
島根県立三瓶自然館 ニュースレター

　全身骨格をはじめ、さまざまな

恐竜化石を展示し、恐竜の生活や

生きた時代の環境に迫る企画展で

す。中国地方で発見された恐竜の

卵や足跡の化石も展示します。期

間中、大型ドーム映像「恐竜超世

界」の上映もあります。

【期　間】　7月16日（土）～9月25日（日）
【料　金】　大人1200円・小中高生200円
　　　　　幼児無料

【休館日】　7月19日（火）、9月の火曜日

8/11   ~14

プラスチックねんどのおゆまるでカ
ラフルな化石レプリカをつくろう！10:30～11:30

14:00～15:00

9/3,10,17 定員：なし

料金：100円
おゆまるで
化石レプリカ作り

ポップコーンで火山のしくみがわか
るって本当!?　小学生向けの、楽し
い実験と火山のお話です。14:00～15:30

8/20 定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

月イチガク⑤
火山じっけん教室

　明治時代から1945年8月の太平洋戦争の終

わりまで、三瓶山は日本陸軍の演習地として

使われ、今もその痕跡が各所に残ります。写

真は砲撃訓練の様子を見るための監的壕で、

コンクリート製の強固な半地下構造物です。

鉄製の監視やぐらも倒されたまま残り、ここに

立つと三瓶山に砲撃音が響いた時代を想像せ

ずにはいられません。

　陸軍が三瓶山を演習地としたのは、広い草

原があったためでした。演習地時代は、牛馬

を飼育する牧野としての利用も行いながら草

月イチガク⑥
太古の森を守れ！
～○○の場合～

8～9月のイベント
2022年7月号

原が保たれました。三瓶山の広い範囲が軍用

地だったことで民間による利用は制限され、

終戦後の土地利用にも影響を及ぼしました。

演習地の歴史は、現代の三瓶山の環境にもつ

ながる出来事として記録に残しておく必要があ

りそうです。

　終戦の夏、それまで軍用地で立ち入りでき

なかった三瓶山山頂に登ったひとりの少年が、

広く澄んだ青空に新しい時代を感じたという思

い出話を聞いたことがあります。いつまでもそ

の青空を見上げていたいものです。

西の原に残る陸軍演習地遺構

No.173

このマークがあるイベントは、1ヶ月前から実施する施設ごとに予約を受付します。天体観察会はホームページから、その他はお電話で。

三瓶自然館：0854-86-0500 三瓶小豆原埋没林公園：0854-86-9500 三瓶山北の原キャンプ場：0854-86-0152

新型コロナウイルス感染症への対策として、展示やイベントを一部制限または中止する場合があります。変更の場合は、HP等でお知
らせします。また、毎週土曜日の天体観察会は予約制で実施しています。

9:00～11:30

定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

定員：20名

料金：100円

14:00～15:30
9/17

西の原草原を歩いて、秋の七草や季
節の生きものを観察します。

9/18

太古の森が教えてくれる自然の歴史
と、その森を保存、公開するための
意外な取り組みを紹介。

秋の七草観察会

  9:30～10:30
11:00～12:00

定員：各回10名

料金：入館料

岩石を割って化石を探します。
恐竜が生きていた時代の化石が見つ
かるかも？

化石発掘体験
8/20

20:00～
21:00～

定員：各回60名
料金：大人300円
　　　小人100円

盆期間の4夜連続で天体観察会を開
催。夏に見やすい天体を望遠鏡で観
察します。

夏休み天体観察会 ホームページからご予約
ください。

親子でつくろう工作教室
木の実や木の枝の工作 13:00～14:30

定員：親子6組

料金：100円

木の実や枝を使って自由に工作しま
す。

8/28

恐竜工作まつり
10:30～15:00

定員：約50組

料金：100円

恐竜にちなんだ簡単なクラフト工作
がいろいろと楽しめます。

9/4

オンライン視聴も可能

予約不要ですが、当日に
整理券を配布します。

※小学校4年生以上対象。
※発見した化石のうち、当 

館が認可したものはお持
ち帰りいただけます。

令和4年度夏の特別企画展

恐竜の世界へ行ってみた

島根県立三瓶自然館サヒメル
■開館時間
　9:30～17:00
■休館日
　毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌平日）
　７/21～8/31は無休。
　　※年末年始、その他、メンテナンス休館あり

