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どじょうかわらばん
D O J Y O  T I M E S

TAKE FREE

《主催》北九州・魚部　　　
《共催》ホントはすごいどうぶつ展実行委員会　

《主催》北九州市立いのちのたび博物館、毎日新聞社　　《後援》福岡県教育委員会、NHK 北九州放送局

●「大どじょう展」に関するお問い合わせは…北九州・魚部代表 井上大輔 gyobu1998@gmail.com 最新情報はツイッターでチェック！…＠gyoburou1998

2017年 3月18日 土 ～ 5月14日 日
場　　所◆北九州市立いのちのたび博物館 春の特別展「ホントはすごい！どうぶつ展～飛ぶ！走る！泳ぐ！」内

開館時間◆9:00～17：00 （入館は16：30まで）

史上初！日本のドジョウ全33種・亜種大集合！ 
日本のドジョウを全国津々浦々から是非見に来てください！

夏は滋賀県立琵琶湖博物館へ！　★水族企画展示「大どじょう展～滋賀のドジョウ、日本のドジョウ」 2017年7月15日土～9月3日日　

ドジョウが出てきてコンニチハ  坊ちゃんいっしょに学びましょ♩

この 10 年間で研究が飛躍的に進んだド
ジョウ。しかし多くが絶滅危惧種に指定
される危機的状況にあります。このドジョ
ウたちを通じて、身近な水辺の生物多様
性や現状を知ってもらうのが「大どじょう
展」の目的です。さらに、ドジョウは民話や
祭事、あるいは日本各地で食されるなど、
昔から人との関わりも深い生き物でもあり
ます。水族館博物館や大学、行政などで
保全保護が図られたり、大分県での養殖
技術の確立が話題となるなど、ドジョウ
にまつわる様々なことを紹介します。

テーマは日本のどじょうの
「多様性」「現状」「人との関わり」

感じてほしいのは
ドジョウたちの

「美しさ」「かわいさ」「カッコ良さ」
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《特別協力》 ◆中 島    淳
　　　     ◆滋賀県立琵琶湖博物館

《展示協力》 青木新吾 （大阪魚部）、今泉久祥 （家
下川リバーキーパーズ）、岩田貴之 （山陰魚部）、宇
都宮靖博 （四国魚部）、（株）あすなろ舎、株式会社と
と・ＰＬＡＮＮＩＮＧ、高知県、関慎太郎 （関西魚部）、
高橋弘明（四国魚部）、東久留米 水辺の生きもの
研究会、町田善康 （美幌博物館）、（有）コンテナお
おあみ、吉崎雄一 （西表島魚部）　〈敬称略〉

トサシマドジョウ
減少のため高知県の条例で採集が禁止されている。

「古いタイプのシマドジョウ」と言われ、必見！

トウカイコガタスジシマドジョウ
全国のスジシマドジョウの仲間 10 種が勢ぞろい。
生（ナマ）の姿で見比べる貴重なチャンス！

エゾホトケドジョウ
北海道を代表するドジョウの仲間。
日本にいる他のホトケドジョウ 4 種もすべて勢ぞろい。

オオヨドシマドジョウ
2015 年に新種記載されたばかりで
九州の大淀川水系の一部のみで確認されている。

アユモドキ
九州初上陸！国の天然記念物＆種の保存法の指定種。
滋賀県立琵琶湖博物館の協力で大どじょう展に来る！

2 月に研究成果の一区切りとな
るドジョウ限定の図鑑『日本の
ドジョウ』を刊行したドジョウ
博士 中島淳氏の最新研究成果
を惜しみなく反映した、空前絶
後の企画です。

会期中無休

観覧には特別展チケットが必要です。
観覧料◆大人500円・高校生以上の学生300円・小中学生200円

（詳しくは博物館ホームページまで）

博物館
HP



日本のドジョウの
多様性と現状

圧巻！ 水槽約80本のドジョウたち
こんな展示は今までも、これからもない！九州初上陸
の天然記念物「アユモドキ」をはじめ、日本全国あち
こちにいる日本のドジョウ 33 種・亜種がすべて集結。
他にもテーマごとに紹介する、さまざまなドジョウた
ちがたくさん。ほんの一部だけ紹介しよう。

ドジョウと人の関わり 今むかし
　ドジョウを食べる
昔から、日本では多くの地域でドジョウは貴
重な食べものだった。それは食文化のひと
つ。今も数は少ないがドジョウ料理を提供す
るお店もあり、どこもかなり人気。ドジョウ博
士と魚部が全国食べ歩いてきたのを紹介。

どじょうは全国各地の神事や祭事でも人と関
わっている。それほど身近な存在だったのだ
ろう。現代でも欠かせない登場人物（魚？）
として、活躍している様子をドジョウ博士が
取材した。

どじょうの切手、コイン、箸置
き、ストラップ、フィギュア、手
ぬぐい、お菓子、絵本…はた
また環境戦士ドジョーンなんて
のも存在する！？　私たちの暮
らしの中にいるどじょうを紹介。

魚部、九州のイシドジョウを調べる
「冬は川から消える」「29㎜
未満の稚魚が未発見」「産
卵・繁殖が不明」…謎多
き絶滅危惧種イシドジョウ。
2000 年ごろから九州のイシ
ドジョウに関わってきた魚部
が成果を披露。

