
 

 

 

 

                                  令和３年６月２９日 

  

報道関係各位 

 独立行政法人国立科学博物館 

 

特別展「植物 地球を支える仲間たち」 

報道内覧会のご案内 

 

国立科学博物館（館長：篠田 謙一）では、2021年 7月 10日（土）から 9月 20日（日・祝）まで、 

特別展「植物 地球を支える仲間たち」を開催いたします。 

 つきましては、7月 9日（金）13：00から報道内覧会を開催いたします。ぜひこの機会にご臨席いた

だき、広報について格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。詳しくは、別添資料をご覧くだ

さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件担当者＞ 

独立行政法人 国立科学博物館 事業推進部 企画展示課（特別展担当） 

 高橋・深澤・堀田 

〒110-8718 東京都台東区上野公園 7-20 

TEL：03-3822-0111 FAX：03-5814-9898 

 

＜取材に関するお問い合わせ先＞ 

特別展「植物 地球を支える仲間たち」広報事務局（共同ピーアール内） 担当：三井、瀬島 

 TEL. 03-6264-2382 FAX：0120-653-545 E-mail：plants.exhibit-pr@kyodo-pr.co.jp 

特別展「植物 地球を支える仲間たち」報道内覧会 

【日時】2021年 7月 9日（金）13：00～14：30  ※事前申込 1 媒体２名様まで、定員 150 名 

   （受付開始 12：30） 

【会場】国立科学博物館 地球館 特別展示室（東京・上野公園） 

特別展「植物 地球を支える仲間たち」 

【会期】2021年 7月 10日（土）～9月 20日（日・祝） 

【会場】国立科学博物館 地球館 特別展示室（東京・上野公園） 

【主催】国立科学博物館、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション、朝日新聞社 

 

プレスリリース 



【報道関係各位】 

2021 年 6 月吉日 

 

特別展「植物 地球を支える仲間たち」 

報道内覧会のご案内 
 

日時：2021 年 7 月 9 日（金）13:00～14:30（受付開始 12:30～） 

会場：国立科学博物館（東京・上野公園） 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

このたび、2021 年 7 月 10 日（土）から 9 月 20 日（月・祝）まで、国立

科学博物館にて特別展「植物 地球を支える仲間たち」を開催する運びと

なりました。 

本展は、食虫植物や多肉植物、「○○○すぎる」珍妙な植物など、植物を

全般的に網羅した、これまでにない大規模な展覧会です。標本や模型、映

像、インスタレーション展示などを活用し、その驚きの実像や魅力に迫り

ます。 

本展の開催に先立ちまして、7 月 9 日（金）13：00 より、報道内覧会

を開催いたします。下記概要にて開催致しますので、ご多忙かとは存じま

すが、是非ともご出席賜りますようお願い申し上げます。    敬具 

 

 

記 

 

■ 日 時 ／2021 年 7 月 9 日（金）13：00～14：30（受付開始 12：30～） 

■ 会 場 ／国立科学博物館 地球館 B1F 特別展示室（東京都台東区上野公園 7-20） 

■内覧時間／13:00～14:30 自由内覧 （受付開始 12:30～）              

※混雑緩和のため、受付開始前にお越しにならないようご協力をお願い致します。 

待機スペースはございませんので、時間までは館外でお待ちください。 

また、内覧開始直後は混雑が予想され、入場をお待ちいただく場合があります。 

内覧開始時間から多少遅れてのご来場をおすすめします。最終受付時間は 14：00 です。 

■申込方法／7 月 8 日（木）17:00 までに参加申込書にて広報事務局メールアドレスまたは FAX 宛に

    申し込みください。1 媒体２名様まで、定員 150 名とさせていただきます。 

※必ず次頁の注意事項をご一読ください。 

■ 内  容 ／自由内覧・監修者による質疑応答（音声ガイドの無料貸し出しを行います。） 

※感染症予防対策のため、展覧会概要説明および監修者によるガイドツアーは行いません。

なお、当日は下記監修者が会場にて個別の質問にお答え致します。 

 

＜監修者＞ 

國府方 吾郎 （国立科学博物館 植物研究部 多様性解析・保全グループ 研究主幹） 

三村 徹郎 （神戸大学 名誉教授、成功大學(台灣) 客座教授） 

海老原 淳 （国立科学博物館 植物研究部 陸上植物研究グループ 研究主幹） 

堤 千絵 （国立科学博物館 植物研究部 多様性解析・保全グループ 研究主幹） 

矢部 淳 （国立科学博物館 地学研究部 生命進化史研究グループ 研究主幹） 

坂本 亘 （岡山大学 資源植物科学研究所 教授） 



【注意事項】 
 

＜申込について＞ 
■新型コロナウイルス感染症予防対策のため、入場人数を制限致します。そのため、参加申込は原則

1 媒体 2 名様までとさせていただきます。 
 

＜会場取材時のルール＞ 

■撮影した画像・動画は、会期後および展覧会紹介の目的以外での転用・二次使用はできません。 

また、無断使用は固くお断り致します。 

■撮影写真を掲載・放送していただく際は、展覧会名、会期、会場名、作品名、所蔵先・クレジット表

記をご記載いただくようお願い申し上げます。 

 

＜撮影上の注意＞ 

■三脚の使用が必要な場合は、作品および展示等に十分ご注意ください。 

■ストロボ・照明での撮影はご遠慮ください。 

■展示作品のトリミングおよび展示作品の上に文字を載せることはできません。 

■展示作品にはお手を触れないようお願い致します。 

 

