
鳥が恐竜!?
えっ！

何のシルエット？

想像してみよう

なん

そうぞう

（応募多数の時は抽選）必ず学校名と名前を書いて
子どもセンターに送ってね。しめきり：6月30日

おう  ぼ   た すう      とき    ちゅうせん かなら    がっこうめい　   な  まえ　　 か            

   こ　     　　　　　　　　　　　おく                   クイズ キャラクターグッズが
あたるよ。

恐竜クイズだよ！このシルエットは何？？ 鳥の祖先ってどれ？？？
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こんな情報や質問が

届いたよ。

みんな「鬼滅の刃」に
ハマっているね。
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Vol.90のクイズのこたえ

ティラノサウルス
暴君トカゲ

※梁とは、2本の柱をつなぐ横木のこと。
はり　　　　　　 ほん 　はしら　                よこ  ぎ

1 トリケラトプス
3つの角のある顔

2

ステゴサウルス
屋根をもつトカゲ

3 サウロロフス
トサカのあるトカゲ

4

オルニトミムス
鳥に似たもの

5 ディプロドクス
2本の梁をもつ
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トリの祖先は恐竜だけど、
さて、どこから枝分かれ？
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共通の祖先（は虫類）から枝分かれ
きょうつう　　　そ　せん　　　ちゅうるい　　  　　　えだ わ
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名前の意味を考えて、
どの恐竜のシルエットなのか当ててみて！

な    まえ　　   い   み   　　かんが

 　　　  きょうりゅう　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 　あ

そ   せん　 　きょうりゅう

　　　　　　　　 えだ   わ

おもしろくって

ためになる情報がいっぱい！
じょう　 ほう

倉敷市子どもセンター
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奥田先生
教えて！

おく   だ   せん せい

  おし

●この恐竜学博物館は、大学の
お兄さんやお姉さんが、恐竜に

ついて直接教えてくれたり、聞い
たりできるのが楽しかったです。

　　　　　　きょうりゅうがくはく ぶつ かん　    　だい がく

　　　　 にい　　　　　　　  　ねえ　　　　　　　きょうりゅう

　　　　　　　　 ちょくせつおし　　　　　　　　　　　　　  　き

　　　　　　　　　　　　　　　　  たの

●恐竜の化石を調べたり、作業した
りする部屋（クリーニング室）を見るこ
とができておもしろかったです。

　　きょうりゅう 　　か  せき　　 しら　　　　　　　　さ ぎょう

　　　　　　　　  へ   や　　　　　　　　　　  しつ　　    み

岡山理科大学 恐竜学博物館に行ってみたよ！

そこにはアジア最大の肉食恐竜が…！

おか   やま    り     か     だい  がく    きょうりゅう がく   はく   ぶつ   かん　　　 　い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さい   だい　　      にく しょくきょうりゅう

　最初の恐竜が、は虫類の仲間から進化して生まれてきたのが、およそ２億３０００万年前のこと
だって。そして、２億３０００万年前から６６００万年前までの約１億６０００万年もの長い間、地球のあ
らゆる場所で生きていたよ。６６００万年という時間がどのくらい昔なのか。実感するための簡単なた
とえを紹介するよ。つくえの上にある消しゴムを、タイムマシンだと考えてみて。１年前にさかのぼ
るために８ｍｍ動くとして、１０年前にさかのぼるには、８ｃｍ。１００年前にさかのぼるには８０ｃｍ動
くわけだ。ではこのタイムマシンが、恐竜が絶滅した６６００万年前に移動するにはどれくらいの距
離を動くのだろう。考えてみるとおもしろいよ。
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恐竜が大好きな、パワフルキッズの

キッズスタッフが博物館に行ったよ！

きょうりゅう  　　　だい    す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はく  ぶつ   かん　　　  　い

　地質時代に生息していた生物がどのように暮らしてい
たのかを明らかにしています。特に恐竜の足跡化石を手
掛かりに、恐竜の姿勢・運動・行動を研究しています。
フィールドは主にモンゴルのゴビ砂漠と北アフリカのア
トラス山脈ですが、日本国内の化石産地での調査や、動物
園・干潟等での現生生物行動と足跡の観察、現生生物の解
剖もします。過去と現在を行き来しながら生物の生活と
行動の進化を考察しています。また、長く博物館に勤めて
いた経験をいかし、博物館の展示を研究しています。

　　  ち   しつ   じ   たい　 　せい そく　　　　　　　    　せい ぶつ 　　　　　　　　　　　　　　く
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恐竜の生きた時代
きょう りゅう　　　　　い　　　　　    　　じ      だい

きょう りゅう　        　み      わ　　　　　かた

恐竜の見分け方

−今から約６６００万年前、恐竜は彼らの仲間である鳥類を残して絶滅−
いま　　　   やく　　　　　　　　まんねんまえ　 きょうりゅう　かれ　　　　なか  ま　　　　　　ちょうるい　　のこ　　　　ぜつめつ

　恐竜の大きな特徴は、後ろ脚を体の真下にの
ばして前後に振って歩くことと、骨盤に穴があい
ていることだって。この穴は、恐竜とその子孫の
鳥類にしかない特徴だそうだよ。
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奥田先生
おく   だ  せん せい

石垣先生
いしがきせんせい

ヘユアンニア

アヴィミムス

ゴビヴェナトル

ノミンギア
好きな恐竜：デイノケイルス
将来の夢：恐竜を研究する人
になること。

  す　      　きょうりゅう

しょうらい　    ゆめ　きょうりゅう 　けんきゅう　      　ひと

  す　       　きょうりゅう

しょうらい　    ゆめ  きょうりゅうはか せ

こうたくん
９才（小学３年生）右

好きな恐竜：トリケラトプス
将来の夢：恐竜博士になること。

そうすけくん
６才（幼稚園年長）左

　　　　　　　　      

     さい しょうがく　  ねんせい　みぎ

　　　　　　　　          

  さい    よう   ち  えんねんちょう　ひだり

お問い合せ先/岡山理科大学 恐竜学博物館TEL.086-256-9804
開館日/HP開館日カレンダー参照 開館時間/10:00-16:45 入館料/無料

〒700-0005 岡山市北区理大町1-1
岡山理科大学 恐竜学博物館
おか  やま   り     か   だい がく　きょうりゅう がく  はく  ぶつ  かん

▲ヒトの骨格との比較だよ！大きいね！！
こっ かく　　　    　ひ  かく　　　　 　おお

　モンゴルでハ
ドロサウルス科の新種の恐竜化

石が発見され、Gobihadros mongoliensisと命名。
モンゴル科学アカデミーと岡山の林原との共同
調査隊がゴビ砂漠の南東部で発見したんだ。「ゴ
ビハドロス モンゴリエンシス」は白亜紀後期頃、
つまり6500万年前に生息していた恐竜なんだ。
また、今まで中央アジアで白亜紀頃の完全な恐竜
化石が発見されなかったため、この化石は多くの
学者の注目をひいているよ。
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がく  しゃ　　ちゅうもく

石垣先生がモンゴルで発掘に携わっ
た大きな竜脚類の恐竜の足跡化石

いしがきせんせい　 　　　　　　　　　　　はっ くつ　  たずさ

  おお　    　りゅうきゃくるい きょうりゅう あしあと  か  せき

　プロトケラトプスは、白亜
紀後期のゴビ地域に生息して
いた小型の植物食恐竜です。
トリケラトプスと同じ角竜類
の仲間です。これまで幼体か
ら成体まで数多くの化石が発
見されていて、成長や個体差
に関して詳細な研究がされて
います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    はく  あ    
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　中生代白亜紀末のアジア
最大の肉食恐竜で、モンゴルか

ら多数の化石が発見されています。
北アメリカのティラノサウルスと似た形態

をしています。大型の獣脚類恐竜には珍しく、
幼体から成体までの化石が発見されてい
て、ティラノサウルス類の成長様式を解明
するための鍵となる恐竜です。

　  ちゅうせいだい はく  あ    き  まつ

さい だい   にくしょくきょうりゅう
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プロトケラトプス

ゴビハドロスの全身骨格
ぜん しん  こっ かく

タルボサウルス

サウロロフス

幼体の全身骨格
よう たい　 ぜんしん こっかく

赤ちゃんの骨
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タルボくんの歯だけど、ずいぶん

かみ合わせが悪そうね。

　　　　　　　   は
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サウロロフスが
つけたと思われる足跡

おも　　　　   　　あし あと　名称のサウロロフスと
は「トサカのあるトカゲ」と
いう意味。体長は9メート
ル以上にもなる、植物食恐
竜。二本脚でやや内股気味
に歩いたことがわかるよ。
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　　 ある

白亜紀の地層はあるけど、まだ恐

竜の化石は見つかっていません。

もし、見つけたら大発見です。高梁市に

も古い地層があって、恐竜の化石を見つ

けることができるかもしれませんよ。
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　タルボサウルスやプロトケラトプスを中心に、卵や幼体から成体までの化石が
展示されていて、恐竜の成長の様子を見ることができるんだ。いろいろな恐竜が
そこかしこに！日本ではここにしかないモンゴルの恐竜化石がたくさん。化石や恐
竜との距離が近いことが大きな魅力だよ。発掘の様子やクリーニン
グ作業など最前線の恐竜研究現場が間近に見られるんだ。
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1954年和歌山県生まれ。
岡山理科大学教授（2015～）

2016年9月に世界最大級の
大型植物食恐竜（竜脚類）の
足跡化石を発掘。
岡山理科大学
恐竜学博物館館長（2017～）

専門は古生物学・博物館学。
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倉敷でも恐竜の化石を
発掘できる場所がありますか。
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◀タルボサウルスがつけたと思われる足跡
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関係ねぇ!
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のプロフィール石 垣 忍 先 生
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そうなんですよ！
最新の研究では
鳥は恐竜の中の
1グループだと
いうことがわ
かってきました。