魚部、山口県のシマドジョウを調べる
定説は違うのではないか…
山口県はオオシマドジョウとヤ
マトシマドジョウの分布境界
にあたるが一般的な見解が
事実と異なるのではないか。
2006 年から取り組んだ分布
調査の成果を初披露。

   魚部、離島のドジョウを調べる

　《投票！2017ドジョウ総選挙》

　《日本のドジョウしおりプレゼント》
こん身の魚部員手づくり！完全限定100部の激レアモノ

《講演会・ドジョウ語り》

展示する３3 種・亜種、「美しさ」「かわいさ」「カッコ良さ」
の３部門で投票実施。来場者はだれでも参加ＯＫ！ 投票は展示
会場内で！！一堂に会することは二度とないかもしれないドジョウ・
オールスターズ。彼らの小さな「いのち」を感じつつ、みなさ
んの主観で決めちゃいましょう。毎週、集計結果を会場で発表。

展示期間中の毎週土・日、祝日に「会場で魚部員
とお話しした方」に配布。又は２回の講演会に
参加された方にプレゼント。いつどの種のしおり
が配られるかは会場の掲示物を見てください。
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ぎょぶさんが夜なべをして…♩

ドジョウ博士講演会
4月16日日13時半～15時
場所 ： 博物館ガイド館
★入場無料（先着250名）

「ドジョウしおり」全員プレゼント

博士の最新刊『日本のドジョウ』の直
売サイン会もあり。近年、多くのドジョ
ウの新種記載を進めるドジョウ博士こ
と、中島淳氏。渾身のドジョウ愛を込
めつつ、ドジョウの素晴らしさ、おもしろ
さを語りつくす講演会。ファンならずと
も必聴。　

びわ湖博士講演会
4月23日日13時半～15時
場所 ： 博物館ガイド館
★入場無料（先着250名）

「ドジョウしおり」全員プレゼント

夏に大ドジョウ展を開催する滋賀県立
琵琶湖博物館の学芸員、金尾滋史氏
が来演！ 淡水魚好きの憧れの聖地、
琵琶湖を研究フィールドにする金尾氏
のマシンガントーク炸裂！ 一言一句聞き
逃すな！！

  魚部員ドジョウ語り
5月3日水 ・ 4日木 ・ 5日金
各日14時～　場所 ： 大どじょう展会場
※特別展入場料が必要

「ドジョウしおり」全員プレゼント

素人だけど､ ドジョウ愛は負けてないぜ！
魚部員たちとドジョウトークを楽しもう！！！

　ドジョウと暮らす
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   超絶レア本 『特盛どじょう本』
全128ページオールカラー 4月末発売決定!
1,500部限定、価格1,500円。
日本のドジョウ全種紹介。ここだけのエッセイ・
コラムが特盛だ。超豪華執筆陣。幻の本に
なる前に入手すべし！博物館ショップ、全国の
ぎょぶる取扱先に急げ。

▲京都西陣・松粂「柳川鍋」

▲ドジョウ施餓鬼（埼玉県杉戸町）

▲クイーンサイズのシマドジョウ！

▲イシドジョウ

ドジョウは驚くほど多くの種が絶滅を心配されて
いる。今回、生体展示できない「ヨドコガタスジシ
マドジョウ」は 20 数年間も見つかっていない。
第２、第３のヨドコガタが出てこないように、全国
各地でいろいろな研究者やＮＰＯ、行政などが
研究や保全保護という関わりを続けている。

　ドジョウを守る

▲魚が増える水路つくり
（愛知県・家下川リバーキーパーズ）
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▼圃場整備で自然水路が消える宮古島

それは博多の名前がついた「ハ

カタスジシマドジョウ」と遠賀川

の名前がついた「オンガスジシマ

ドジョウ」だ。どちらも最近になっ

て、どじょう博士が新種だと発表

したもの。こんなドジョウたちが

一緒に暮らす福岡県の自然を大

事にしていきたいですね。

Mini Column

世界中で福岡県の

   一部にしかいないドジョウ2種
▼ハカタスジシマドジョウ

▼オンガスジシマドジョウ

　ドジョウと神様

▲宮古島。2015 年 3 月、何とか 1 か所で発見

アクリル 100％の毛糸で編んだタワシ（＝もんだら）という意味。
洗剤いらずのエコタワシだ。東北大震災の後、避難所暮らしの女
性たちの「編み物講座」から始まった。宮城県各地のお母さんた
ちの編み手となって、三陸のいろんな海産物を「編んだもんだら」
にしている。 今 回、
魚部とコラボして、新
作のどじょうシリーズを
大どじょう展で披露し
てくれることになった。
とってもかわいい！

宮城県の女性たちの手しごと

「編んだもんだら」 in 大どじょう展

「島＝自然が豊かな場所」と
いう印象かもしれない。しか
し、農業の変化などによって、
ドジョウなどの田んぼの生きも
のがすっかりいなくなっている。
特に南の島では大ピンチだ！
写真の宮古島では、わずか
1か所しかいない！？
　　　

大どじょう展 オリジナル一筆せん
ここでしか買えない！ 展示会限定販売！
早い者勝ち! お値段300円と大変お得。
学校で職場で、日本のドジョウたちと
毎日触れ合える必須アイテムだ。
博物館ミュージアムショップで販売！


