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デボン紀 

   
     ダンクレオステウス頭骨           ティタニクチス頭骨 

      Dunkleosteus marsaisi                Titanichthys sp. 

      デボン紀／モロッコ              デボン紀／モロッコ 

       ｻｲｽﾞ：1.0m×0.6m             ｻｲｽﾞ：1.1×1.4×0.9m 

 

 

石炭紀 

  
     メガネウラ化石レプリカ 

         Meganeura sp. 

       石炭紀／フランス 

ｻｲｽﾞ：母岩-50×28cm/Wingspan-32cm 

 

 

ぺルム紀 

    
      ディメトロドン骨格            エダフォサウルス骨格          ビアルモスクス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ) 

      Dimetrodon limbatus            Edaphosaurus boanerges             Biarmosuchus tener 

    ペルム紀前期／アメリカ         ペルム紀前期／アメリカ           ペルム紀後期／ロシア 

          ｻｲｽﾞ：3.3m                    ｻｲｽﾞ：3.0m                     ｻｲｽﾞ：75cm 
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      エステメノスクス頭骨             リカエノプス骨格             イノストランケビア骨格 

     Estemenosuchus mirabilis            Lycaenops ornatus               Inostrancevia alexandi 

      ペルム紀後期／ロシア         ペルム紀前期／南アフリカ          ペルム紀後期／ロシア 

           ｻｲｽﾞ：45cm                    ｻｲｽﾞ：1.2m                     ｻｲｽﾞ：3.0m 

 

    
       オウデノドン頭骨             スクトサウルス骨格(子供)          スミニア骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ) 

       Oudenodon bainii                Scutosaurus karpinskii             Suminia getmanovi 

      ペルム紀／ザンビア             ペルム紀後期／ロシア            ペルム紀後期／ロシア 

         ｻｲｽﾞ：15cm                      ｻｲｽﾞ：1m                       ｻｲｽﾞ：20cm 

 

    
     ディキノドン骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)            ディキノドン頭骨                 ディビニア頭骨 

    Dicynodon trigonocephalus           Dicynodon trautscholdi                 Dvinia prina 

      ペルム紀／ザンビア              ペルム紀後期／ロシア            ペルム紀後期／ロシア 

         ｻｲｽﾞ：1.0m                       ｻｲｽﾞ：2.6cm                    ｻｲｽﾞ：10cm 
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       プロキノスクス骨格                エリオプス骨格                デルタビヤッカ頭骨 

    Procynosuchus delaharpeae            Eryops megacephalus              Deltavyatka vjatkensis 

       ペルム紀／ザンビア            ペルム紀前期／アメリカ             ペルム紀／ロシア 

          ｻｲｽﾞ：65cm                      ｻｲｽﾞ：1.9m                      ｻｲｽﾞ：20cm 

 

    
      セイムリア骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)             ディメトロドン頭骨             パレイアサウルス頭骨 

       Seymouria baylorensis                  Dimetrodon                    Pareiasaurus sp. 

       ペルム紀／アメリカ              ペルム紀／テキサス               ペルム紀／ロシア 

         ｻｲｽﾞ：72×52cm                 ｻｲｽﾞ：35×23cm              ｻｲｽﾞ：27×20×16cm 

 

    
      ディアデクテス頭骨            アエロサウルス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ) 

           Diadectes                        Aerosaurus 

     ペルム紀／テキサス州          ぺルム紀(Early)／北アメリカ 

      ｻｲｽﾞ：21×18×19cm               ｻｲｽﾞ：58×38cm 
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三畳紀 

    
      リストロサウルス骨格             プレストスクス骨格           ハドロコサウルス頭骨 

        Lystrosaurus georgi            Prestosuchus chiniquensis          Hadrokkosaurus bradyi 

       三畳紀前期／ロシア             三畳紀後期／ブラジル           三畳紀／アリゾナ州 

           ｻｲｽﾞ：1.0m                     ｻｲｽﾞ：4.6m                ｻｲｽﾞ：36×30×13cm 
 

    
トリナクソドン骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ):BP1730トリナクソドン骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ):BP1737      ゴルゴノプシア頭骨 

         Thrinaxodon                       Thrinaxodon                    Gorgonopsia 

          三畳紀／？                        三畳紀／？                 三畳紀／南アフリカ 

         ｻｲｽﾞ：25cm                        ｻｲｽﾞ：25cm               ｻｲｽﾞ：38×38×14cm 
 

    
      キクロトサウルス頭骨            ウジュスコビア頭骨               ノトサウルス骨格 

          Cyclotosaurus                 Vjushkovia sinensis                 Nothosaurus sp. 

