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報道関係各位  

 

 

 

 

 

 

 

佐川美術館 （所在地：滋賀県守山市） では、春季企画展

として「大恐竜展 よみがえる世界の恐竜たち」を開催

いたします。 

近年、恐竜研究は躍進し、長年の課題であった恐竜と鳥

との関係が明らかにされてきました。さらに、脳の研究

や、骨や歯化石の微細構造、軟組織の研究など、より生

物学的な側面が明らかになりつつあります。 

本展では、それらの研究成果をもとに恐竜に命を吹き

込む作業、すなわち「恐竜の復元」をテーマに、その変遷

の歴史および現在の恐竜“像”について、科学的かつ芸

術的観点から恐竜を紹介します。世界トップレベルの展

示と研究成果を誇る「福井県立恐竜博物館」の特別協力

のもと、同館などが所蔵する全身復元骨格標本や生体

復元模型、ロボットなどを一堂に展示します。 

 

 

 展覧会実施概要  

◆名    称  ：  大恐竜展 よみがえる世界の恐竜たち 

◆会    期  ：  2021年4月 1日 [木] ～  6月 13日 [日] 

◆開館時間  ：  午前9時30分  ～ 午後5時 （入館は午後4時30分まで） 

◆休 館 日  ：  月曜日 （5/3は開館）、5/6 

◆入 館 料  ：  一般￥1,300 ／ 高大生￥800 ／ 中学生以下無料  ※ただし保護者の同伴が必要 

              ※ 専門学校・専修学校は大学に準じる 

              ※ 障害者手帳をお持ちの方（手帳をご提示ください）、付添者（1名のみ）無料 

 

［主   催］ 佐川美術館 （公益財団法人ＳＧＨ文化スポーツ振興財団）、読売新聞社 

［特別協力］ 福井県立恐竜博物館 

［展示協力］ 天草市立御所浦白亜紀資料館 

［後   援］ 滋賀県、滋賀県教育委員会、守山市、守山市教育委員会 

［協   力］ ＳＧホールディングス株式会社、佐川急便株式会社、佐川印刷株式会社 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、内容を変更する場合がございます。当館ホームページやツイッターをご覧ください。  

1. ティラノサウルスＶＳトリケラトプス 

復元画：月本佳代美 
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■ みどころ  

二大恐竜“ティラノサウルス”と“トリケラトプス”の全身復元骨格が登場 ‼ 

約 1,000種類が見つかっている恐竜の中でも、絶大な人気を誇る肉食恐竜ティラノサウルスと植物食恐

竜トリケラトプスの全身復元骨格を同時に展示します。肉食恐竜のグループで最大級の大きさを誇るティ

ラノサウルスは、太く鋭くとがった大きな歯と頑丈なあご、大きな頭が他の恐竜と比べて非常に大きな特

徴と言えます。今回展示するティラノサウルスは全長 12ｍを超え、ティラノサウルスの全身骨格として初

めて復元された有名な標本です。さらに、3本の大きな角と、頭部の巨大なフリルが特徴であるトリケラト

プスの全身復元骨格も登場します。ともに白亜紀後期の北アメリカで生息していた恐竜で、その対決の様

子を巨大復元画などで紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「復元」をテーマに、恐竜ロボットや絵画、コインなども展示 

今回の企画展のテーマである恐竜の「復元」は、

化石をもとに恐竜に命を吹き込む作業とも言え

ます。本展では、その変遷の歴史や現在の恐竜

“像”について、全身復元骨格や復元模型をはじ

め、ロボットや恐竜が描かれた絵画、切手、コイン

などを通して紹介します。特に全長７ｍのネオベ

ナートルのロボットは、大英自然史博物館など世

界中の博物館に納入した実績がある「株式会社

ココロ」が製作したものです。福井県立恐竜博物

館の学術監修を受け、独創的な技術で復元され

たロボットは、生きているかのような迫力満点

の動きと吠える声で子どもたちを魅了します。 

  

3. トリケラトプス全身復元骨格 

福井県立恐竜博物館所蔵 

2. ティラノサウルス全身復元骨格 

天草市立御所浦白亜紀資料館所蔵 

4. ネオベナートルロボット 

©ココロ 
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福井県立恐竜博物館の全面協力で企画 

本展は、世界的な恐竜研究機関である福井県立恐竜博物館（福井県勝山市）の特別協力のもと企画しました。 

同館は、国内最大級の地質・古生物学博物館として 2000年にオープンし、累計の入館者数が 1100万

人をこえる日本を代表する観光文化施設です。館内には44体の恐竜全身復元骨格をはじめ、1,000点

以上の標本やジオラマ、復元模型が展示されています。今回は、福井県で発掘され、新種として記載された

フクイラプトルやフクイベナートルの全身復元骨格をはじめ、同館が所蔵する貴重な恐竜標本を一堂に展示

し、最新の恐竜研究にも迫ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連イベント情報 

事前予約制ワークショップ 

【ダンボールアートで恐竜をつくろう！】 

ダンボールのパーツを組み立てた恐竜に、色塗りやデコレーションをして自分だけのオリジナル恐竜をつくろう！ 

■日 時 ： 4月24日（土）  ① 10：30～  ② 14：00～  （各回制作時間90分程度） 

■定 員 ： 各回 14名 （先着順）   ■参加費 ： 500円（税込）   ■対 象 ： 小学生～中学生 

■申込方法 4月2日（金）より受付開始。申込の詳細は佐川美術館のホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