さい しん　　   けんきゅう

とり　    きょうりゅう 　　なか

私はプロトくんが
好きですね。

わたし

  す

奥田先生は
どの恐竜が好き？

おく  だ  せん せい

　　　  きょうりゅう  　　す

状態がよい化石に

は、皮膚や羽毛が

化石として残るこ

とがあり、色素の

構造から色が復元

できることもある

んだよ。
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● 約46億年前 地球が誕生

● 約2億5200万年前～

● 恐竜が誕生

● 約2億100万年前～

● 約1億4500万年前～

● 鳥類が誕生

恐竜の大繁栄

● 約6600万年前 大量絶滅

やく　  　おくねんまえ　 ちきゅう  　たんじょう

きょうりゅう　 たんじょう

やく　 おく      　　まんねんまえ

やく　 おく　         　まんねん まえ

ちょうるい　  たんじょう

きょうりゅう 　だいはんえい

やく　　　　　まんねんまえ  たいりょうぜつめつ

鳥が恐竜!?
とり　　　   　　きょう       りゅうえっ！

http://dinosaur.ous.ac.jp/

きょう りゅう せ かい

やく　 おく　　　　　まんねんまえ

恐竜の世界はまだまだ不思議がいっぱい。
その謎を解くのはキミかもしれないね！
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　　　　  なぞ　　　と
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　　　　 にい　　　　　　　  　ねえ　　　　　　　きょうりゅう

　　　　　　　　 ちょくせつおし　　　　　　　　　　　　　  　き

　　　　　　　　　　　　　　　　  たの

●恐竜の化石を調べたり、作業した
りする部屋（クリーニング室）を見るこ
とができておもしろかったです。

　　きょうりゅう 　　か  せき　　 しら　　　　　　　　さ ぎょう

　　　　　　　　  へ   や　　　　　　　　　　  しつ　　    み

岡山理科大学 恐竜学博物館に行ってみたよ！

そこにはアジア最大の肉食恐竜が…！

おか   やま    り     か     だい  がく    きょうりゅう がく   はく   ぶつ   かん　　　 　い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さい   だい　　      にく しょくきょうりゅう

　最初の恐竜が、は虫類の仲間から進化して生まれてきたのが、およそ２億３０００万年前のこと
だって。そして、２億３０００万年前から６６００万年前までの約１億６０００万年もの長い間、地球のあ
らゆる場所で生きていたよ。６６００万年という時間がどのくらい昔なのか。実感するための簡単なた
とえを紹介するよ。つくえの上にある消しゴムを、タイムマシンだと考えてみて。１年前にさかのぼ
るために８ｍｍ動くとして、１０年前にさかのぼるには、８ｃｍ。１００年前にさかのぼるには８０ｃｍ動
くわけだ。ではこのタイムマシンが、恐竜が絶滅した６６００万年前に移動するにはどれくらいの距
離を動くのだろう。考えてみるとおもしろいよ。
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  り      　うご　　　　　　　　　 　　かんが

恐竜が大好きな、パワフルキッズの

キッズスタッフが博物館に行ったよ！

きょうりゅう  　　　だい    す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はく  ぶつ   かん　　　  　い

　地質時代に生息していた生物がどのように暮らしてい
たのかを明らかにしています。特に恐竜の足跡化石を手
掛かりに、恐竜の姿勢・運動・行動を研究しています。
フィールドは主にモンゴルのゴビ砂漠と北アフリカのア
トラス山脈ですが、日本国内の化石産地での調査や、動物
園・干潟等での現生生物行動と足跡の観察、現生生物の解
剖もします。過去と現在を行き来しながら生物の生活と
行動の進化を考察しています。また、長く博物館に勤めて
いた経験をいかし、博物館の展示を研究しています。

　　  ち   しつ   じ   たい　 　せい そく　　　　　　　    　せい ぶつ 　　　　　　　　　　　　　　く
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　　　　　　  さんみゃく　　　　　　　　 に  ほん こく ない　   　か  せき さん  ち　　         ちょう  さ　　    どう  ぶつ

えん　　ひ   がた とう　　　　　げん せいせい ぶつ こう  どう　　　あし あと　 　かん さつ  げん せい せい ぶつ 　　かい
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こう  どう　   　しん  か 　　  こう さつ  　　　　　　　　　　　　　　　  　　なが　　  はく  ぶつ かん　  　つと

　  けい けん　      　　　　　　 はく ぶつかん　 　てん   じ　　   けんきゅう

恐竜の生きた時代
きょう りゅう　　　　　い　　　　　    　　じ      だい

きょう りゅう　        　み      わ　　　　　かた

恐竜の見分け方

−今から約６６００万年前、恐竜は彼らの仲間である鳥類を残して絶滅−
いま　　　   やく　　　　　　　　まんねんまえ　 きょうりゅう　かれ　　　　なか  ま　　　　　　ちょうるい　　のこ　　　　ぜつめつ

　恐竜の大きな特徴は、後ろ脚を体の真下にの
ばして前後に振って歩くことと、骨盤に穴があい
ていることだって。この穴は、恐竜とその子孫の
鳥類にしかない特徴だそうだよ。

　　 きょうりゅう  　　おお　         　とく ちょう   　 うし   　あし　 からだ  　　ま   した

　　 　　　　  ぜん   ご　    　ふ　　　    　ある　　　　　　　  　　こつ ばん　  　あな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 あな　　　 きょうりゅう　　　　　     　し   そん

ちょう るい　　　　　　　　　　　とくちょう

奥田先生
おく   だ  せん せい

石垣先生
いしがきせんせい

ヘユアンニア

アヴィミムス

ゴビヴェナトル

ノミンギア
好きな恐竜：デイノケイルス
将来の夢：恐竜を研究する人
になること。

  す　      　きょうりゅう

しょうらい　    ゆめ　きょうりゅう 　けんきゅう　      　ひと

  す　       　きょうりゅう

しょうらい　    ゆめ  きょうりゅうはか せ

こうたくん
９才（小学３年生）右

好きな恐竜：トリケラトプス
将来の夢：恐竜博士になること。

そうすけくん
６才（幼稚園年長）左

　　　　　　　　      

     さい しょうがく　  ねんせい　みぎ

　　　　　　　　          

  さい    よう   ち  えんねんちょう　ひだり

お問い合せ先/岡山理科大学 恐竜学博物館TEL.086-256-9804
開館日/HP開館日カレンダー参照 開館時間/10:00-16:45 入館料/無料

〒700-0005 岡山市北区理大町1-1
岡山理科大学 恐竜学博物館
おか  やま   り     か   だい がく　きょうりゅう がく  はく  ぶつ  かん

▲ヒトの骨格との比較だよ！大きいね！！
こっ かく　　　    　ひ  かく　　　　 　おお

　モンゴルでハ
ドロサウルス科の新種の恐竜化

石が発見され、Gobihadros mongoliensisと命名。
モンゴル科学アカデミーと岡山の林原との共同
調査隊がゴビ砂漠の南東部で発見したんだ。「ゴ
ビハドロス モンゴリエンシス」は白亜紀後期頃、
つまり6500万年前に生息していた恐竜なんだ。
また、今まで中央アジアで白亜紀頃の完全な恐竜
化石が発見されなかったため、この化石は多くの
学者の注目をひいているよ。

　　　　　　　　　　　　 か　　　しん　しゅ 　きょうりゅう か

せき　　 はっ けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 めい めい

　　　　　　　　　 か  がく　　　　　　　　　　  　 おか やま　　はやしばら　         きょうどう

ちょう さ　たい　　　　 　  さ   ばく　 　なん とう  ぶ　     はっ けん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はく  あ   き  こう  き  ごろ

　　　 　   　　  　まん ねん  まえ　 　せい そく　　　　　　 　　きょうりゅう

　　　　　  いま　　　　ちゅうおう　　　　　　  　はく  あ   き   ごろ　 　かんぜん　　きょうりゅう

   か  せき 　　はっ けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　か せき　　 おお

がく  しゃ　　ちゅうもく

石垣先生がモンゴルで発掘に携わっ
た大きな竜脚類の恐竜の足跡化石

いしがきせんせい　 　　　　　　　　　　　はっ くつ　  たずさ

  おお　    　りゅうきゃくるい きょうりゅう あしあと  か  せき

　プロトケラトプスは、白亜
紀後期のゴビ地域に生息して
いた小型の植物食恐竜です。
トリケラトプスと同じ角竜類
の仲間です。これまで幼体か
ら成体まで数多くの化石が発
見されていて、成長や個体差
に関して詳細な研究がされて
います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    はく  あ    

  き こう  き　　　　     　　ち いき　 　せい そく

　　　　 　こ　がた　　 しょくぶつしょくきょうりゅう

　　　　　　　　　　　　　          おな　 つのりゅうるい

なか ま   　　　 　　　　　　　　 　　よう たい　        

   　せい たい　  　  かず おお　     　　か　せき      はっ 

けん      　　　　　　　　    　せいちょう   　 こ たい さ

  かん　      　しょうさい　   けんきゅう

　中生代白亜紀末のアジア
最大の肉食恐竜で、モンゴルか

ら多数の化石が発見されています。
北アメリカのティラノサウルスと似た形態

をしています。大型の獣脚類恐竜には珍しく、
幼体から成体までの化石が発見されてい
て、ティラノサウルス類の成長様式を解明
するための鍵となる恐竜です。

　  ちゅうせいだい はく  あ    き  まつ

さい だい   にくしょくきょうりゅう

　　  た  すう   　　か  せき　  　はっ けん

きた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　に　   けいたい

　　　　　　　　　　　　　　 おおがた　   じゅうきゃくるいきょうりゅう 　　めずら

よう たい　　　  　せい たい　　　　　　  　か  せき  　　はっ けん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  るい　     せいちょうようしき　  　かいめい