       三畳紀／アリゾナ州              三畳紀中期／中国                 三畳紀／中国 

       ｻｲｽﾞ：40×30×7cm               ｻｲｽﾞ：                           ｻｲｽﾞ：1.2m 
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      ロトサウルス骨格               シャンシスクス骨格           トゥルファノスクス骨格 

      Lotosaurus adentus            Shansisuchus shansisuchus        Turfanosuchus dabanensis 

      三畳紀中期／中国                三畳紀中期／中国               三畳紀中期／中国 

         ｻｲｽﾞ：3.0m                     ｻｲｽﾞ：3.5m                     ｻｲｽﾞ：1.2m 

 

    
    メトポサウルス頭骨           パラキクロトサウルス骨格               デスマトスクス骨格 

  Metoposaurus diagnosticus         Paracyclotosaurus davidi             Desmatosuchus spurensis 

    三畳紀／ポーランド        三畳紀(Middle)／オーストラリア        三畳紀後期／北アメリカ 

       ｻｲｽﾞ：38cm               ｻｲｽﾞ：2.65×1.25×0.3m                 ｻｲｽﾞ：4.3m 

 

    
     プラケリアス骨格              ポストスクス骨格                  スミロスクス骨格 

     Placerias hesternus            Postosuchus kirkpatricki               Smilosuchus gregorii 

  三畳紀後期／北アメリカ        三畳紀後期／北アメリカ             三畳紀後期／北アメリカ 

        ｻｲｽﾞ：3.0m                   ｻｲｽﾞ：4.1m                        ｻｲｽﾞ：4.5m 
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ジュラ紀 

    
    プレシオサウルス骨格          プレシオサウルス骨格        ステノプテリギウス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ) 

       Plesiosaurus sp.                 Plesiosaurus sp.             Stenopterygius quadriscissus 

  ジュラ紀後期／イングランド       ジュラ紀／モロッコ               ジュラ紀／ドイツ 

        ｻｲｽﾞ：2.7m                    ｻｲｽﾞ：4.0m                      ｻｲｽﾞ：2.7m 

 

   
  テムノドントサウルス頭骨        タラッシオドラコン骨格 

  Temnodontosaurus platyodon       Thalassiodracon hawkinsi 

  ジュラ紀(Lower)／イギリス      ジュラ紀(Lower)／イギリス 

   ｻｲｽﾞ：2.0×0.35×0.35m          ｻｲｽﾞ：1.8×1.0×0.15m 
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白亜紀 

            
      ゴビコノドン骨格            チャンプソサウルス骨格           レイディオスクス骨格 

     Gobiconodon ostromi          Champsosaurus laramiensis          Leidyosuchus formidabillis 

    白亜紀前期／アメリカ             白亜紀／アメリカ                  白亜紀／USA 

        ｻｲｽﾞ：40cm                     ｻｲｽﾞ：1.8m                      ｻｲｽﾞ：6.0m 

 

   
        アーケロン骨格                 プロトステガ骨格             エラスモサウルス骨格 

       Archelon ischyros                Protostega gigas                Elasmosaurus sp. 
     白亜紀後期／アメリカ              白亜紀／テキサス                白亜紀／カナダ 

        ｻｲｽﾞ：4m×5m                   ｻｲｽﾞ：3.35m                     ｻｲｽﾞ：10m 

 

    
        タラソメドン骨格               プリオサウルス骨格               クリダステス骨格 

    Thalassomedon hanningtoni               Pliosaurus sp.                 Clidastes propython 

        白亜紀／アメリカ                白亜紀／モロッコ                白亜紀／アメリカ 

           ｻｲｽﾞ：13m                      ｻｲｽﾞ：3.2m                     ｻｲｽﾞ：1.8m 

 

         
        コウリソドン骨格              ティロサウルス骨格              ハイノサウルス骨格 

     Kourisodon puntledgensis            Tylosaurus profiger              Hainosaurus pembinensis 

