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もし恐竜が今も生きていて、動物園で飼育するとしたら…？

恐竜くんプロデュースの新・恐竜展！
恐竜飼育員 になりきって、恐竜とふれあい、生き物の多様性について学ぼう！

この企画展は「恐竜を飼育する」という心躍るシチュエーションを世界観として
最先端の研究成果に基づき、恐竜動物園をシミュレーションした斬新な恐竜展です。

恐竜くんによるしっかりとした学術監修に基づく博物館級の内容に、テーマパーク級の楽しさが融合。
すべての展示が参加・体感型のアクティビティで、リアルな恐竜ロボットとのふれあいを体験できます。

さあ君も、見習い恐竜飼育員になって、恐竜のお世話にチャレンジしよう！
‟生きている恐竜とふれあう“その手ごたえが響く、リアル体感型の恐竜展です。
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サイエンスコミュニケーター／イラストレーター／恐竜展プロデューサー

6歳の時に恐竜に魅せられ、16歳でカナダに単身留学。恐竜の研究が
盛んなアルバータ大学で古生物学を中心に広くサイエンスを学ぶ。
卒業後も国内外の研究機関や博物館と活発に交流しながら最新の研究

成果を取り入れ、科学教育・普及活動に注力。恐竜展の企画・監修から
トークショーや体験教室の開催、イラスト制作、造形物のデザインや
学術アドバイス、執筆、翻訳、メディア出演まで幅広く手掛ける。
単に恐竜に関する知識の普及を目指すのではなく、恐竜を通して

生き物や自然、科学や環境問題など、世界の様々な物事に目を向けて
もらう「きっかけ」をつくることを活動テーマとしている。

『恐竜くん』
田中 真士 氏

子どもたちの年齢や知識に柔軟に対応して

楽しく・わかりやすく・恐竜が好きになる

トークショー や 恐竜ワークショップ も

開催できます！

主な企画展プロデュース実績

「DinoScience 恐竜科学博」（2021）
「恐竜くんとチャレンジ めざせ！恐竜飼育員」（2021）
「ほね×ほね研究室～鳥に教わる恐竜学～」（2017）
「ヨコハマ恐竜展2017」パシフィコ横浜（2017）
「恐竜アドベンチャー～真犯人をさがしだせ～」（2016）
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恐竜を通して生き物、生態系、そして環境について学ぶ

恐竜研究は日進月歩。今も世界中で幅広く多角的に研究が進み「恐竜」という生き物をより克明に、リアルに、
理解できるようになりました。この企画展では恐竜を過去の存在ではなく「生きた動物＝生き物」として科学的に
掘り下げています。この考え方は、現生の動物に対しての正しい興味や接し方、生き物と人間との関わりかた、
ひいては生態系や環境の保全にまで思考を拡げ、考える、教育的なきっかけになることを願っています。

恐竜とふれあう楽しさに勝るものはありません！恐竜飼育員というなりきり設定の中、飼育の仕事という形で
恐竜のアクティビティを体験していきます。生き生きと動くリアルな恐竜ロボットとのふれあい体験を通して、
自然な流れで生き物としての恐竜を意識できるストーリー、シチュエーション、世界観が会場に展開します。

とかく大きさや種類、肉食・草食テーマに偏りがちな恐竜ですが、ここでは繁殖や卵、成長など「生きる」に
関する踏みこんだテーマを抽出。最新の研究成果をもとに驚きの生態を紹介しながら、子供たちが自分で考え、
視野が広がるよう導きます。

夢中になれるなりきり世界観、胸躍る動く恐竜とのふれあい体験

柔軟な思考で、思い込みや固定概念をうちやぶる
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ドキドキワクワクが会場にあふれる！
各飼育舎でアクティビティにチャレンジ！
博物館級の内容！テーマパーク級の楽しさ！