　　　　　　　　　　 かぎ　           　きょうりゅう

プロトケラトプス

ゴビハドロスの全身骨格
ぜん しん  こっ かく

タルボサウルス

サウロロフス

幼体の全身骨格
よう たい　 ぜんしん こっかく

赤ちゃんの骨
あか　　　　　　　　ほねあか　　　　　　　　ほね

タルボくんの歯だけど、ずいぶん

かみ合わせが悪そうね。

　　　　　　　   は

あ 　　　　　　わる

サウロロフスが
つけたと思われる足跡

おも　　　　   　　あし あと　名称のサウロロフスと
は「トサカのあるトカゲ」と
いう意味。体長は9メート
ル以上にもなる、植物食恐
竜。二本脚でやや内股気味
に歩いたことがわかるよ。

　　  めいしょう

　　　　 い    み　　たいちょう

         いじょう　　　　　　　　　しょくぶつしょくきょう

りゅう　  に  ほん あし　　　　　  　うち また  ぎ   み

　　 ある

白亜紀の地層はあるけど、まだ恐

竜の化石は見つかっていません。

もし、見つけたら大発見です。高梁市に

も古い地層があって、恐竜の化石を見つ

けることができるかもしれませんよ。

はく  あ    き　 　　ち   そう　　　　　　　　　　　     　　 きょう

りゅう　　 か   せき　  み

　　　　　 み　　　　　　　　　だい はっ けん        　　　たか はし   し

　　ふる  　　ち   そう　　　　　   　　　きょうりゅう　　 か  せき　　 み

　タルボサウルスやプロトケラトプスを中心に、卵や幼体から成体までの化石が
展示されていて、恐竜の成長の様子を見ることができるんだ。いろいろな恐竜が
そこかしこに！日本ではここにしかないモンゴルの恐竜化石がたくさん。化石や恐
竜との距離が近いことが大きな魅力だよ。発掘の様子やクリーニン
グ作業など最前線の恐竜研究現場が間近に見られるんだ。
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1954年和歌山県生まれ。
岡山理科大学教授（2015～）

2016年9月に世界最大級の
大型植物食恐竜（竜脚類）の
足跡化石を発掘。
岡山理科大学
恐竜学博物館館長（2017～）

専門は古生物学・博物館学。
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 おかやま  り    か だいがくきょうじゅ

　　　　　　　　　　　　　　  せ かいさいだいきゅう

おおがたしょくぶつしょくきょうりゅう りゅうきゃくるい

 あし あと か せき　　はっ くつ

 おかやま  り    か  だいがく

きょうりゅうがくはくぶつかんかんちょう

せんもん　  　こ せいぶつがく　 はくぶつかんがく

倉敷でも恐竜の化石を
発掘できる場所がありますか。

くら  しき          　　きょう りゅう　　   か   せき

はっ  くつ　　　　　　　　ば    しょ
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感想は？
かんそう

◀タルボサウルスがつけたと思われる足跡
おも　　　　　　　あし あと

そんなの

関係ねぇ!
かん けい

のプロフィール石 垣 忍 先 生
いし     がき   しのぶ   せん     せん

そうなんですよ！
最新の研究では
鳥は恐竜の中の
1グループだと
いうことがわ
かってきました。

さい しん　　   けんきゅう

とり　    きょうりゅう 　　なか

私はプロトくんが
好きですね。

わたし

  す

奥田先生は
どの恐竜が好き？

おく  だ  せん せい

　　　  きょうりゅう  　　す

状態がよい化石に

は、皮膚や羽毛が

化石として残るこ

とがあり、色素の

構造から色が復元

できることもある

んだよ。
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● 約46億年前 地球が誕生

● 約2億5200万年前～

● 恐竜が誕生

● 約2億100万年前～

● 約1億4500万年前～

● 鳥類が誕生

恐竜の大繁栄

● 約6600万年前 大量絶滅

やく　  　おくねんまえ　 ちきゅう  　たんじょう

きょうりゅう　 たんじょう

やく　 おく      　　まんねんまえ

やく　 おく　         　まんねん まえ

ちょうるい　  たんじょう

きょうりゅう 　だいはんえい

やく　　　　　まんねんまえ  たいりょうぜつめつ

鳥が恐竜!?
とり　　　   　　きょう       りゅうえっ！

http://dinosaur.ous.ac.jp/

きょう りゅう せ かい

やく　 おく　　　　　まんねんまえ

恐竜の世界はまだまだ不思議がいっぱい。
その謎を解くのはキミかもしれないね！

きょうりゅう　　 せ  かい　　　　　　　　　  　　ふ    し    ぎ

　　　　  なぞ　　　と



2020 年白石島探検の様子
しら いし じまたん けん 　　よう  す

　探検や発表会など１年間のプログラムを通じて昆虫の専門知
識を学びます。本気で昆虫の専門家を目指す人向きのプログラム
です。くわしくは自然史博物館ホームページの5月の催し物案内
をご覧ください。

　  たん けん    　　はっぴょう かい   　　　    　　　ねん  かん　　　　　　　　　　　　　　　　  　　つう　        　　こんちゅう　  　せん  もん   ち    
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むしむし探検隊
たん      けん    たい

むしむしむしむしむしむしむしむしむしむしむしむしむしむしむしむし
2021 年度

　探検や発表会など１年間のプログラムを通じて昆虫の専門知
  　せん  もん   ち    

隊 員
募 集

たい　　　　　　　いん

  ぼ　　　　　　  しゅう

小学校5年生以上、年間予定のすべてに参加できる
ことなどが条件です。
5月8日（土）17時必着、はがき・手紙（持参可）で
次のことをお知らせください。
【氏名（漢字・ヨミ）、生年月日（西暦）、学校名、
学年、自宅郵便番号・住所、電話番号】
〒710-0046 倉敷市中央2-6-1
倉敷市立自然史博物館（奥島）
若干名

日時：5月9日（日）14～16時（受付13時30分～）
場所：自然史博物館地階講義室

倉敷市立自然史博物館 TEL:086-425-6037

　隊員は，オリエンテーション，野外探検（昆虫調
査），標本整理・研究，雑誌への投稿，博物館での展
示・発表・ボランティア活動等の一連の体験を通し
て，昆虫に関する専門知識と技術を学びます。昆虫
の専門家を目指す人向きのプログラムです。

　 たい いん　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　や   がい たん けん　  こんちゅうちょう

  さ　　　ひょうほん せい  り　　けんきゅう　 ざっ   し　　　　  とう  こう  はく ぶつ かん　      　てん

  じ　　はっぴょう　　   　　　　　　　　　 　　かつ どう  とう　　　いち れん　 　たい けん　  とお

           こんちゅう　　かん　        せん もん  ち   しき   　　ぎ じゅつ　 まな　　　　　　　    こんちゅう

　 せん もん  か　　　  め   ざ　　   ひと  む

「博物館の達人」になろう
はく  ぶつ  かん　     　たつ  じん

応募資格

申 込 み

募集人数

おう    ぼ    し   かく

もうし　　こ

申込み先
もうし  こ　    　 さき

ぼ  しゅう にん  ずう

にゅうたいせつめいかい

入隊説明会
オリエンテーション

お問合せ連絡先
といあわ       れんらく さき

https://www2.city.kurashiki.okayama.jp/

新版『恐竜』は、最新の研究にもとづいた精緻で美しい
イラストと世界中から集めた貴重な写真が満載！さら
に、ほかの図鑑では手薄になりがちな、日本全国で見
つかっている恐竜も、ていねいに取り上げています。

「ぼくたち、まいごに
なっちゃった。」やって
きたのは、トリケラトプ
スやティラノサウルス
たち。おなじ仲間を探
してあげようとページ
をめくると、画面には
ティラノサウルスの仲
間の獣脚類がいっぱ
い！図鑑とは違い、恐竜
たちの食性やくらして

いた環境も織り交ぜながら描かれていて、絵さがしの楽し
さだけではなく、恐竜たちの生態にも触れることができま
す。全部で228種類の恐竜が描かれ、日本で発見されて
名前がついているものはすべて登場しています。後半に
は、すべての恐竜たちの名前も載せた解説ページがつい
て、子どもたちの知的好奇心も満たします。

中生代編では、三畳紀、ジュラ紀、白
亜紀の3地質年代を生きた生物から
100種以上をピックアップ。サイズ
感を肌で感じてもらえるよう、中生
代のさまざまな古生物を、現代の
（身近な）風景に配置。「うおー、これ
はデカすぎるでしょ！」「あれ、こい
つってこんなに小さいの!?」といった
具合に、そのサイズを直感的につかんでもらえます。もちろん、その古生物が実
際に暮らしていたシーンも科学的に再現してあります。「あの古生物、こんなサ
イズだったの!?」そんな感覚をリアルに感じてもらえる、マニアックな1冊です。

究極中の究極、ベスト・オブ・ベストの「最強王図鑑」がつい
に登場！ ティラノサウルス、スミロドン（サーベルタイガー）、
アフリカゾウ、ヘラクレスオオツノカブトら、各「最強王図鑑」
の猛者たちが、時空と種族の枠を超えて大激突！　興奮につ
ぐ興奮！最強の陸上生物は誰だ!?最後までワクワクしながら
ページを読み進めることができます。図鑑として正しい知識
が得られる「情報ページ」も充実。生物の基礎知識や、用語、
時代背景などもしっかり解説しています。

大増ページの新訂版は新種の恐竜を多数掲載。海外の
新進気鋭の研究者の寄稿コラムもあり、最新の研究結
果に基づいた図鑑です。またDVDは61分にボリュー
ムアップ！最新CGアニメーションで、恐竜の誕生から絶
滅までと、恐竜たちの、動いて、戦う姿が観られます。
2016年から2019年に発見された主な恐竜を紹介！
ほかの図鑑には掲載されていない恐竜も多数掲載！