       白亜紀／コロンビア             白亜紀／北アメリカ             白亜紀／ヨーロッパ近海 

          ｻｲｽﾞ：4.6m                     ｻｲｽﾞ：15m                       ｻｲｽﾞ：10m 
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       プラテカルパス骨格           セルマサウルス頭骨＋脊椎           ヘスペロルニス骨格 

       Platecarpus ictericus              Selmasaurus johnsoni              Hesperornis gracilis 

        白亜紀／アメリカ                白亜紀／カンサス             白亜紀後期／アメリカ 

          ｻｲｽﾞ：4.8m                     ｻｲｽﾞ：30.5cm                   ｻｲｽﾞ：1.1m 

 

             
  スクアリコラックス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)         パキリゾダス骨格             プリオプラテカルパス骨格 

          Squalicorax                  Pachyrhizodus caninus               Plioplatecarpus sp. 

        白亜紀後期／？                  白亜紀／アメリカ                白亜紀／ｻｳｽﾀﾞｺﾀ 

      ｻｲｽﾞ：1.8m×0.7m                    ｻｲｽﾞ：1.8m                     ｻｲｽﾞ：5.5m 

 

          
   クシファクティヌス骨格         クシファクティヌス生態          モウソニア頭骨－ｼｰﾗｶﾝｽ 

         Xiphactinus                     Xiphactinus                     Mawsonia sp. 

      白亜紀／アメリカ               白亜紀／アメリカ               白亜紀／モロッコ 

     ｻｲｽﾞ：3.8m ＆5.2m                 ｻｲｽﾞ：3.8m                    ｻｲｽﾞ：56cm 

 

     
       ティロサウルス頭骨           トクソチェリス骨格(子供)         メニスコイッスス頭骨 

        Tylosaurus proriger                  Toxochelys                 Meniscoessus robustus 

       白亜紀／北アメリカ              白亜紀／カンサス           白亜紀後期／サウスダコタ州 

          ｻｲｽﾞ：1.75m                    ｻｲｽﾞ：24cm                   ｻｲｽﾞ：7.62cm 
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    デイノスクス頭骨           デイノスクス骨格                   プログナトドン骨格 

     Deinosuchus sp.              Deinosuchus sp.                   Prognathodon stadtmani 
     白亜紀／ユタ州             白亜紀／ユタ州                  白亜紀後期／コロラド州 

      ｻｲｽﾞ：1.75m            ｻｲｽﾞ：900×165cm                       ｻｲｽﾞ：9.9m 

 

    
     ディデルフォドン骨格            ハリサウルス骨格                モササウルス骨格 
         Didelphodon                    Halisaurus                   Mosasaurus beaugei 
    白亜紀／サウスダコタ州           白亜紀／モロッコ                白亜紀／モロッコ 
        ｻｲｽﾞ：107cm                  ｻｲｽﾞ：230cm                     ｻｲｽﾞ：900cm 

 

    
      プラテカルパス骨格               ティロサウルス骨格       ドリコリンコプス骨格(成体/子供) 

      Platecarpus planifrons             Tylosaurus kansasensis           Dolichorynchops bonneri 

      白亜紀／カンサス州               白亜紀／カンサス州           白亜紀／ワイオミング州 

         ｻｲｽﾞ：610cm                    ｻｲｽﾞ：700cm            ｻｲｽﾞ：成体－457cm/子供－81.3cm 
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        プロトステガ               プリオノチェリス骨格             イクチオルニス骨格 

       Protostega gigas                   Prionochelys                      Ichthyornis 

     白亜紀／テキサス州           白亜紀(Late)／アラバマ州          白亜紀／カンサス州 

        ｻｲｽﾞ：335cm                   ｻｲｽﾞ：82.3cm                  ｻｲｽﾞ：20.32cm 

 

 

暁新世 

                       
      プレシアダピス骨格               シノニクス骨格                ディアトリマ骨格 

         Plesiadapis sp.                Sinonyx jiashanensis                  Diatryma 

      暁新世後期／アメリカ              暁新世／中国                暁新世／北アメリカ 

          ｻｲｽﾞ：50cm                    ｻｲｽﾞ：1.0m                    ｻｲｽﾞ：1.5m 

 

