市立自然史博物館内 
「大恐竜展」大阪実行委員会事務局宛 
TEL.06-6697-6221, FAX.06-6697-6225 
〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園 1-23 ＦＡＸ．０６－６６９７－６２２５ 

<ＦＡＸ送信> 
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「大恐竜展～知られざる南半球の支配者～」 
 

プ レ ス 内 覧 会  取 材 申 込 書 
 本展のプレス内覧会における取材をご希望の方は、下記該当箇所をご記入の上、事務局宛にＦＡＸにて

ご返信ください。またお手数ですが、掲載媒体を２部（ＤＶＤ、ビデオ、カセット、ＭＤなどは１本）、お

送りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貴社名  
 

媒体名／発行部数  
 

所属部署／ご担当者名  
 

人数（カメラ含む）  

ご住所 
〒 
 
 

ご連絡先 ＴＥＬ．           ＦＡＸ． 
ｅ－ｍａｉｌ． 

 

送信先；大阪市立自然史博物館内 
「大恐竜展」大阪実行委員会事務局 宛 
TEL.06-6697-6221, FAX.06-6697-6225 
〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園 1-23 ＦＡＸ．０６－６６９７－６２２５ 

<ＦＡＸ送信> 

※ご取材にお越しの方は、  

 博物館通用口から 

 お入りください。 

 駐車スペースもございます。 

■プレス内覧会 

日時：平成２２年３月１９日（金） 

    午前１１時～ 

会場：大阪市立自然史博物館

集会室 