マイゴノサウルス

小学館の図鑑NEO
〔新版〕恐竜

講談社の動く図鑑 MOVE 恐竜 
新訂版・最新研究

リアルサイズ古生物図鑑

異種最強王図鑑
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「はやぶさ２」の小惑星探査
©池下章裕 

オーストラリアでのカプセル回収

◀カプセル内部に確認された黒い土
ない   ぶ　    　かく にん　                 　くろ　　  つち

喜びを分かち合う管制室のようす
かいしゅう よろ　　          わ　　　  　　あ　   　かん せい しつ

新たな旅に出る
あら　　　　　たび　　　で

「はやぶさ2」

流れ星として
見えた

帰還カプセル
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おかえり！小惑星探査機 「はやぶさ2」！

そして、新たな旅立ちへ

しょう   わく    せい    たん     さ       き

あら　　　　　　　　　　　　　    たび          だち

多くの探査機は、地球を出発して目的の天体を調べ
たら、二度と地球に戻ってこられない作り方になってい
ます。それに対して「はやぶさ2」は小惑星「リュウグ
ウ」の土を取って地球に持ち帰ることができます。これ
には、地球に戻ってくるための軽くて燃費のいいエンジ
ンや、地球の空気の中に飛び込むときの数千度という
温度から、大事な小惑星の土を守る帰還カプセルの開
発など、日本が世界をリードするさまざまな技術が使わ
れています。
「はやぶさ2」より前、2010年の「はやぶさ」では、小
惑星の土を取る仕組みがうまく働かなかったため、わず
かな土の粒子しか手に入れることができませんでし
た。今回の「はやぶさ2」でしっかり土を取ってこれるか
どうかに大きな期待が集まっていたのです。
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小惑星探査機「はやぶさ2」が2020年12月6日、地球に戻ってきました！
しょうわく せい たん  さ    き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　ち きゅう 　　もど

「はやぶさ2」が地
球に戻ってくるの
は、オーストラリアの
広い砂漠の中。12月

6日午前2時30分ごろ、夜空に明る
い流れ星となった帰還カプセルが
観測され、翌朝にはパラシュートで
無事着陸しているカプセルが発見
されました。
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カプセルは飛行機で神奈川県のJAXA宇宙科学研究所に運ばれ、小惑星の土を変化
させない特別な装置の中で開くと、中に黒々とした小惑星の土が見つかりました。「は
やぶさ2」の宇宙の旅がみごとな成功に終わった瞬間です。
土が黒いのは、炭素と呼ばれる成分が多く含まれているためです。科学者たちは地球
の生命の謎に迫るために、この小惑星の炭素の成分をずっと調べたがっていたのです。
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「はやぶさ2」はカプセルだけを地球に届けて、本体は次の小惑
星「1998 KY26」に向けて新しい宇宙の旅を始めました。小惑星
に到着するのは2031年。みんなが大人になって研究者になってい
たら、「はやぶさ2」の研究の仕事ができるかもしれませんね。
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　探検や発表会など１年間のプログラムを通じて昆虫の専門知
識を学びます。本気で昆虫の専門家を目指す人向きのプログラム
です。くわしくは自然史博物館ホームページの5月の催し物案内
をご覧ください。
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新版『恐竜』は、最新の研究にもとづいた精緻で美しい
イラストと世界中から集めた貴重な写真が満載！さら
に、ほかの図鑑では手薄になりがちな、日本全国で見
つかっている恐竜も、ていねいに取り上げています。
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いた環境も織り交ぜながら描かれていて、絵さがしの楽し
さだけではなく、恐竜たちの生態にも触れることができま
す。全部で228種類の恐竜が描かれ、日本で発見されて
名前がついているものはすべて登場しています。後半に
は、すべての恐竜たちの名前も載せた解説ページがつい
て、子どもたちの知的好奇心も満たします。

中生代編では、三畳紀、ジュラ紀、白
亜紀の3地質年代を生きた生物から
100種以上をピックアップ。サイズ
感を肌で感じてもらえるよう、中生
代のさまざまな古生物を、現代の
（身近な）風景に配置。「うおー、これ
はデカすぎるでしょ！」「あれ、こい
つってこんなに小さいの!?」といった
具合に、そのサイズを直感的につかんでもらえます。もちろん、その古生物が実
際に暮らしていたシーンも科学的に再現してあります。「あの古生物、こんなサ
イズだったの!?」そんな感覚をリアルに感じてもらえる、マニアックな1冊です。

究極中の究極、ベスト・オブ・ベストの「最強王図鑑」がつい
に登場！ ティラノサウルス、スミロドン（サーベルタイガー）、
アフリカゾウ、ヘラクレスオオツノカブトら、各「最強王図鑑」
の猛者たちが、時空と種族の枠を超えて大激突！　興奮につ
ぐ興奮！最強の陸上生物は誰だ!?最後までワクワクしながら
ページを読み進めることができます。図鑑として正しい知識
が得られる「情報ページ」も充実。生物の基礎知識や、用語、
時代背景などもしっかり解説しています。

大増ページの新訂版は新種の恐竜を多数掲載。海外の
新進気鋭の研究者の寄稿コラムもあり、最新の研究結
果に基づいた図鑑です。またDVDは61分にボリュー
ムアップ！最新CGアニメーションで、恐竜の誕生から絶
滅までと、恐竜たちの、動いて、戦う姿が観られます。
2016年から2019年に発見された主な恐竜を紹介！
ほかの図鑑には掲載されていない恐竜も多数掲載！
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おかえり！小惑星探査機 「はやぶさ2」！

そして、新たな旅立ちへ

しょう   わく    せい    たん     さ       き

あら　　　　　　　　　　　　　    たび          だち

多くの探査機は、地球を出発して目的の天体を調べ
たら、二度と地球に戻ってこられない作り方になってい
ます。それに対して「はやぶさ2」は小惑星「リュウグ
ウ」の土を取って地球に持ち帰ることができます。これ
には、地球に戻ってくるための軽くて燃費のいいエンジ
ンや、地球の空気の中に飛び込むときの数千度という
温度から、大事な小惑星の土を守る帰還カプセルの開
発など、日本が世界をリードするさまざまな技術が使わ
れています。
「はやぶさ2」より前、2010年の「はやぶさ」では、小
惑星の土を取る仕組みがうまく働かなかったため、わず
かな土の粒子しか手に入れることができませんでし
た。今回の「はやぶさ2」でしっかり土を取ってこれるか
どうかに大きな期待が集まっていたのです。
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カプセルは飛行機で神奈川県のJAXA宇宙科学研究所に運ばれ、小惑星の土を変化
させない特別な装置の中で開くと、中に黒々とした小惑星の土が見つかりました。「は
やぶさ2」の宇宙の旅がみごとな成功に終わった瞬間です。
土が黒いのは、炭素と呼ばれる成分が多く含まれているためです。科学者たちは地球
の生命の謎に迫るために、この小惑星の炭素の成分をずっと調べたがっていたのです。

　　　　　　　　　　　　　　ひ  こう  き　     　か    な   がわけん　　　　　　　　  　う  ちゅう  か  がく  けんきゅうじょ　　 はこ　        　　しょうわく せい  　　つち　  　へん  か

　　　　　　　　　 とく べつ 　　そう   ち   　　なか　  　ひら　         　　なか　　 くろ ぐろ 　　　　　　しょうわく せい  　　つち　　　み

　　　　　　　　　　　　 う  ちゅう　　たび　　　　　　　　　　　せい こう   　　お　　　　　　　しゅんかん

　　 つち　  くろ　　　　　 　　　たん  そ　 　　よ　　　             せい ぶん　  　おお　　ふく　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　か  がく しゃ　　　              ちきゅう

       せい めい 　　なぞ　 　せま　 　　　　　　　　　　　　　しょうわく せい  　　たん  そ　   　せい ぶん　                　　しら

キュレーションク
リーンルーム内
でのコンテナ開
封作業©JAXA、
東京大学、九州大
学、JAMSTEC

「はやぶさ2」はカプセルだけを地球に届けて、本体は次の小惑
星「1998 KY26」に向けて新しい宇宙の旅を始めました。小惑星
に到着するのは2031年。みんなが大人になって研究者になってい
たら、「はやぶさ2」の研究の仕事ができるかもしれませんね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ち きゅう　　とど　　　　 　　ほん たい    　つぎ　　しょう わく

せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　む　　　　　あたら　　  　 う  ちゅう　　たび　　 はじ　　　　　　　　　　しょうわく せい

　　 とうちゃく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　おとな　　　　　　　 　　けんきゅうしゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けんきゅう　　　し  ごと

ライフパーク倉敷科学センター　学芸員　三島 和久
くら  しき   か   がく　　　　　　　　　  　　がく げい いん  　　 み  しま   かず ひさ
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子どもの読書の日記念おはなし会
①4/24（土）11：00～11：30 ②水島図書館 こどもしつ 
③大型絵本の読み聞かせや紙芝居など ④どなたでも ⑤無
料 ⑥水島図書館℡446-6918

こどもの読書週間「図書館クイズ」
①4/23（金）～5/12（水） ②水島図書館 こどもしつ ③図
書館にまつわるクイズを出題します。筆記用具を持ってきて
ね ④どなたでも ⑤無料 ⑥水島図書館℡446-6918

こうざ・もよおしもの名
「パワフルキッズ」では、次のことをお知らせします。

このマークが
ついていると、
親子で参加で
きるんじゃ。

①いつ（日時）②どこで（実施場所）③どんなことを（活
動内容）④さんかできるひと（対象）⑤さんかひ（費用）
⑥れんらくさき（申込方法）

イベント
スケジュール
イベント

スケジュール

おはなしカレンダー ①休館日を除く毎日
16:00～16:15 ②中央図書館℡425-6030

おはなしのへや ①休館日を除く毎日11:00
～11:15 ②船穂図書館℡552-9300

おはなしひろば ①休館日を除く毎日16:30～
16：45/土・日・祝日は14:30～ ②児島図書館℡472-4847

こどものひろば ①休館日を除く毎日11:00
～11:15 ②玉島図書館℡526-6011

ポケットタイムえほんのじかん ①休館日を除く
毎日11:00～11:15 ②水島図書館℡446-6918

おはなしの会 ①休館日を除く毎日11:00～、16:00～ 
②真備図書館おはなしの部屋 ⑥真備図書館℡698-9393

おはなしタイム ①休館日を除く火～金は10：30～、土・日は14：
30～（但し他のおはなしの行事がある日を除く） ②ライフパーク倉敷
図書室おはなしコーナー ⑥ライフパーク倉敷図書室℡454-0015