  
      オドントプテリクス骨格 

         Odontopteryx gigas 

         暁新世／モロッコ 

           ｻｲｽﾞ：4.0m 
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始新世 

       
       ノタルクトゥス骨格             ウインタテリウム骨格          ヒラコテリウム骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ) 

       Notharctus tenebrosus              Uintatherium anceps            Hyracotherium vasacciense 

        始新世／アメリカ                始新世／アメリカ                始新世／アメリカ 

          ｻｲｽﾞ：50cm                     ｻｲｽﾞ：2.9m                      ｻｲｽﾞ：60cm 

 

        
       ヒラコテリウム頭骨           プロトレオドン骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ)          メガセロプス骨格 
     Hyracotherium vasacciense           Protoreodon petersoni               Megacerops sp. 

        始新世／アメリカ                始新世／アメリカ              始新世後期／カナダ 

           ｻｲｽﾞ：?m                        ｻｲｽﾞ：?m                     ｻｲｽﾞ：?m 
 

    
        ペゾシレン骨格                パキケトゥス骨格                 クチケタス骨格 

       Pezosiren portelli                 Pakicetus attocki                 Kuchicetus minimus 

    始新世前期／ジャマイカ          始新世前期／パキスタン           始新世中期／インド 

          ｻｲｽﾞ：2.1m                    ｻｲｽﾞ：2.0m                      ｻｲｽﾞ：2.6m 
 

    
      アンブロケトゥス骨格               ドルドン骨格                 バシロサウルス骨格 

       Ambulocetus natans                 Dorudon atrox                 Basilosaurus cetoides 

      始新世／パキスタン                始新世／エジプト               始新世／アメリカ 

         ｻｲｽﾞ：3.0m                      ｻｲｽﾞ：5.0m                      ｻｲｽﾞ：25m 
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      ザイゴライザ頭骨                ガフサチェリス頭骨         レピソステウス骨格(ﾌﾟﾚｰﾄ) 

          Zygorhiza                      Gafsachelys sp.                Lepisosteus atrox 

      始新世／アメリカ               始新世前期／モロッコ            始新世／アメリカ 

      ｻｲｽﾞ：91×29cm                    ｻｲｽﾞ：17cm                    ｻｲｽﾞ：1.6m 

 

             
       メリテリウム頭骨               ザイゴライザ骨格              トリゴニアス骨格（サイ） 

     Moeritherium trigodon                  Zygorhiza                       Trigonias sp. 

   始新世~漸新世／エジプト       始新世／サウスカロライナ州           始新世／北アメリカ 

         ｻｲｽﾞ：40cm                     ｻｲｽﾞ：？m                       ｻｲｽﾞ：？m 

 

   
        リノティタン骨格  

      Rhinotitan mongoliensis 

          始新世／中国 

      ｻｲｽﾞ：3.5×1.0×2.5m 
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漸新世 

          
      ホプロフェネウス骨格            パレオカスターの巣              メソヒップス骨格 

     Hoplophoneus occidentalis             Palaeocastor sp.                  Mesohippus sp. 

        漸新世／アメリカ              漸新世／北アメリカ              漸新世／アメリカ 

          ｻｲｽﾞ：1.2m                      ｻｲｽﾞ：？m                    ｻｲｽﾞ：1.2m 

 

    
     エンボロテリウム頭骨          インドリコテリウム骨格          インドリコテリウム頭骨 

    Embolotherium andrewsi        Indricotherium transouralicum      Indricotherium transauralicum 

        漸新世／アジア              漸新世／カザフスタン              漸新世／モンゴル 

           ｻｲｽﾞ：?m                     ｻｲｽﾞ：7.0m                     ｻｲｽﾞ：1.3m 

 

            
  サブヒラコドン骨格(子供)-サイ              サイ頭骨               ショートフェイスベアー骨格 

        Subhyracodon sp.                Caenopus occidentalis                Arctodus simus 

        漸新世／ﾜｲｵﾐﾝｸﾞ                漸新世／ｻｳｽﾀﾞｺﾀ州               漸新世／ﾒｷｼｺ～ｱﾗｽｶ 

         ｻｲｽﾞ：76.2cm                    ｻｲｽﾞ：49.5cm                     ｻｲｽﾞ：3.6m 
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     アーケオテリウム頭骨           アーケオテリウム頭骨             アルシノテリウム骨格 

