2021年 7月21日［水］ 9月20日［月・祝］

沖縄県立博物館・美術館
開館時間
休 館 日

博物館企画展示室、
特別展示室１
・２

9：00 -18：00（金・土は20：00まで）※入場は閉館の30分前まで
毎週月曜日、
８/１０
（火）※ただし8/9（月）、9/20（月）は開館

主催 ■ 沖縄県立博物館・美術館
協力 ■ 独立行政法人国立科学博物館、
（公財）山階鳥類研究所、
（公財）沖縄こどもの国、
（一財）沖縄美ら島
財団、国立大学法人琉球大学、沖縄県環境部、
（一財）沖縄県環境科学センター、国際海洋環境情報セ
ンター（GODAC）、
（一社）国立沖縄自然史博物館設立準備委員会、
沖縄科学技術大学院大学（OIST）、
岩国市ミクロ生物館
沖縄生物教育研究会、
沖縄県教育委員会、
沖縄タイムス社、
琉球新報社、
沖縄テレビ放送、
後援 ■ 沖縄生物学会、
琉球放送、
ＮＨＫ沖縄放送局、
琉球朝日放送、
ラジオ沖縄、
ＦＭレキオ、
那覇新都心通り会

どんな生きものにも、約 38 億年にわたる「進化」の歴史
があり、ドラマがあります。本展覧会では、生きものたちの
「進化」のものがたりを、たくさんの化石や標本とともに
紹介します。大人から子どもまで、みんなで楽しく「進化」
の不思議にせまってみませんか？

第１章 生命の樹 ～命はつながっている～

Every creature has an evolutionary
history and drama that spans about 3.8
billion years. In this exhibition, we will
introduce the story of evolution of living
things with many fossils and specimens.
Why don't we all, from adults to children,
have fun exploring the wonders of
"evolution"?

Tree of Life - All Creatures are Connected by
Evolutionary Thread

第４章 進化のキセキ

地球上の生きものたちは、みんな親戚どうし。たった１個の細胞
から「進化」したと考えられています。ここでは、生きものたちの
「多様性」と「つながり」を感じられる空間をつくってみました。

～進化っておもしろい！～

The Miracle of Evolution - Evolution
is Fun!

第２章 祖先たちのものがたり

生きものたちはみんな、
「進化」が生み出した
驚くべき特徴をもっています。ここでは
「進化」
の面白エピソードを目一杯詰め込みま
した。
「進化」の視点で生きものたち
を見る楽しさを、ぜひ感じてみて
ください。

～さかのぼり生命史～
The Story of Our Ancestors: Tracing
Back the History of Life
すべての生きものは、時代をさかのぼると必ず共通の祖先に
たどりつきます。ここでは、ヒトが歩んできた進化の歴史を
後ろ向きにさかのぼりながら、いろいろな化石や生きものたち
を紹介します。

第５章 進化の舞台『琉球列島』
～身近な生きものたちが教えてくれること～

第３章 ダーウィンは考えた

The Ryukyu Archipelago, a Stage
for Evolution: What the Creatures
Around Us Can Teach Us

～意外に単純 進化のからくり～
Darwin's Idea: The Surprisingly
Simple Mechanism of Evolution

ここでは、
沖縄や琉球列島の身近な生きものたちを「進
化」の視点で紹介します。沖縄の生きものたちの進化
のエピソードを知ると、沖縄の自然がなぜ貴重なのか
が分かります。そして、沖縄の生きものたちのことが、
さらに好きになること間違いありません。

ダーウィンは、
「進化」のからくりを「自然選択」
の理論で説明しました。その理論は、科学が進歩
した今でも色褪せることはありません。ここでは、
「進化のしくみ」を楽しく理解できるよう、工夫を
こらしてみました。

観覧料 Admission

関連催事等

◎一般 Adults . ................................................................... ¥1,200（¥960）

⑴ 関連ミニ展示
① 6/15 ～ 8/29 プレイベント「生きものの進化をまねる展！」
（エントランスホール）
② 7/ 7 ～ 8/29「小さなエイリアン展～沖縄に潜む小さな侵略者」
（エントランスホール、協力：OIST）

⑵ 文化講座

◎高校・大学生 High School, University & Collage students ........... ¥600（¥480）
◎小中学生 Under Junior high school students ................................ 無料

free

※
（

）内は前売料金ならびに20名以上の団体料金
※障がい者手帳をお持ちの方と介助者の方１名は当日料金の半額

① 8/21
（土）
「右利きのヘビ仮説」講師：細 将貴氏（早稲田大学）
② 9/18
（土）
「キリン解剖記」講師：郡司 芽久氏（東洋大学）

*Price shown in( ) indicate advanced tickets and group (more than 20 persons)
discount tickets.
*Persons with disability and one caregiver are half price of the rates on that day.

⑶ 学芸員講座
① 9/11
（土）
「みんなの進化論入門―進化の視点で身近な自然を見てみよう！（後半は展示解説会）
」
② 2022 年 1/ 8
（土）
「フィールドツアー 沖縄本島南部（ぐしちゃん浜～ホロホロ―の森）
」

⑷ 学芸員教室
7/23（金）
「手羽骨格標本づくり～恐竜と鳥はどこが似ているの？～」
（場所：博物館講座室）

⑸ 体験教室
① 9/12
（日）沖縄盲学校対象特別ワークショップ
「タッチカービングでダーウィンの進化論」（講師：内山 春雄氏）
② 9/19
（日）
「キリンの骨を並べてみよう！」
（協力：沖縄こどもの国、特別講師：郡司 芽久氏）

⑹ 展示解説会

プレイガイド Tiket Agency
ミュージアムショップゆいむい、デパートリウボウ、
コープあぷれ、ジュンク堂書店 那覇店
ローソンチケット（L コード 83563）
Museum shop Yuimui / Lawlon ticket (L-code 83563)

関連催事への参加方法など詳細は
進化展ウェブサイトで!

① 7/30
（金）② 8/13
（金）③ 8/20
（金）④ 8/27
（金）各回 18：00 より

〒 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 3-1-1
Tel：098-941-8200（代表）
マップコード：33 188 675

Okinawa Prefectural Museum & Art Museum
Omoromachi 3-1-1,Naha,Okinawa 900-0006
https://okimu.jp/exhibition/evolution/

