自然界へようこそ
Welcome to Nature World

倉敷市立自然史博物館
KURASHIKI MUSEUM OF NATURAL HISTORY

自然界を探検しよう！
Let's explore the Nature World!
第１展示室 岡山県のなりたち
1. The Formation of Okayama Prefecture
古生代・中生代・新生代の各時代の化石・岩石・鉱物の標本の展示を通して 岡山
県の成り立ちを紹介しています。倉敷市沖の備讃（びさん）瀬戸海底から 産出した
ナウマンゾウをはじめとする脊椎（せきつい）動物化石の展示が充実しています。
This exhibition introduces the geological history of Okayam a w ith displays
of specim ens of fossils, rocks, and m inerals from each of the Cenozoic,
Paleozoic, and Mesozoic eras. The m ain exhibitions are vertebrate fossils
including Palaeoloxodon naumanni (an extinct species of elephant) from
the bottom of the Seto Inland Sea.

第2展示室 岡山県のいきも の
2. Flora and Fauna of Okayama Prefecture
岡山県を瀬戸内海，岡山平野，瀬戸内丘陵，吉備高原，中国山地の５つの地域に
分けて，各地域を代表する動物・植物・昆虫を中心に，特徴的な種類など を加える
ことによって，岡山県の自然と生き物を概観できる展示をしています 。自然の移り
変わりや，岡山県で絶滅が心配されている，あるいは増えて問題となって いる生き
物についての展示もあります。
This exhibition features nature and creatures from five areas of Okayam a
Prefecture, and includes anim als, plants and insects characteristic of each
area. There are also displays highlighting environm ental changes and the
resulting endangerm ent or overpopulation of species in the prefecture.

第3展示室 昆虫の世界
3. Insects World
世界中から収集された約１万点にのぼる実物標本を通じて，昆虫の魅力を学術的
に楽しむことができます。「本物昆虫図鑑」では，4,000種の昆虫を展示し，岡山県
内で見られる昆虫の大部分をカバーしています。コノハム シな ど35匹も の昆虫が
かくれている「マレーシアの森」や巨大なスズメバチの巣など，見どころ満載です。
Take academ ic pleasure in the charm s of over 9,200 real insect
specim ens collected from all over the w orld, including 4,000 species from
Okayam a Prefecture covering the m ajority of insects that can be seen in
the prefecture. There are m any points of interest including giant hornet's
nests, and the "Malaysian Forest" w here 35 insects including leaf insects
hide.

第4展示室 植物の世界
4. Plants World
身近な植物約1,000点を使って，植物の形態や分類についてわかりやすく展示して
います。また，昭和30年代の家屋の一室を再現したコ ーナーでは，植物から 作ら
れた生活用品やおもちゃを手に取って見ることができます。
This exhibition uses around 1,000 fam iliar plants to introduce their
appearance and classifications. The exhibition "Room from a typical 1950's
Japanese house" is that you can see and touch daily item s and toys m ade
from plants.
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自由展示
Free exhibition

利用案内 Information
開館時間

9:00-17:15（最終入館16:45）

休館日

月曜日（祝日または振替休日の時は，その翌日） ，12/28-1/4，臨時休館日

観覧料

一般：150円（100円），大学生：50円（30円），高校生以下：無料
※（ ）20人以上の団体

・特別展開催時の観覧料は別に定めます
・団体での入館は事前にご連絡ください

Open

9:00-17:15（ last adm ission 16:45）

Close

Monday(If Monday is a national holiday, we open on Monday and close on
Tuesday), Dec28-Jan4, and maintence days as required

Adm ission Adult:150yen(100yen), University students:50yen(30yen), High school students
and under:Free ※ ( )For groups of 20 or more visitors
fee
・ Admission fees for spcial exhibition vary for each exhibition
・ Please call us advance for admission of groups of 20 or more

博物館行事 Museum Activity
自然観察会，博物館講座などに参加してみませんか。詳しくは博物館まで お問い合わせいた
だくかウェブサイトをご覧ください。
We have m any events throughout the year and w elcom e your participation.
Please ask m useum staff or see our w ebsite for m ore details.

博物館友の会 Museum Friend Club
友の会では博物館と共催で自然観察会などを催しています。入会すると入館料が無料になる
ほか，専門用具などを会員価格でお求めいただけま す。また「友の会ニュース」（ 毎月）と「し
ぜんしくらしき」（年4回）をお届けします。詳しくは友の会事務局（☎086-425-6037） までお問
い合わせください。
The Museum Friends Club of Kurashiki Museum of Natural History is planning
and carrying out various events during the year. Benefits include:free
adm ission to exhibitions, journals of natural history, and discounted prices
on som e specialty item s. Friends Club office; ☎086-425-6037
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