   Archaeotherium zygomaticus         Archaeotherium mortoni             Arsinotherium zitteli 

    漸新世／サウスダコタ州         漸新世／サウスダコタ州             漸新世／エジプト 

     ｻｲｽﾞ：83.8×109.2cm            ｻｲｽﾞ：60.9×40.6cm                 ｻｲｽﾞ：370cm 

 

        
          クジラ骨格 

          Whale(NEW) 

      漸新世／ｻｳｽｷｬﾛﾗｲﾅ州 

          ｻｲｽﾞ：6.6m  

 

 

中新世 

    
       メリキップス骨格                 モロプス骨格               シンテトケラス頭骨 

         Merychippus                    Moropus elatus             Synthetoceras tricornatus 

     中新世後期／アメリカ              中新世／アメリカ          中新世後期／北アメリカ 

         ｻｲｽﾞ：1.6m                      ｻｲｽﾞ：1.8m                  ｻｲｽﾞ：45cm 
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      ゴンフォテリウム骨格           ゴンフォテリウム頭骨            プラティベロドン頭骨 

        Gomphotherium sp.              Gomphotherium sp.                 Platybelodon sp. 

           中新世／？                     中新世／？                     中新世／？ 

           ｻｲｽﾞ：3.0m                     ｻｲｽﾞ：?m                      ｻｲｽﾞ：1.3m 

 

                
       デイノテリウム頭骨           アストラポテリウム頭骨           キロテリウム頭骨 

         Deinotherium sp.               Astrapotherium sp.                Chilotherium sp. 

       中新世／ヨーロッパ            中新世／南アメリカ              中新世後期／中国 

            ｻｲｽﾞ：?m                     ｻｲｽﾞ：?m                     ｻｲｽﾞ：61cm 

 

           
        ステノミルス骨格              プラティゴナス骨格           Mylodon Ground Sloth骨格 

           Stenomylus                 Platygonus compressus         Glossotherium chapadmalensis 

     中新世前期／北アメリカ           中新世／アメリカ                中新世／フロリダ 

            ｻｲｽﾞ：?m                     ｻｲｽﾞ：1.5m                      ｻｲｽﾞ：2.7m 
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       ドロモルニス骨格               プラティベロドン骨格             サモテリウム頭骨 

       Dromornis stirtoni                Platybelodon grangeri                Samotherium sp. 

    中新世／オーストラリア                中新世／中国                     中新世／？ 

          ｻｲｽﾞ：3.2m                      ｻｲｽﾞ：4.5m                       ｻｲｽﾞ：?m 

 

             
        アロデスムス骨格                   ジュゴン骨格        カルカロクレス・メガロドン顎骨 
       Allodesmus kelloggi              Metaxytherium floridanus        Carcharocles megalodon 

    中新世／カリフォルニア               中新世／フロリダ             中新世／ﾉｰｽｷｬﾛﾗｲﾅ 

          ｻｲｽﾞ：5.0m                        ｻｲｽﾞ：3.7m               ｻｲｽﾞ：20×190cm 

 

                    
     ミクソセタス頭骨             キロテリウム骨格                  ガビアロスクス頭骨 

        Mixocetus sp.            Chilotherium anderssoni              Gavialosuchus Americana 

   中新世／カリフォルニア       中新世(Late)／中国                  中新世／フロリダ州 

         ｻｲｽﾞ：?m             ｻｲｽﾞ：2.6×0.7×1.3m                     ｻｲｽﾞ：77m 
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鮮新世 

   
      カストロイデス骨格            アメリカマストドン骨格          パレオスフェニスカス骨格 

      Castoroides ohioensis             Mammut americanum                 Paleospheniscus sp. 

      鮮新世／北アメリカ             鮮新世／北アメリカ                  鮮新世／アメリカ 

         ｻｲｽﾞ：1.5m                     ｻｲｽﾞ：3.0m                        ｻｲｽﾞ：80cm 

 

 
      コウテイペンギン頭骨  

        Emperor penguin     

       鮮新世／アメリカ     

          ｻｲｽﾞ：20cm       

 

 

更新世 

          
        スミロドン骨格                 ダイアウルフ骨格                  カメロプス骨格 

        Smilodon fatalis                Canis dirus(Dire wolf)                   Camelops sp. 