三瓶フィールドミュージアムニュース

〒694-0003　島根県大田市三瓶町多根1121-8
TEL 0854-86-0500/FAX 0854-86-0501

＜エコサポしまね＞ 〒690-0887　島根県松江市殿町8-3　TEL 0852-67-3262

＜隔月発行＞

しまね自然と環境財団は、三瓶自然館等の指定管理者です。
エコサポしまね（松江事務所）では、地球温暖化対策等の事業を行っています。



　今年の夏は、三瓶自然館に恐竜がやって来ます。本

館に入ってまず目に入るのが、大きなトリケラトプス

の全身骨格標本です。トリケラトプスは、角竜という

草食恐竜の仲間です。その大きさは角竜の中でも最

大級で、全長は8ｍに達します。今回、展示する標本

の全長は6.4 mほどと、かなり立派なものです。トリケ

ラトプスは、恐竜が生きていた時代の終わり頃（6600

万年前頃）の北アメリカに生息していました。トリケラ

トプスという名前は「三本の角がある顔」という意味で、

三本の長い角と襟飾りが特徴的です。三本の角は、ティ

ラノサウルスのような捕食者から身を守るための武器

として使用されたとされてきました。しかし、トリケラ

トプスは機敏な動きが苦手だったようで、肉食恐竜に

向かって突進することはしなかったと考えられるように

なってきています。どちらかというと、鹿の角のように、

同種間での競争や異性へのアピール用だったのかもし

れません。

　ここまでは、トリケラトプスという生き物そのものの

話でしたが、今回の企画展で伝えたいのはここからで

す。トリケラトプスを含む角竜は、現在の東アジアや

北アメリカにあたる地域で繫栄していました。その理

由は、恐竜が生きていた時代の大陸の配置にあります。

大陸はゆっくりと移動していて、数億年周期で集まった

り離れたりを繰り返しています。恐竜が誕生した2億

3000万年前、地球上の陸地が一つに集まった超大陸

パンゲアがありました。角竜が誕生したのは、それか

ら1億年ほど後、現在のアジアでのことです。その頃、

パンゲアは分裂し始めていましたが、アジアと北アメ

リカとはまだ陸続きだったので、角竜類は大陸間を移

動することができたのです。ちなみに、角竜が移動で

きなかった南半球では、首の長い草食恐竜のティタノ

サウルス類や、ティラノサウルス類よりも原始的な肉

食恐竜であるアベリサウルス類など、北半球とは異な

るグループの恐竜が繁栄していました。今回、展示す

るアウカサウルスもアベリサウルス類の一員です。

　このように、恐竜たちの進化には、大陸の移動が大

きくかかわっています。恐竜も地球で暮らす生き物で

すので、大陸の移動をはじめ、火山噴火や気候変動

といった地球の活動の影響を受けていたのです。

このように、恐竜が生きていた時代の地球の様子と合

わせて見てみると、恐竜のこと、そして私たちが暮ら

す地球のことをより深く知る知ることができるのでない

かと思います。　この夏は、「恐竜の世界に行ってみた」

（会期：7/16～9/25）にぜひお越しください。

（学芸課　今井　悟）

夏期特別企画展「恐竜の世界へ行ってみた」

　子供の頃、木々に残されたセミの抜け殻を集めた経

験のある人も多いでしょう。セミは幼虫が何年も土の

中で暮らした後、地上で羽化し成虫になります。羽化

は夜に行われますが、抜け殻はそのまま残されるため

日中でも観察できます。

①体のつくりを観察
　抜け殻を観察すると、口がストロー状をしているこ

と、羽化前にすでに背中に小さな４枚の翅があること

がわかります。さらにはお腹の先端の形状の違いで性

別も見分けることもできます（右写真）。

②種類を調べる

　人里でよく見られるセミは５、６種類で、抜け殻か

ら種類を知ることができます。抜け殻が1.6cmほどと小

さく泥に覆われているのはニイニイゼミ、逆に2.5cm

より大きいとアブラゼミかミンミンゼミもしくはクマゼ

ミの可能性があります。

③環境を知る
　セミは、種類によって生息環境が少しずつ異なりま

す（図）。そのため、地域や年ごとに種類を調べること

で、環境の違いや変化を知る指標となります。皆さん

の住んでいる周りでは。どんなセミの抜け殻があるの

か探してみませんか？。

（学芸課　皆木宏明）

セミの抜け殻を観察してみよう

抜け殻のお腹の先端。メス（左）には線が入っている

トリケラトプスの骨格標本

セミの暮らす環境。市街地ではアブラゼミが多く、自然度が高くなるにつれミンミンゼミやツクツクボウシ
が多くなる傾向がある。

アブラゼミ
（クマゼミ）

アブラゼミ
ニイニイゼミ
ツクツクボウシ

ヒグラシ
ミンミンゼミ

※しまエコ Vo.16（エコサポしまね発行）に種ごとのセミの抜け殻の特徴を紹介しています。
　ホームページ：https://www.nature-sanbe.jp/eco/eco.html）

アウカサウルス骨格標本 フクイティタン（ティタノサウルス類）上腕骨産状標本
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定員：各回10名

料金：入館料

岩石を割って化石を探します。
恐竜が生きていた時代の化石が見つ
かるかも？

化石発掘体験
8/20

20:00～
21:00～

定員：各回60名
料金：大人300円
　　　小人100円

盆期間の4夜連続で天体観察会を開
催。夏に見やすい天体を望遠鏡で観
察します。

夏休み天体観察会 ホームページからご予約
ください。

親子でつくろう工作教室
木の実や木の枝の工作 13:00～14:30

定員：親子6組

料金：100円

木の実や枝を使って自由に工作しま
す。

8/28

恐竜工作まつり
10:30～15:00

定員：約50組

料金：100円

恐竜にちなんだ簡単なクラフト工作
がいろいろと楽しめます。

9/4

オンライン視聴も可能

予約不要ですが、当日に
整理券を配布します。

※小学校4年生以上対象。
※発見した化石のうち、当 

館が認可したものはお持
ち帰りいただけます。

令和4年度夏の特別企画展

恐竜の世界へ行ってみた

島根県立三瓶自然館サヒメル
■開館時間
　9:30～17:00
■休館日
　毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌平日）
　７/21～8/31は無休。
　　※年末年始、その他、メンテナンス休館あり

三瓶フィールドミュージアムニュース

〒694-0003　島根県大田市三瓶町多根1121-8
TEL 0854-86-0500/FAX 0854-86-0501

＜エコサポしまね＞ 〒690-0887　島根県松江市殿町8-3　TEL 0852-67-3262

＜隔月発行＞

しまね自然と環境財団は、三瓶自然館等の指定管理者です。
エコサポしまね（松江事務所）では、地球温暖化対策等の事業を行っています。