飼育舎① レッツゴー！飼育員体験

見習い恐竜飼育員の
ためのガイダンス
エリア。なりきり感
を盛り上げて、いざ
恐竜のお世話へGO！

恐竜くんから心得を学ぼう！

飼育舎② こっそり！恐竜の卵の計測

恐竜の卵や抱卵など知られざる生態を
クローズアップ。親恐竜のシチパチを
怒らせないようにこっそり卵を抜き
取って計測しよう！

飼育舎④ どうなる？プロポーズ大作戦！

繁殖を恐竜で疑似体験。ヴェロキラプトルの
オスをメスとお見合いさせて、派手な容姿や
しぐさの「求愛行動」をさせてみよう！

飼育舎③ わくわく！餌採り訓練

バロサウルスの子どもを一人前にするために
自分で餌を食べるように訓練しよう！
恐竜の生き残り戦略、多様な子育てを学ぶ。

飼育舎⑤
すごいぜ！ウンチチェック

ウンチの始末は飼育員の大切
な仕事。恐竜の体調管理にも
欠かせない。ウンチを観察し
ながら、大きく成長する恐竜
のひみつに迫る！

飼育舎⑥ ドキドキ！
ベビーティラノ体温測定

凶暴な親ティラノを怒らせな
いように、ベビーティラノに
近づいて体温を測れるかな？
続々と解明されるティラノの
生態や成長を徹底解説！
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恐竜の卵や抱卵など知られざる生態をクローズアップ！
巣で抱卵しているシチパチを怒らせないように、こっそりと
卵を抜き取って、卵の重さを比べるアクティビティです。
抱卵している親はメスか？オスか？ 卵の重さが変わる？など
シチパチの驚きの生態や、恐竜の卵に関する最新研究も紹介。

シチパチ
白亜紀後期/モンゴル
抱卵状態の化石が発見され話題となった恐竜。

抱卵中で警戒心が強く、近づくと
威嚇の鳴き声を放つシチパチ。
親恐竜を怒らせないようこっそり
慎重に卵の重さを測ります。

「A」「B」重さの違う卵。
どうして違うの？
重さが変わるのはなぜ？
その謎を、解説します。

警戒を解くための
シチパチ・コスチューム
で、さらになりきり感を
アップ！盛り上げること
ができます。
インスタ映え効果も
バツグン↓

※「シチパチ・コスチューム」もレンタルできます。
貴館の感染予防ガイドラインに合わせてアクテイビティ内容をアレンジいたします。

恐竜ロボット
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バロサウルスの子どもを一人前にするために自分で餌を食べるように訓練しよう！
野生に戻すために、自立できるよう訓練するのも飼育員のたいせつな役割です。
シダの木を近づけて興味をひき、餌を食べるよう促すアクティビティです。
大型化する恐竜たちの、小さく生まれて急成長するしくみを説明します。

他人がやっているのを見てワクワク！
待っている間も楽しい展示です。

シダの木を倒すと、バロサウルスが頭を近づけて
きます。満足するまで食べさせてあげましょう。
途中でとりあげると、すねてしまいます。

ジュラ紀後期/アメリカ
体が大きく首の長い竜脚類の恐竜。
成体は群れで生活していたと考えられています。

バロサウルス
恐竜ロボット

※シダの木の幹は消毒しやすいビニール素材
アルコールによる手の消毒で安全に運営できます。
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恐竜のペアリング（お見合い）体験です。２匹のオスのヴェロキラプトルに、隣の部屋
にいるメスを見せると…はたしてどうなるでしょう？ 成熟したオスは飾り羽を拡げて
見事な求愛ダンスを披露。一方で未成熟のオスはダンスできずに暴れるているようす。
動物園ではかかせない繁殖をテーマに、性成熟について踏み込んで説明する展示です。
他では見られないユニークな恐竜アクションが楽しめます。

白亜紀後期/モンゴル
前足に羽根が生えていた跡が見つかり
羽毛に覆われていたと考えられる小型恐竜。

ヴェロキラプトル
恐竜ロボット

隣の部屋のメス（映像）
を見せると、猛烈に
興味を示します。
頭頂の飾り羽根を立てて
両腕の翼を拡げながら
ユニークな激しいしぐさ
で求愛ダンスを始めます

求愛ダンスをする成熟したオス

未成熟なオス

飾り羽も未発達で
無意味にバタバタする

メスは恐竜ロボットの
実物展示にすることも
できます。

まったく異なるユニークなアクションの２体。
ひっくり返った姿は珍しく、未成熟なオスにも
子どもたちは興味深々です。
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ウンチの始末も飼育員の大切な仕事。恐竜の体調管理のために、ウンチの観察も欠かせ
ません。まさに今したての、みずみずしいバロサウルスのウンチをリアルに再現。
実はウンチの化石は多く発見されていて、内容物や大きさなど、恐竜の生態を知る大き
な手掛かりになっています。ウンチからわかる、恐竜のひみつに迫ります。

