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恐竜の化石発掘プログラム：2017 年スケジュール発表
コロラド州グランドジャンクション近郊

コロラド州グランドジャンクション周辺には、約 1 億～1 億 4000 万年前に恐竜が生息していたため現在
でも多数の化石が見つかっています。今年の夏も、半日から数日間のものまで様々な恐竜の化石発掘
プログラムが実施されます。
プログラムの多くは、グランドジャンクションの北西約 20km に位置するフルータの街にある恐竜歴史博
物館（Dinosaur Journey Museum）から採掘現場などに向けて出発し、一部は同博物館内で実施されます。
恐竜歴史博物館は、米国博物館協会の認定を受けている西部コロラド博物館（The Museum of Western
Colorado）により運営されており、質の高い恐竜の化石や模型の展示で知られています。

◆2017 年恐竜化石発掘プログラム実施スケジュール◆
（参加申込みの際は、実施予定日などを西部コロラド博物館のウェブサイトで再確認してください。）

◇半日コース
1．カーリソン採石場半日発掘 [Callison Quarry Half Day Dig]
恐竜博物館から 3 マイル（約 5 キロ）離れた場所で柔らかいシェール層を掘っていきます。トカゲや翼竜の
骨、哺乳動物の顎や歯、さらに、珍しい小型のワニ、フルータチャンプサ（Fruitachampsa）の骨も見つかる
かもしれません。カーリソン採石場は、ジュラ紀の恐竜の中で最も小型の種が出土することで世界的に有
名です。
対象：
実施予定日：
参加料金：

7 歳以上（16 歳以下は保護者同伴）
5 月 22, 24, 26 日
65 ドル（恐竜博物館からの送迎、ガイド料、採掘道具レンタル込）

2．マイガット-モア採石場半日発掘

[Mygatt-Moore Quarry Half Day Dig]
午前中の涼しい間にマイガット-モア採石
場で恐竜の骨や歯、植物の化石を採掘し
ます。幅広い年齢層の初心者に最適なプ
ログラムです。博物館の古生物学者から道
具の使い方や発掘の仕方についての説明
があり、ツアーの最後には古生物学ラボの
見学も含まれています。つばの広い帽子、
履き慣れたハイキングシューズ、日焼け止
め、虫よけスプレーをご持参ください。

子供や初心者も挑戦できる半日の化石発掘プログラム
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実施予定日：
参加料金：

対象：5 歳以上（16 歳以下は保護者同伴）

6 月 28 日、7 月 12 日、7 月 28 日、8 月 2 日
75 ドル（恐竜博物館からの送迎、ガイド料、飲物、採掘道具レンタル込）

◇終日コース
1．フォッシル・プロスペクティング・ハイク [Fossil Prospecting Hike]
恐竜の化石が多く眠っているエリアをハイキングし、新たな化石発掘ポイントを探索します。科学的発見
につながるハイキングになるかもしれません。足元の悪い場所を歩きますので、履き慣れたハイキングシ
ューズ、つばの広い帽子や日焼け止め、必要に応じてストックなどをご持参ください。
対象：
実施予定日：
参加料金：

7 歳以上（16 歳以下は保護者同伴）
5 月 31 日、6 月 27 日
65 ドル（恐竜博物館からの送迎、ランチ、ガイド料込）

2．マイガット-モア採石場終日発掘 [Mygatt-Moore Quarry One Day Dig]
アパトサウルスやアロサウルスなどの骨が出土するマイガット-モア採石場で「1 日古生物学者」体験をす
るコース。恐竜の骨や歯、植物の化石を採掘します。博物館の古生物学者から道具の使い方や発掘の
仕方についての説明があり、ツアーの最後には古生物学ラボの見学も含まれています。つばの広い帽子、
履き慣れたハイキングシューズ、日焼け止め、虫よけスプレーをご持参ください。
対象：
実施予定日：
参加料金：

5 歳以上（16 歳以下は保護者同伴）
6 月 2, 5, 7, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 26, 30 日、
7 月 10, 17, 19, 21, 31 日、8 月 4, 9, 11, 14, 16 日
140 ドル（恐竜博物館からの送迎、ガイド料、ランチおよび飲物、採掘道具レンタル込）

3．古生物学ラボ体験 [Dinosaur Journey Paleo Lab]
恐竜博物館内の化石ラボで、化石から土や石を取り除
くスキルを一日かけて学ぶプログラムです。古生物学者
の指導の下、破損しやすい化石を洗浄したり、ブラシや
ピックと機械を使用して土を取り除いたり、化石の修復
などを体験します。
対象：
実施予定日：
参加料金：