絵本の読み聞かせ,紙芝居などをします。
どなたでもどうぞ。無料

第29回特別展「岡山県の
レッドデータ生物2020」
①1/16（土）～4/4（日）9:00～17:15 ②自然史博物館
特別展示室 ③岡山県で絶滅のおそれのある動植物を紹介
します ④どなたでも ⑤有料（観覧料一般150円，大学生
50円），無料（高校生以下と65歳以上） ⑥倉敷市立自然史
博物館℡425-6037

ミシンでマイマスクを2枚縫おう
～刺しゅうプレゼント付き～
①4/10（土）10:00～12:00 ②クルク
ルセンター ③ミシンで，お気に入りの布の
マスクを，2枚縫います！刺しゅうもプレゼ
ントします ④どなたでも　5名（小学校3
年生以下は保護者同伴） ⑤400円（材料
代） ⑥クルクルセンター℡470-6681
（要申込：3/25（木）締切）

第30回特別展
「きらめき☆ときめき昆虫展」
①7/15（木）～9/12（日）9:00～17:15 ②自然史博物
館特別展示室・講義室 ③世界中のカラフルな昆虫標本を展
示します ④どなたでも ⑤有料（観覧料一般150円，大学生
50円），無料（高校生以下と65歳以上） ⑥倉敷市立自然史
博物館℡425-6037

押し花でフォトフレームを飾ろう
～オリジナルしおりつき～
①5/8（土）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③写真立
てに，きれいな押し花を飾ります。また，かわいいしおりも作り
ます ④どなたでも 6名（小学校3年生以下は保護者同伴） 
⑤400円（材料代） ⑥クルクルセンター℡470-6681（要
申込：4/22（木）締切）

ヒンメリ～岡山産の麦わらで作る
フィンランドの伝統装飾～
①5/16（日）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③岡山
産の麦わらを1本の糸でつなげて，モダンなモビールを作り
ます ④どなたでも 6名（小学校3年生以下は保護者同伴） 
⑤700円（材料代） ⑥クルクルセンター℡470-6681（要
申込：4/30（金）締切）

むしむし探検隊入隊説明会＆
オリエンテーション
①5/9（日）14:00～16:00 ②自然史博
物館講義室 ③1年を通して昆虫に関する
専門知識を学びます。応募条件等はHPに
てご確認ください ④小学5年生～高校3
年生（若干名） ⑤保険料・交通等費実費 ⑥
倉敷市立自然史博物館℡425-6037

デコパージュでキャニスター風
リメイク缶を作ろう
①5/30（日）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③空き
缶をデコパージュで装飾し、可愛いリメイク缶を作ります ④
どなたでも 6名（小学校3年生以下は保護者同伴） ⑤800
円（材料代） ⑥クルクルセンター℡470-6681（要申込：
5/14（金）締切）

チョークアートでメッセージボードを作ろう
①6/27（日）10:00～12:00 ②クルクル
センター ③木に黒板の塗料を塗り，チョーク
アートで好きな絵を描きメッセージボードを
作ります ④どなたでも 6名（小学校3年生
以下は保護者同伴） ⑤600円（材料代） ⑥
クルクルセンター℡470-6681（要申込：
6/11（金）締切）

ミニ畳と畳縁かぶと
①4/11（日）10:00～12:00 ②クル
クルセンター ③ミニ畳を作り，縫い合
わせた畳縁でかぶとを折って飾ります 
④どなたでも 6名（小学校3年生以下
は保護者同伴） ⑤1,000円（材料代） 
⑥クルクルセンター℡470-6681
（要申込：3/26（金）締切）

ステンドグラスの兜
①4/18（日）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③はん
だごてを使い，ガラスの廃材を組み合わせ，素敵なステンドグ
ラスの兜を作ります ④6名（小学校5年生以上） ⑤1,000
円（材料代） ⑥クルクルセンター℡470-6681（要申込：
4/2（金）締切）

おはなしいっぱいストーリーテリング
①4/17，5/15，6/19，7/17（土）14:30～15:00 ②中
央図書館 こどもしつ ③倉敷ストーリーテリングを楽しむ会
が語る素話を楽しみます ④4歳以上 ⑤無料 ⑥中央図書館
℡425-6030

ストーリーテリングの会
①4/17，5/15，6/19，7/17（土）14:30～15:00 ②ラ
イフパーク倉敷図書室 ③ストーリーテリングのボランティ
アによる童話・昔話の語りを聞こう！ ④5歳～ ⑤無料 ⑥ライ
フパーク倉敷図書室℡454-0015

こどもの読書週間行事 こどもの本クイズ
①4/20（火）～5/5（水・祝） ②ラ
イフパーク倉敷図書室 ③子どもの
本からクイズを出すよ！図書室で読
んで，チャレンジしてね！参加賞あり 
④幼児～小学生 ⑤無料 ⑥ライフ
パーク倉敷図書室℡454-0015

こどもの読書週間～ちょうせん！としょかんクイズ
①4/23（金）～ ②船穂図書館 ③図書館に関する，クイズを
出題します ④中学生以下（50名） ⑤無料 ⑥船穂図書館℡
552-9300（申込不要，先着順）

英語で楽しむおはなし会
①4/3，5/1，6/5，7/3（土）16:00～16:30 ②中央図書
館 こどもしつ ③メリー・バス・ライド倉敷による，英語のおは
なし会を楽しみます ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030

どうわと絵本のおくりもの
①4/3，5/1，6/5，7/3（土）11:00～11:30 ②中央図書
館 こどもしつ ③くらしきどうわを読む会による，絵本の読み
聞かせを楽しみます ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030 

ワイド版こどものひろば
①4/10（土）11:00～11：30 ②玉島図書館 ③よみきか
せ「草と木のおはなし」のまきと，簡単な工作 ④どなたでも 
⑤無料 ⑥玉島図書館℡526-6011

新着資料展＜昆虫 前期＞
①4/10（土）～5/5（水・祝）9:00～17:15 ②自然史博物
館特別展示室 ③最近，新たに収蔵した昆虫標本コレクション
を展示公開します。詳しくはHPにて ④どなたでも ⑤有料
（観覧料一般150円，大学生50円），無料（高校生以下と65
歳以上） ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037

新着資料展＜昆虫 後期＞
①5/9（日）～5/26（水）9:00～17:15 ②自然史博物館
特別展示室 ③最近，新たに収蔵した昆虫標本コレクションを
展示公開します。詳しくはHPにて ④どなたでも ⑤有料（観
覧料一般150円，大学生50円），無料（高校生以下と65歳
以上） ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037

特別陳列「宮沢賢治の石ものがたり」
①6/5（土）～7/4（日）9:00～17:15 ②自然史博物館特
別展示室 ③宮沢賢治の作品に登場する鉱物，岩石などを展
示します ④どなたでも ⑤有料（観覧料一般150円，大学生
50円），無料（高校生以下と65歳以上） ⑥倉敷市立自然史
博物館℡425-6037

ちょこっとおりがみタイム
①毎週土曜日10:30～11:00 ②ラ
イフパーク倉敷図書室 ③3～5回で折
れるやさしいおりがみ。（おりがみは毎
週替わります） ④3歳～ ⑤無料 ⑥ライ
フパーク倉敷図書室℡454-0015

おりがみのへや
①3/28（日），4/17，5/15，
6/19，7/17（土）14：30～15：
00 ②船穂図書館児童コーナー ③
おりがみを折って楽しみます ④3
歳から大人（4名） ⑤無料 ⑥船穂
図書館℡552-9300（要申込）

国際交流講座♪たのしいえいごのじかん
①3/27（土）14：00～14：30 ②船穂公民館 実習室B・C 
③英語の絵本やパネルシアターで、英語を楽しみます ④3
歳から小学生（同伴の保護者を含めて20名） ⑤無料 ⑥船
穂図書館℡552-9300（要申込）

ポケットタイム0・1・2
①4/16，5/21，6/18，7/16（金）10:30～11:00 ②水島
図書館 こどもしつ ③乳児から，親子で参加できるおはなし
会 ④先着順・親子5組 ⑤無料 ⑥水島図書館℡446-6918

季節を楽しむおはなし会
①3/27，4/24，5/22，6/26（土）14:30～15:00 ②中
央図書館 こどもしつ ③あおぞら読み語りの会による，絵本
の読み聞かせを楽しみます ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図
書館℡425-6030

おはなしぽんっ！ストーリーテリング
①3/30（火）14:30～15:00 ②船穂図書館児童コー
ナー ③昔話や詩を語りで楽しみます ④5歳から大人（8名） 
⑤無料 ⑥船穂図書館℡552-9300（要申込）

植物の採集方法と標本の作り方
①7/3（土）10:00～12:00 ②自然史博物館講義室 ③植
物の一般的な採集と標本作りの方法について，実習を交え
ながら解説します ④どなたでも（定員あり） ⑤無料（必要な
方は標本用具・テキスト実費） ⑥倉敷市立自然史博物館℡
425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

昆虫の標本の作り方
①7/4（日）時間未定 ②自然史博物館講義室 ③昆虫標本
の作り方について実習を通して解説します ④どなたでも
（定員あり） ⑤無料（必要な方は標本用品・テキスト実費） ⑥
倉敷市立自然史博物館℡425-6037（申込方法等，詳しく
はHPにて）

「居場所」事業
①毎週金曜日14:00～18:00（祝日・年末年始を除く） ②
連島公民館 3階 ③不登校やその傾向にある中・高校生のた
めのフリースペースです（小学生の利用・保護者のみの見学
歓迎） ④どなたでも ⑤無料（事前予約不要） ⑥生涯学習課
℡426-3845

子ども読書の日・記念おはなし会
①4/24（土）11:00～11:30 ②
中央図書館　こどもしつ ③4/23
の「子ども読書の日」を記念して，図
書館司書がおはなし会をします ④
どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館
℡425-6030