＜その他＞ 

■展覧会場では、電源を供給することはできません。 

■その他の施設の撮影、取材をご希望される場合は、別途事前にご相談ください。 

 

― 新型コロナウイルス感染症予防および拡散防止のため、以下の項目をご確認ください ― 

（1）次の方のご参加は不可とさせていただきます。 

・当日体温が 37.5 度以上の方 

・その他、発熱、咳、息苦しさ、下痢、倦怠感、吐き気、頭痛、嗅覚異常、味覚異常等、平常時と違う

症状をお感じの方 

（2）以下、ご理解・ご協力をお願い致します。 

・受付前に検温、体調等の確認をし、発熱や上記の症状がある方は入場をお断りしますので、予め外出

前の検温をお願い致します。 

※館内で激しく咳き込むなど、風邪のような症状がある方には、退場をお願いする場合があります。 

・マスクの着用をお願いします。なお、会場でのマスクの配布はございません。 

・対人距離をなるべく 2m 以上あけるようお願い致します。 

・間隔調整のため、各展示は譲り合ってご覧いただき、複数の方が一か所に滞留しないようお願い致し

ます。 

・会場内の展示物や壁面などには触れずにご観覧ください。 

・会場内での会話は大声を出さず、必要最小限にお控えください。 

・後日、新型コロナウイルスの感染が確認された場合は、広報事務局宛に必ずご連絡をお願い致します。 

（3）新型コロナウイルスの感染拡散防止対策のため、本報道内覧会が中止となる場合もございます。

万が一、開催に関して変更が生じた場合は、メール配信にてご案内させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

なぜ？びっくり！不思議な植物大集合！ 
驚きの生存戦略－植物の謎に迫る！！ 

 

本展は、最新の研究結果をもとに、標本や多数の実寸大模型、映像、光合成の仕組みを体験できるイ

ンスタレーション展示などを活用し、植物の驚きの実像や魅力に迫ります。地球上で人類が共に生き

る存在としての植物の重要性を伝えるとともに、知られざる植物の世界を紹介します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別展「植物 地球を支える仲間たち」の見どころ 

最大から最小まで、古代から現代まで、身近なものから 

めずらしいものまで、さまざまな観点から植物を全般的 

に網羅した、これまでにない大規模な展覧会です。 

これまでにない規模の植物展！ 
 最古の植物化石*も世界初公開！ 

*目に見える大きさの化石として 

 

楽しい！植物ワンダーランドでわくわく体験！ 

ラフレシアやショクダイオオコンニャクの 

実寸大模型も登場！ 

多数の実寸大模型や、光合成の仕組みを体験できるインスタレーション展示、また遺伝子の作用を歌詞にした歌など

によって、植物の世界を楽しく学べます。 

参加型インスタレーション展示で 

光合成のメカニズムを体験！ 

ラフレシア（模型） 京都府立植物園 蔵 

ショクダイオオコンニャク 
国立科学博物館筑波実験植物園 

光合成 FACTORY 
（イメージ図） 

植物の知られざる謎に迫る！ 

大人気の食虫植物も登場！ 

人間と植物はじつは同じ構造？じっとしているように見

えて、じつはアクティブ？ 

身近な存在でもある植物のミステリアスな姿を解き明か

します。「ダーウィンの蘭」と呼ばれる蘭、アングレクム・

セスキペダレや世界で初めて開発に成功した「青いキク」

など、めずらしい植物も多数紹介します。 

ウツボカズラ 基礎生物学研究所 

ハエトリソウ 基礎生物学研究所 

クックソニア・バランデイ 
チェコ国立博物館 蔵 

クックソニア（模型） 
大阪市立自然史博物館 蔵 



特別展「植物 地球を支える仲間たち」広報事務局 行 

【特別展「植物 地球を支える仲間たち」報道内覧会 参加申込書】 

E-mail：plants.exhibit-pr@kyodo-pr.co.jp 

FAX 送信先：0120-653-545 

ご多用中の折、誠にお手数ですが、準備の都合上、7月 8日（木）17:00 までに参加申込書に必要事項

をご記入の上、メールまたは FAX にてお申し込みいただきますようお願い致します。 

 

■日時／2021 年 7 月 9 日（金）13：00～14：30 

（受付開始 12：30～） 

■会場／国立科学博物館（東京・上野公園） 

※特別展入場口（SL 横）よりご入場ください。 

■アクセス／JR「上野駅」（公園口）から徒歩 5 分 

東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」（７番出口）から 

徒歩 10 分 

京成線「京成上野駅」（正面口）から徒歩 10 分 

※車でのご来場はご遠慮下さい。 

※敷地内に駐車場および駐輪場はありません。 

※ご記入いただいた個人情報は、本展の PR 活動以外の目的で使用することはございません。 

ご出欠 □ ご出席    □ ご欠席・資料送付希望 

撮影形態 □スチール □ENG □ハンディ動画 □スマートフォン 

貴社名  ご所属  

貴媒体名 

貴番組名 
 

ご芳名 1 人目 2 人目 

ご連絡先 
E-mail：          

TEL：             FAX： 

備考 

※インタビューや取材のご希望がありましたら、ご記入ください。 

【本件に関するお問い合わせ】 

特別展「植物 地球を支える仲間たち」広報事務局（共同 PR 内） 担当：三井、瀬島 

※在宅勤務時間もございますので、メールでお問い合わせいただけますと幸いです。 

E-mail. plants.exhibit-pr@kyodo-pr.co.jp TEL. 03-6264-2382 / FAX. 0120-653-545 

＜当日の連絡先＞090-2623-6496（三井携帯） 
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