見た目、触感も超リアルなバロサウルスのウンチ

ウンチをのせたトレイを
持ち上げて観察。結構重い！
家族でワイワイ、ウンチネタは
テンションが上がります

尻尾も一緒に記念撮影！

バロサウルス
恐竜ロボット

※ウンチは触っても問題ありませんが
安全のためトレイで持ち上げることを
推奨しています。
感染対策としては手のアルコール消毒を
推奨しています。
ウンチもアルコール消毒できます。
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巨大で凶暴な親ティラノを怒らせないようにべビーティラノに近づく
勇気が試されるアクティビティです。ベビーティラノの体温は何℃？
続々と解明されるティラノサウルスの生態や成長を徹底解説！

かわいいお眠なベビーティラノ。
そっと近づいて、首輪についた
体温計をのぞいてみよう。

巨大なティラノサウルスの顔。
実物大サイズです！

動いて吠える！迫力満点！

ティラノサウルス
恐竜ロボット

白亜紀後期/アメリカ・カナダ
すべての恐竜の中で最も力強く、圧倒的
なパワーをもつ最強恐竜。体長１３ｍ。
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美麗・解説パネル
恐竜くんのオリジナル解説による20枚のパネルがセットに
なっています。イラストレーター恐竜くんによる美麗な
恐竜イラストをふんだんに使った、美麗で内容の濃い解説。
大人でも読み応え満点！

大判グラフィック

恐竜展にはかかせない化石標本はテーマに沿ったレアアイテムを
セレクト。さらに、恐竜くんが本展のために描きおろしたイラストや
解説がセットになっています。
学習コンテンツが充実しているので教育要素のあるイベントとして
教育施設、学校団体へのアプローチに有効です。

©恐竜くん

©恐竜くん ©恐竜くん

巨大なバロサウルスを実物大で体験できる体感グラフィック
です。絵の前に立って記念撮影ができます。

化石標本
テーマに合わせた貴重でレアな
化石をラインナップ。
※開催時期により内容が変わる場合があります。

シチパチの抱卵状態化石
恐竜の赤ちゃん化石

恐竜のウンチ化石 恐竜の卵化石

恐竜の胃石
ティラノサウルスの下顎化石

壁面を埋め尽くす
７ｍのグラフィック。 ビデオメッセージ

恐竜くんによる、イントロダクションの
メッセージビデオ。飼育員の心得を語ります。

告知用ＰＶなど
にもお使い
いただけます。
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（実施例レイアウト）

展示アイテムは
配置や順序、数量の
アレンジができます

約300㎡ 会場での
レイアウト例

会場の広さや形状に合わせて、アイテムの
ラインナップやレイアウトをご提案いたし
ます。

感染予防を考慮した、待ち列の配置や距離
確保、感染対策などもご提案いたします。
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トークショー、ガイドツアー

恐竜くんによるトークショー（講演会）、会場を巡る
ガイドツアーをセッティングできます。
どちらも客層に合わせて内容を調整し、子どもでも
わかりやすく、大人でも聴きごたえがあり、恐竜初心者
でも楽しめる内容です。

ワークショップ

おえかき恐竜ランド

企画展をさらに盛り上げる、オプション企画もご用意しています。
恐竜くんによるトークショーや、おみやげにもなるワークショップなど
人気のコンテンツをご提案いたします。

白い陶器にお絵描き。
自分だけの恐竜に
しあげよう。

恐竜ミニジオラマづくり
恐竜ミニフィギュアで
小さな恐竜世界を
つくろう！

化石発掘体験
砂の中から化石を掘り出そう！
見つけた化石はおみやげにどうぞ。
「実物化石証明書」もプレゼント。
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