子ども読書の日記念・おはなし会
①4/24（土）11:00～11：30 ②玉島図書館 ③大型絵本
や紙芝居などのよみきかせ ④どなたでも ⑤無料 ⑥玉島図
書館℡526-6011

こどものひろばプチお楽しみ会
①5/1（土），5/2（日），5/5
（水・祝）いずれも11：00～
11：30 ②玉島図書館 ③大型
絵本や紙芝居などのよみきか
せ ④どなたでも ⑤無料 ⑥玉
島図書館℡526-6011

G.WのGooで
Wakuwaku♪工作タイム
①5/2（日），3（月・祝），4（火・祝），5（水・祝）14:30～
15:00 ②ライフパーク倉敷図書室 ③かんたん工作をたの
しもう！（工作の内容は日替わりです） ④どなたでも ⑤無料 
⑥ライフパーク倉敷図書室℡454-0015

チャレンジ！こどもの本クイズ
①4/24（土）～5/9（日） ②玉島図書館 ③プリント形式で，
こどもの本からクイズを出題する。ヒントになる本をこども
しつに展示する ④どなたでも ⑤無料 ⑥玉島図書館℡
526-6011

ねえ，おはなしして～ストーリーテリング
①4/24，5/22，6/26，7/24（土）14:30～15:00 ②水
島図書館 こどもしつ ③昔話や愉快なお話などを，絵本を使
わない「語り」で楽しみます ④5歳以上 ⑤無料 ⑥水島図書
館℡446-6918

ポケットタイムかみしばいのじかん
①4/3，5/1，6/5，7/3（土）10:30～10:45 ②水島図書館 
こどもしつ ③日本生まれの紙芝居を，おはなしボランティア
が上演 ④どなたでも ⑤無料 ⑥水島図書館℡446-6918

おはなしの会
①4/10，5/8，6/12，7/10（土）14:30～15:00 ②中央
図書館 こどもしつ ③倉敷市文庫交流会による，絵本の読み
聞かせを楽しみます ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030 

おーい みんなあそぼうよ！
①3/21（日）10:30～15:00 
②酒津公園プレーパーク ③自
分の責任で自由に遊ぼう！
（持ってくる物：お茶，おにぎり，
着がえ，マスク） ④どなたでも 
⑤無料 ⑥遊び場を考える会
℡080-2900-5137

おかやま自然探訪67
①4/11（日）11:00～14:30 ②和気町矢田 ③岡山県内の
旧市町村の自然を観察するシリーズです ④どなたでも（定員
未定。小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然
史博物館℡425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

こどもの日無料開放日
①5/5（水・祝）9:00～17:15 ②自然史博物館 ③当日に限
り，一般の方も自然史博物館の観覧料が無料です ④どなたで
も ⑤観覧料無料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037

スゲ観察会
①5/29（土）時間未定 ②新見市神郷釜村 ③現地でスゲ属植
物を専門家から説明を受けながら観察します ④どなたでも（定
員未定。小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史
博物館友の会℡425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

自然観察会「鷲羽山の春の自然」
①4/25（日）10:00～12:00 ②倉敷市下津井田之浦　
鷲羽山 ③自然研究路を巡って，コバノミツバツツジなどの植
物や動物，山頂付近の花こう岩の巨岩などを観察しましょう 
④どなたでも（定員100名。小学生以下は保護者同伴） ⑤
無料 ⑥倉敷市立自然史博物館友の会℡425-6037（申込
方法等，詳しくはHPにて）
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高梁川流域自然たんけん1
①5/23（日）時間未定 ②浅口市 ③高梁川流域の市町で自
然観察を行います。詳しくはHPにて ④どなたでも（定員あ
り。小学生以下は保護者同伴） ⑤未定 ⑥倉敷市立自然史博
物館℡425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

中国山地の植物観察5
①5/22（土）9:00～16:00 ②中蒜山（真庭市） ③塩釜の
冷泉から中蒜山までを往復します。急坂が続きますが、山頂
からはすばらしい展望を楽しめます ④どなたでも（定員未
定。小学生以下は保護者同伴。ただし登山中級者向け） ⑤
無料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037（申込方法
等，詳しくはHPにて）

動物研究会「第10回魚類調査」
①5/29（土）10:00～12:00 ②浅口市金光町里見川 ③
里見川で淡水魚の採集調査をします ④どなたでも（定員未
定。中学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史
博物館℡425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

第26回シダの世界
①6/19（土）時間未定 ②新見市菅生 ③現地でシダ植物を
専門家から説明を受けながら観察します ④どなたでも（定
員未定。小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然
史博物館℡425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

夏だ！ 昆虫採集
①7/18（日）時間未定 ②未定 ③身近な自然の中でできる
昆虫採集を体験します。昆虫の生態や探すポイント，採集方
法についても伝授します ④どなたでも（定員未定。小学生
以下は保護者同伴） ⑤無料（必要な方は採集用具等実費） 
⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037（申込方法等，詳し
くはHPにて）

ブッポウソウ観察会in鳥取
①6/26（土）8:30～17:00 ②鳥取県 ③鳥取県で子育て
をするブッポウソウを観察します ④どなたでも（定員あり，中
学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博物館
℡425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

ブッポウソウ巣立ち観察会in岡山
①7/10（土）8:30～17:00 ②吉備中央町ほか ③子育て
するブッポウソウを観察します。ちょうど巣立ちの時期です 
④どなたでも（定員あり，中学生以下は保護者同伴） ⑤無料 
⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037（申込方法等，詳し
くはHPにて） 

ショートテニス教室
①4/13～6/8（火）17:30～19:00　全8回 ②水島体育
館 ③スポンジボールを使う室内テニス。ここでテニスの基
礎を身に付けよう！（無料貸出ラケットあり：
申込不要） ④小学新1年生～大人（定員45
名:うち大人10名程度） ⑤小学生4,000円 
大人4,500円 ⑥教室の空き状況について
は、倉敷市スポーツ振興協会のHPでご確認
ください。問い合わせ：S p o サポ℡
434-3410（日・祝休み） 

Jr.テニス教室
①4/3～6/12（土）14:00～16:00　全10回 ②水島中
央公園テニスコート ③硬式テニス教室。初めての方から経
験者まで、クラスに分かれて楽しもう!（無料貸出ラケットあ
り：要申込） ④小学新3年生～中学生（定員70名:うち中学
生10名程度） ⑤5,000円 ⑥教室の空き状況については、
倉敷市スポーツ振興協会のHPでご確認ください。問い合わ
せ：Spoサポ℡434-3410（日・祝休み）

Jr.ソフトテニス教室
①4/10～6/19（土）14:00～16:00　全10回 ②粒浦
テニスコート ③ボール慣れからゲーム形式までレベルに応
じて学べます。ラリーが続くと楽しいよ♪（無料貸出ラケット
あり：要申込） ④小学新3～6年生（定員35名） ⑤5,000円 
⑥教室の空き状況については、倉敷市スポーツ振興協会の
HPでご確認ください。問い合わせ：Spoサポ℡434-3410
（日・祝休み）

ドッジボール教室
①4/3～5/29（土）10:00～12:00 全6回 ②中山公園
体育館 ③投げる・捕る・避ける等の基本動作の練習から始
め、ルールを覚えてゲームできるよう目指します ④小学新
1～6年生（定員60名） ⑤3,000円 
⑥教室の空き状況については、倉敷
市スポーツ振興協会のHPでご確認
ください。問い合わせ：Spoサポ℡
434-3410（日・祝休み）

特別陳列「畠田和一貝類コレクション展4
畠田和一が採集していた岡山県の絶滅種3」
①4/10（土）～9/26（日）9:00～17:15 ②自然史博物
館2階事務室前 ③今回はコレクションの中から絶滅種を紹
介します ④どなたでも ⑤有料（観覧料一般150円，大学生
50円），無料（高校生以下と65歳以上） ⑥倉敷市立自然史
博物館℡425-6037

ここに掲載のイベントは予定のものです。ここに掲載のない施設のイベントや最新の情報は
各施設のＨＰを確認してください。お出かけの前には必ず各施設にお問い合わせくださいね。
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子どもの読書の日記念おはなし会
①4/24（土）11：00～11：30 ②水島図書館 こどもしつ 
③大型絵本の読み聞かせや紙芝居など ④どなたでも ⑤無
料 ⑥水島図書館℡446-6918

こどもの読書週間「図書館クイズ」
①4/23（金）～5/12（水） ②水島図書館 こどもしつ ③図
書館にまつわるクイズを出題します。筆記用具を持ってきて
ね ④どなたでも ⑤無料 ⑥水島図書館℡446-6918

「パワフルキッズ」では、次のことをお知らせします。

イベント
スケジュール
イベント

スケジュール

おはなしカレンダー

おはなしのへや ①休館日を除く毎日
②船穂図書館℡552-9300

おはなしひろば こどものひろば

ポケットタイムえほんのじかん

おはなしの会

おはなしタイム

第29回特別展「岡山県の
レッドデータ生物2020」
①1/16（土）～4/4（日）9:00～17:15 ②自然史博物館
特別展示室 ③岡山県で絶滅のおそれのある動植物を紹介
します ④どなたでも ⑤有料（観覧料一般150円，大学生
50円），無料（高校生以下と65歳以上） ⑥倉敷市立自然史
博物館℡425-6037

ミシンでマイマスクを2枚縫おう
～刺しゅうプレゼント付き～
①4/10（土）10:00～12:00 ②クルク
ルセンター ③ミシンで，お気に入りの布の
マスクを，2枚縫います！刺しゅうもプレゼ
ントします ④どなたでも　5名（小学校3
年生以下は保護者同伴） ⑤400円（材料
代） ⑥クルクルセンター℡470-6681
（要申込：3/25（木）締切）

第30回特別展
「きらめき☆ときめき昆虫展」
①7/15（木）～9/12（日）9:00～17:15 ②自然史博物
館特別展示室・講義室 ③世界中のカラフルな昆虫標本を展
示します ④どなたでも ⑤有料（観覧料一般150円，大学生
50円），無料（高校生以下と65歳以上） ⑥倉敷市立自然史
博物館℡425-6037