  

6. フクイラプトル全身復元骨格 

福井県立恐竜博物館所蔵 

5. 白亜紀前期の福井の風景 

復元画：月本佳代美 
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●広報用写真について 
本プレスリリース中に掲載している画像データ（広報画像と記載されているもの）をご用意しております。 

画像データをご希望の方は、同封の作品画像使用申込書（プレゼント用招待券申込付）に必要事項をご記入

の上、当館までファックスまたは下記担当者宛にメールでお申込ください。 

当館ホームページ（http://www.sagawa-artmuseum.or.jp/press/）から画像申請も受け付けてお

ります。 

その他の画像が必要な場合は、企画担当者までご連絡ください。 

なお、作品画像につきましては、当該展覧会の広報以外でのご使用はお断りしております。トリミングなど

の画像の加工はご遠慮ください。また、申込書に記載しておりますキャプションの表記もお願い致します。 

 

 

●プレゼント用招待券について 
読者・視聴者・リスナーへのプレゼント目的にかぎり、本展覧会会期中有効のご招待券を 10枚までご提供

させていただきます。 

ご希望の方は同封の作品画像使用申込書（プレゼント用招待券申込付）に必要事項をご記入の上、当館ま

でファックスまたは下記担当者宛にメールでお申込ください。 

 

 

 

◆交通のご案内： 

 

  お車ご利用の場合 

   駐車場有70台、美術館入館者は無料 

○ 名神高速瀬田西 ICから湖周道路経由 （約30分） 

○ 名神高速栗東 ICから守山栗東線経由 （約30分） 

○ 名神京都東 ICから湖西道路 (真野 IC)・琵琶湖大橋経由 （約30分） 

 

鉄道ご利用の場合 

○ JR琵琶湖線守山駅から路線バス 「佐川美術館」下車 （約35分） 

○ JR湖西線堅田駅から路線バス   「佐川美術館」下車 （約 15分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆連絡先◆ 

佐川美術館 （公益財団法人 SGH文化スポーツ振興財団） 

〒524-0102  滋賀県守山市水保町北川2891 

TEL：077-585-7800／FAX：077-585-7810 

企画担当学芸員 ： 井上 英明 （いのうえ ひであき） 

h_inoue005@sagawa-artmuseum.or.jp 
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作品画像使用申込書 （プレゼント用招待券申込付） 

 

 

作品画像の露出・掲載

等ご使用にあたって

の注意 

● 申請された方法、目的以外には使用しないでください。 

● 掲載誌・紙は資料として 1部以上お送りくださいますよう、お願い致します。 

● その他の画像が必要な場合は、企画担当者までご連絡ください。 

 

使用作品 

※ご希望の作品にチェックを

入れてください。 

 

 

□ 1.  《ティラノサウルスＶＳトリケラトプス》 復元画：月本佳代美 

□ 2.  《ティラノサウルス全身復元骨格》 天草市立御所浦白亜紀資料館所蔵 

□ 3.  《トリケラトプス全身復元骨格》 福井県立恐竜博物館所蔵 

□ 4.  《ネオベナートルロボット》 ©ココロ 

□ 5.  《白亜紀前期の福井の風景》 復元画：月本佳代美 

□ 6.  《フクイラプトル全身復元骨格》 福井県立恐竜博物館所蔵 

 

※作品画像使用の際は、上記キャプションの表記をお願いします。 

校正原稿を企画担当者まで必ずお送りください。確認に期日を要するため、お早めにお願い致します。                      

 計     点  

媒体名  

 

貴社名  

 

ご芳名（ご所属）  

                  （                 ） 

ご連絡先 ご住所：（〒     －     ） 

 

 

発行（掲出）予定日         年     月     日        号 

使用形態（○印） Webサイト ／ 印刷物（ カラー ／ モノクロ ） 

招待券希望枚数 

 

 

読者プレゼント用として、招待券      枚 

※ 枚数は10 枚以内でお願いいたします。ご了承ください。 

 

 佐川美術館  宛    FAX / 077-585-7810  

 申込日 2021年    月    日 

年   月   日 

メールアドレス 

TEL：                                FAX： 