12 歳以上（16 歳以下は保護者同伴）
6 月 1 日、7 月 6 日、8 月 1 日
75 ドル（ランチ、指導料、安全装備
および道具レンタル込）
ラボで化石の洗浄などを体験
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◇ 2 日間コース
1．マイガット-モア採石場&恐竜博物館ラボ [Mygatt-Moore Quarry & DJ Prep Lab]
化石発掘とラボでの作業の両方を体験できるプログラムです。1 日目は恐竜博物館内のラボで化石の洗
浄などの作業を体験し、翌日マイガット-モア採石場に採掘しに行きます。博物館の古生物学者から指導
があり、化石発掘愛好家や古生物学者の仕事に興味のある方に最適なプログラムです。
対象：
実施予定日：
参加料金：

12 歳以上（16 歳以下は保護者同伴）
6 月 15~16 日、7 月 13~14 日
215 ドル（恐竜博物館からの送迎、ランチ、ガイド料、採掘道具レンタル込）

◇ 3 日間コース
1．川、足跡、恐竜 [Rivers, Tracks, and Dinosaurs]
コロラド州西部の「ジュラシック・パーク」を体験する 3 日間のアドベンチャーツアー。

1 日目はボートでコロラド川をくだり、峡谷
の地質を学びます。2 日目はジュラ紀の恐
竜の眠るマイガット-モア採石場で化石発
掘体験、そして 3 日目にはモアブまで足を
延ばし、ジュラ紀と白亜紀の恐竜の足跡を
観察します。恐竜の時代を岩、骨、足跡と
3 つの側面から探検するツアーです。履き
慣れたハイキングシューズ、水、つばの広
い帽子、日焼け止め、虫よけスプレーをご
持参ください。

7 歳以上（16 歳以下は保護
者同伴）
実施予定日：7 月 25~27 日
375 ドル（恐竜博物館からの送迎、ランチ、ガイド料、採掘道具レンタル込）

ユタ州モアブ周辺まで足を延ばし、恐竜の足跡を観察

対象：
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参加料金：

団体の参加も受け付けています。制限人数はプログラムにより異なります。団体の予約は西部コロラド博
物館のカーラ・ハッチ（Carla Hatch chatch@westcomuseum.org）までお問合せください。
2017 年の恐竜体験プログラムの詳細は西部コロラド博物館のウェブサイトをご覧ください。

西部コロラド博物館について：
西部コロラド博物館は、3 つの博物館と研究図書館、そして 4 ヵ所の古生物学的遺跡という 3 種類の施設から構成されてい
ます。恐竜などに関する教育的プログラムや歴史的・文化的ツアーを提供しており、年間約 11 万 7 千人が参加しています。
1971 年に米国博物館協会 American Association of Museums (略称 AAM) の認定を受け（全米で 28 番目の博物館）、
2009 年 8 月には 4 回目の認定を獲得し、継続的に高水準を維持している証明となっています。(全米博物館のトップ 1%)
グランドジャンクションについて：
グランドジャンクションはコロラド川とガニソン川の合流地点であることからその名がつきました。温暖な気候に恵まれている
ことから州内きってのワインの産地としても有名です。アメリカ西部を象徴する赤い岩がそびえる素晴らしい景観が印象的
なグランドジャンクションには様々な見どころがあります。約 2 億年の歳月をかけて浸食された岩の芸術、コロラド国立モニ
ュメントや標高 1800ｍの広大な大地に 300 以上の湖が点在するグランドメサはその代表格です。州内 3 番目の空港があり、
デンバーをはじめ、近郊の主要空港からの直行便が飛んでいます。http://www.visitgrandjunction.com/
コロラド州について：
アメリカの屋根とも言えるロッキー山脈に広がるコロラド州は標高が高く、州都デンバー市は 1600m、郊外には日本のアスリ
ート達が高地トレーニングを行うボルダー市があります。州の観光資源を代表する国立公園は 4 つあり、そのうちの一つメ
サベルデ国立公園は世界文化遺産です。コロラド州は、初夏には色とりどりの高山植物が美しく咲き乱れ、秋はアスペン
の森が山々を黄金色に染め、冬にはワールドクラスのスキーが楽しめるといった、四季それぞれの魅力があふれています。
数々の鉄道、サイクリングやハイキングのアウトドア、そして、あちらこちらに湧き出る温泉や鉱泉など様々なアトラクションの
選択肢があるのも特徴です。また、ロッキー山脈から湧き出る美味しい水を使った地ビール、地産地消の新鮮なオーガニ
ックの野菜や肉を使った洗練された料理が味わえるアメリカを代表するカルナリーツーリズムのメッカでもあります。

コロラド州政府観光局
公式サイト：
http://www.visitcolorado.jp/
Facebook ページ： http://www.facebook.com/VisitColorado.JP
Twitter:
http://twitter.com/visitColoradoJP

本リリースに関するお問い合わせ先:
コロラド・サウスダコタ・ワイオミング州政府観光局内
コロラド州政府観光局 南部貴子
E-mail: info@uswest.tv