押し花でフォトフレームを飾ろう
～オリジナルしおりつき～
①5/8（土）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③写真立
てに，きれいな押し花を飾ります。また，かわいいしおりも作り
ます ④どなたでも 6名（小学校3年生以下は保護者同伴） 
⑤400円（材料代） ⑥クルクルセンター℡470-6681（要
申込：4/22（木）締切）

ヒンメリ～岡山産の麦わらで作る
フィンランドの伝統装飾～
①5/16（日）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③岡山
産の麦わらを1本の糸でつなげて，モダンなモビールを作り
ます ④どなたでも 6名（小学校3年生以下は保護者同伴） 
⑤700円（材料代） ⑥クルクルセンター℡470-6681（要
申込：4/30（金）締切）

むしむし探検隊入隊説明会＆
オリエンテーション
①5/9（日）14:00～16:00 ②自然史博
物館講義室 ③1年を通して昆虫に関する
専門知識を学びます。応募条件等はHPに
てご確認ください ④小学5年生～高校3
年生（若干名） ⑤保険料・交通等費実費 ⑥
倉敷市立自然史博物館℡425-6037

デコパージュでキャニスター風
リメイク缶を作ろう
①5/30（日）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③空き
缶をデコパージュで装飾し、可愛いリメイク缶を作ります ④
どなたでも 6名（小学校3年生以下は保護者同伴） ⑤800
円（材料代） ⑥クルクルセンター℡470-6681（要申込：
5/14（金）締切）

チョークアートでメッセージボードを作ろう
①6/27（日）10:00～12:00 ②クルクル
センター ③木に黒板の塗料を塗り，チョーク
アートで好きな絵を描きメッセージボードを
作ります ④どなたでも 6名（小学校3年生
以下は保護者同伴） ⑤600円（材料代） ⑥
クルクルセンター℡470-6681（要申込：
6/11（金）締切）

ミニ畳と畳縁かぶと
①4/11（日）10:00～12:00 ②クル
クルセンター ③ミニ畳を作り，縫い合
わせた畳縁でかぶとを折って飾ります 
④どなたでも 6名（小学校3年生以下
は保護者同伴） ⑤1,000円（材料代） 
⑥クルクルセンター℡470-6681
（要申込：3/26（金）締切）

ステンドグラスの兜
①4/18（日）10:00～12:00 ②クルクルセンター ③はん
だごてを使い，ガラスの廃材を組み合わせ，素敵なステンドグ
ラスの兜を作ります ④6名（小学校5年生以上） ⑤1,000
円（材料代） ⑥クルクルセンター℡470-6681（要申込：
4/2（金）締切）

おはなしいっぱいストーリーテリング
①4/17，5/15，6/19，7/17（土）14:30～15:00 ②中
央図書館 こどもしつ ③倉敷ストーリーテリングを楽しむ会
が語る素話を楽しみます ④4歳以上 ⑤無料 ⑥中央図書館
℡425-6030

ストーリーテリングの会
①4/17，5/15，6/19，7/17（土）14:30～15:00 ②ラ
イフパーク倉敷図書室 ③ストーリーテリングのボランティ
アによる童話・昔話の語りを聞こう！ ④5歳～ ⑤無料 ⑥ライ
フパーク倉敷図書室℡454-0015

こどもの読書週間行事 こどもの本クイズ
①4/20（火）～5/5（水・祝） ②ラ
イフパーク倉敷図書室 ③子どもの
本からクイズを出すよ！図書室で読
んで，チャレンジしてね！参加賞あり 
④幼児～小学生 ⑤無料 ⑥ライフ
パーク倉敷図書室℡454-0015

こどもの読書週間～ちょうせん！としょかんクイズ
①4/23（金）～ ②船穂図書館 ③図書館に関する，クイズを
出題します ④中学生以下（50名） ⑤無料 ⑥船穂図書館℡
552-9300（申込不要，先着順）

英語で楽しむおはなし会
①4/3，5/1，6/5，7/3（土）16:00～16:30 ②中央図書
館 こどもしつ ③メリー・バス・ライド倉敷による，英語のおは
なし会を楽しみます ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030

どうわと絵本のおくりもの
①4/3，5/1，6/5，7/3（土）11:00～11:30 ②中央図書
館 こどもしつ ③くらしきどうわを読む会による，絵本の読み
聞かせを楽しみます ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030 

ワイド版こどものひろば
①4/10（土）11:00～11：30 ②玉島図書館 ③よみきか
せ「草と木のおはなし」のまきと，簡単な工作 ④どなたでも 
⑤無料 ⑥玉島図書館℡526-6011

新着資料展＜昆虫 前期＞
①4/10（土）～5/5（水・祝）9:00～17:15 ②自然史博物
館特別展示室 ③最近，新たに収蔵した昆虫標本コレクション
を展示公開します。詳しくはHPにて ④どなたでも ⑤有料
（観覧料一般150円，大学生50円），無料（高校生以下と65
歳以上） ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037

新着資料展＜昆虫 後期＞
①5/9（日）～5/26（水）9:00～17:15 ②自然史博物館
特別展示室 ③最近，新たに収蔵した昆虫標本コレクションを
展示公開します。詳しくはHPにて ④どなたでも ⑤有料（観
覧料一般150円，大学生50円），無料（高校生以下と65歳
以上） ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037

特別陳列「宮沢賢治の石ものがたり」
①6/5（土）～7/4（日）9:00～17:15 ②自然史博物館特
別展示室 ③宮沢賢治の作品に登場する鉱物，岩石などを展
示します ④どなたでも ⑤有料（観覧料一般150円，大学生
50円），無料（高校生以下と65歳以上） ⑥倉敷市立自然史
博物館℡425-6037

ちょこっとおりがみタイム
①毎週土曜日10:30～11:00 ②ラ
イフパーク倉敷図書室 ③3～5回で折
れるやさしいおりがみ。（おりがみは毎
週替わります） ④3歳～ ⑤無料 ⑥ライ
フパーク倉敷図書室℡454-0015

おりがみのへや
①3/28（日），4/17，5/15，
6/19，7/17（土）14：30～15：
00 ②船穂図書館児童コーナー ③
おりがみを折って楽しみます ④3
歳から大人（4名） ⑤無料 ⑥船穂
図書館℡552-9300（要申込）

国際交流講座♪たのしいえいごのじかん
①3/27（土）14：00～14：30 ②船穂公民館 実習室B・C 
③英語の絵本やパネルシアターで、英語を楽しみます ④3
歳から小学生（同伴の保護者を含めて20名） ⑤無料 ⑥船
穂図書館℡552-9300（要申込）

ポケットタイム0・1・2
①4/16，5/21，6/18，7/16（金）10:30～11:00 ②水島
図書館 こどもしつ ③乳児から，親子で参加できるおはなし
会 ④先着順・親子5組 ⑤無料 ⑥水島図書館℡446-6918

季節を楽しむおはなし会
①3/27，4/24，5/22，6/26（土）14:30～15:00 ②中
央図書館 こどもしつ ③あおぞら読み語りの会による，絵本
の読み聞かせを楽しみます ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図
書館℡425-6030

おはなしぽんっ！ストーリーテリング
①3/30（火）14:30～15:00 ②船穂図書館児童コー
ナー ③昔話や詩を語りで楽しみます ④5歳から大人（8名） 
⑤無料 ⑥船穂図書館℡552-9300（要申込）

植物の採集方法と標本の作り方
①7/3（土）10:00～12:00 ②自然史博物館講義室 ③植
物の一般的な採集と標本作りの方法について，実習を交え
ながら解説します ④どなたでも（定員あり） ⑤無料（必要な
方は標本用具・テキスト実費） ⑥倉敷市立自然史博物館℡
425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

昆虫の標本の作り方
①7/4（日）時間未定 ②自然史博物館講義室 ③昆虫標本
の作り方について実習を通して解説します ④どなたでも
（定員あり） ⑤無料（必要な方は標本用品・テキスト実費） ⑥
倉敷市立自然史博物館℡425-6037（申込方法等，詳しく
はHPにて）

「居場所」事業
①毎週金曜日14:00～18:00（祝日・年末年始を除く） ②
連島公民館 3階 ③不登校やその傾向にある中・高校生のた
めのフリースペースです（小学生の利用・保護者のみの見学
歓迎） ④どなたでも ⑤無料（事前予約不要） ⑥生涯学習課
℡426-3845

子ども読書の日・記念おはなし会
①4/24（土）11:00～11:30 ②
中央図書館　こどもしつ ③4/23
の「子ども読書の日」を記念して，図
書館司書がおはなし会をします ④
どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館
℡425-6030

子ども読書の日記念・おはなし会
①4/24（土）11:00～11：30 ②玉島図書館 ③大型絵本
や紙芝居などのよみきかせ ④どなたでも ⑤無料 ⑥玉島図
書館℡526-6011

こどものひろばプチお楽しみ会
①5/1（土），5/2（日），5/5
（水・祝）いずれも11：00～
11：30 ②玉島図書館 ③大型
絵本や紙芝居などのよみきか
せ ④どなたでも ⑤無料 ⑥玉
島図書館℡526-6011

G.WのGooで
Wakuwaku♪工作タイム
①5/2（日），3（月・祝），4（火・祝），5（水・祝）14:30～
15:00 ②ライフパーク倉敷図書室 ③かんたん工作をたの
しもう！（工作の内容は日替わりです） ④どなたでも ⑤無料 
⑥ライフパーク倉敷図書室℡454-0015

チャレンジ！こどもの本クイズ
①4/24（土）～5/9（日） ②玉島図書館 ③プリント形式で，
こどもの本からクイズを出題する。ヒントになる本をこども
しつに展示する ④どなたでも ⑤無料 ⑥玉島図書館℡
526-6011

ねえ，おはなしして～ストーリーテリング
①4/24，5/22，6/26，7/24（土）14:30～15:00 ②水
島図書館 こどもしつ ③昔話や愉快なお話などを，絵本を使
わない「語り」で楽しみます ④5歳以上 ⑤無料 ⑥水島図書
館℡446-6918

ポケットタイムかみしばいのじかん
①4/3，5/1，6/5，7/3（土）10:30～10:45 ②水島図書館 
こどもしつ ③日本生まれの紙芝居を，おはなしボランティア
が上演 ④どなたでも ⑤無料 ⑥水島図書館℡446-6918

おはなしの会
①4/10，5/8，6/12，7/10（土）14:30～15:00 ②中央
図書館 こどもしつ ③倉敷市文庫交流会による，絵本の読み
聞かせを楽しみます ④どなたでも ⑤無料 ⑥中央図書館℡
425-6030 

おーい みんなあそぼうよ！
①3/21（日）10:30～15:00 
②酒津公園プレーパーク ③自
分の責任で自由に遊ぼう！
（持ってくる物：お茶，おにぎり，
着がえ，マスク） ④どなたでも 
⑤無料 ⑥遊び場を考える会
℡080-2900-5137

おかやま自然探訪67
①4/11（日）11:00～14:30 ②和気町矢田 ③岡山県内の
旧市町村の自然を観察するシリーズです ④どなたでも（定員
未定。小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然
史博物館℡425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

こどもの日無料開放日
①5/5（水・祝）9:00～17:15 ②自然史博物館 ③当日に限
り，一般の方も自然史博物館の観覧料が無料です ④どなたで
も ⑤観覧料無料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037

スゲ観察会
①5/29（土）時間未定 ②新見市神郷釜村 ③現地でスゲ属植
物を専門家から説明を受けながら観察します ④どなたでも（定
員未定。小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史
博物館友の会℡425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

自然観察会「鷲羽山の春の自然」
①4/25（日）10:00～12:00 ②倉敷市下津井田之浦　
鷲羽山 ③自然研究路を巡って，コバノミツバツツジなどの植
物や動物，山頂付近の花こう岩の巨岩などを観察しましょう 
④どなたでも（定員100名。小学生以下は保護者同伴） ⑤
無料 ⑥倉敷市立自然史博物館友の会℡425-6037（申込
方法等，詳しくはHPにて）

…など、道具はなんでもあるよ！

？

火

竹

絵の具

段
ボール

フライ
パン

大工
道具

なにして
遊ぼうかな？

高梁川流域自然たんけん1
①5/23（日）時間未定 ②浅口市 ③高梁川流域の市町で自
然観察を行います。詳しくはHPにて ④どなたでも（定員あ
り。小学生以下は保護者同伴） ⑤未定 ⑥倉敷市立自然史博
物館℡425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

中国山地の植物観察5
①5/22（土）9:00～16:00 ②中蒜山（真庭市） ③塩釜の
冷泉から中蒜山までを往復します。急坂が続きますが、山頂
からはすばらしい展望を楽しめます ④どなたでも（定員未
定。小学生以下は保護者同伴。ただし登山中級者向け） ⑤
無料 ⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037（申込方法
等，詳しくはHPにて）

動物研究会「第10回魚類調査」
①5/29（土）10:00～12:00 ②浅口市金光町里見川 ③
里見川で淡水魚の採集調査をします ④どなたでも（定員未
定。中学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史
博物館℡425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

第26回シダの世界
①6/19（土）時間未定 ②新見市菅生 ③現地でシダ植物を
専門家から説明を受けながら観察します ④どなたでも（定
員未定。小学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然
史博物館℡425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

夏だ！ 昆虫採集
①7/18（日）時間未定 ②未定 ③身近な自然の中でできる
昆虫採集を体験します。昆虫の生態や探すポイント，採集方
法についても伝授します ④どなたでも（定員未定。小学生
以下は保護者同伴） ⑤無料（必要な方は採集用具等実費） 
⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037（申込方法等，詳し
くはHPにて）

ブッポウソウ観察会in鳥取
①6/26（土）8:30～17:00 ②鳥取県 ③鳥取県で子育て
をするブッポウソウを観察します ④どなたでも（定員あり，中
学生以下は保護者同伴） ⑤無料 ⑥倉敷市立自然史博物館
℡425-6037（申込方法等，詳しくはHPにて）

ブッポウソウ巣立ち観察会in岡山
①7/10（土）8:30～17:00 ②吉備中央町ほか ③子育て
するブッポウソウを観察します。ちょうど巣立ちの時期です 
④どなたでも（定員あり，中学生以下は保護者同伴） ⑤無料 
⑥倉敷市立自然史博物館℡425-6037（申込方法等，詳し
くはHPにて） 

ショートテニス教室
①4/13～6/8（火）17:30～19:00　全8回 ②水島体育
館 ③スポンジボールを使う室内テニス。ここでテニスの基
礎を身に付けよう！（無料貸出ラケットあり：
申込不要） ④小学新1年生～大人（定員45
名:うち大人10名程度） ⑤小学生4,000円 
大人4,500円 ⑥教室の空き状況について
は、倉敷市スポーツ振興協会のHPでご確認
ください。問い合わせ：S p o サポ℡
434-3410（日・祝休み） 

Jr.テニス教室
①4/3～6/12（土）14:00～16:00　全10回 ②水島中
央公園テニスコート ③硬式テニス教室。初めての方から経
験者まで、クラスに分かれて楽しもう!（無料貸出ラケットあ
り：要申込） ④小学新3年生～中学生（定員70名:うち中学
生10名程度） ⑤5,000円 ⑥教室の空き状況については、
倉敷市スポーツ振興協会のHPでご確認ください。問い合わ
せ：Spoサポ℡434-3410（日・祝休み）

Jr.ソフトテニス教室
①4/10～6/19（土）14:00～16:00　全10回 ②粒浦
テニスコート ③ボール慣れからゲーム形式までレベルに応
じて学べます。ラリーが続くと楽しいよ♪（無料貸出ラケット
あり：要申込） ④小学新3～6年生（定員35名） ⑤5,000円 
⑥教室の空き状況については、倉敷市スポーツ振興協会の
HPでご確認ください。問い合わせ：Spoサポ℡434-3410
（日・祝休み）

ドッジボール教室
①4/3～5/29（土）10:00～12:00 全6回 ②中山公園
体育館 ③投げる・捕る・避ける等の基本動作の練習から始
め、ルールを覚えてゲームできるよう目指します ④小学新
1～6年生（定員60名） ⑤3,000円 
⑥教室の空き状況については、倉敷
市スポーツ振興協会のHPでご確認
ください。問い合わせ：Spoサポ℡
434-3410（日・祝休み）

特別陳列「畠田和一貝類コレクション展4
畠田和一が採集していた岡山県の絶滅種3」
①4/10（土）～9/26（日）9:00～17:15 ②自然史博物
館2階事務室前 ③今回はコレクションの中から絶滅種を紹
介します ④どなたでも ⑤有料（観覧料一般150円，大学生
50円），無料（高校生以下と65歳以上） ⑥倉敷市立自然史
博物館℡425-6037

ここに掲載のイベントは予定のものです。ここに掲載のない施設のイベントや最新の情報は
各施設のＨＰを確認してください。お出かけの前には必ず各施設にお問い合わせくださいね。
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鳥が恐竜!?
えっ！

何のシルエット？

想像してみよう

なん

そうぞう

（応募多数の時は抽選）必ず学校名と名前を書いて
子どもセンターに送ってね。しめきり：6月30日

おう  ぼ   た すう      とき    ちゅうせん かなら    がっこうめい　   な  まえ　　 か            

   こ　     　　　　　　　　　　　おく                   クイズ キャラクターグッズが
あたるよ。

恐竜クイズだよ！このシルエットは何？？ 鳥の祖先ってどれ？？？
きょうりゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なに　            　　とり　       　そ    せん

特集
まだまだ、募集中！
どんどん送ってね、
待ってるよー。

●伝言板に
　のせたいこと
●名前（必ずはがきの
　表に書いてね）
●学校名　
●学年
●ペンネーム
  （必ず書いてね）

　　でんごんばん

　　 な まえ  かなら

　 おもて     か

　  がっこうめい

がくねん

　 かなら 　か

伝言板
コーナー

はがきでん     ごん　　ばん

　　　　　　　　　ぼしゅうちゅう
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ま

おたより
ありがとう!!
ちょこっと
ご紹介

こんな情報や質問が

届いたよ。
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みんな「鬼滅の刃」に
ハマっているね。

き めつ　やいば
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Vol.90のクイズのこたえ Q1  bウシガエル cウシノシタ aウミウシ
Q2  ①-b ②-c ③-e ④-a ⑤-d

ティラノサウルス
暴君トカゲ

※梁とは、2本の柱をつなぐ横木のこと。
はり　　　　　　 ほん 　はしら　                よこ  ぎ

1 トリケラトプス
3つの角のある顔

2

ステゴサウルス
屋根をもつトカゲ

3 サウロロフス
トサカのあるトカゲ

4

オルニトミムス
鳥に似たもの

5 ディプロドクス
2本の梁をもつ

ぼうくん つの　　　　   　　かお

や　ね

とり　　　に ほん　    はり
6

とり　　　   　　きょう       りゅう

きょう
りゅう

せ かい

トリの祖先は恐竜だけど、
さて、どこから枝分かれ？

クビナガ
リュウ

ワニのなかま

翼竜

鳥盤類

竜盤類

獣脚類

竜脚類

よくりゅう

ちょうばん るい

しょくぶつしょく

にく しょく
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共通の祖先（は虫類）から枝分かれ
きょうつう　　　そ　せん　　　ちゅうるい　　  　　　えだ わ
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名前の意味を考えて、
どの恐竜のシルエットなのか当ててみて！

な    まえ　　   い   み   　　かんが

 　　　  きょうりゅう　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 　あ

そ   せん　 　きょうりゅう

　　　　　　　　 えだ   わ

おもしろくって

ためになる情報がいっぱい！
じょう　 ほう

倉敷市子どもセンター
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