      更新世／北アメリカ              更新世／北アメリカ               更新世／北アメリカ 

         ｻｲｽﾞ：2.0m                      ｻｲｽﾞ：1.5m                       ｻｲｽﾞ：2.0m 
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    コロンビアマンモス骨格          コロンビアマンモス頭骨             ケナガマンモス骨格 

      Mammuthus columbi              Mammuthus columbi              Mammuthus primigenius 

    更新世中期／北アメリカ          更新世中期／北アメリカ              更新世／アメリカ 

         ｻｲｽﾞ：3.8m                       ｻｲｽﾞ：?m                     ｻｲｽﾞ：6.0×4.0m 

 

   
        トクソドン骨格                 プロプラオプス甲羅               オオツノジカ骨格 

          Toxodon sp.                      Propraopus sp.                Megaloceros giganteus 

      更新世／南アメリカ                更新世／南アメリカ         更新世後期／ヨーロッパ西部 

          ｻｲｽﾞ：3.8m                      ｻｲｽﾞ：1.1m                    ｻｲｽﾞ：2.5m(角) 

 

          
        パノクトゥス骨格               パノクトゥス頭骨               グリプトドン骨格 

     Panochthus tuberculatus           Panochthus tuberculatus            Glyptodon floridanum 

      更新世／アルゼンチン           更新世／アルゼンチン             更新世／アメリカ 

          ｻｲｽﾞ：3.1m                     ｻｲｽﾞ：？m                      ｻｲｽﾞ：94cm 
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        メガテリウム頭骨             エレモテリウム骨格             クセノスミルス骨格 

    Megatherium americanum          Eremotherium mirabile            Xenosmilus hodsonae 

    更新世後期／南アメリカ          更新世後期／メキシコ             更新世／フロリダ 

           ｻｲｽﾞ：?m                     ｻｲｽﾞ：4.0m                     ｻｲｽﾞ：2.1m 

 

          
        アルマジロ頭骨               ナマケモノ頭骨(Sloth)            マクラウケニア頭骨 
        Giant Armadillo                  Catonyx tarijensis                 Macrauchenia sp. 

       更新世／フロリダ                更新世／ボリビア               更新世／ウルグアイ 

          ｻｲｽﾞ：33cm                    ｻｲｽﾞ：45.7cm                    ｻｲｽﾞ：43cm 

 

            
        グリプトドン尾                 メガラニア骨格                 コビトマンモス骨格 

     Doedicurus clavicaudatus            Megalania prisca                   Elephas falconeri 

      更新世／ウルグアイ            更新世／オーストラリア                更新世／？ 

          ｻｲｽﾞ：1.1m                     ｻｲｽﾞ：5.7m                     ｻｲｽﾞ：86.4cm 
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         ステゴドン骨格                エピオルニス骨格                バイソン骨格 

            Stegodon                   Aepyornis maximus                Bison latifrons 

          更新世／中国               更新世／マダガスカル               更新世／？ 

            ｻｲｽﾞ：?m                     ｻｲｽﾞ：3.1m                     ｻｲｽﾞ：?m 

 

            
      アカシカ骨格(オス)          ステラーカイギュウ骨格              マンモス骨格(子供) 

        Cervalces scotti               Hydrodamalis gigas                      Mammoth 

      更新世／ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ          更新世／ベーリング海                  更新世／ロシア 

          ｻｲｽﾞ：?m                     ｻｲｽﾞ：?m                          ｻｲｽﾞ：?m 

 

  
     ケナガマンモスのミイラ 

   Mammoth primigenius(DIMA) 

        更新世／ロシア 

     ｻｲｽﾞ：1.1×1.0×0.25m 
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完新世 

        
    パレオプロピテクス骨格 

      Palaeopropithecus sp. 

     完新世／マダガスカル 

         ｻｲｽﾞ：1.0m 

 

 

～現生 

               
        ドードー骨格              ラティメリア生態－ｼｰﾗｶﾝｽ           ザトウクジラ骨格 

    Dodo(Raphus cucullatus)            Latimeria chalumnae            Megaptera novaengliae 

 1,680年頃絶滅／モーリシャス島         現生／アフリカ                    現生／？ 

         ｻｲｽﾞ：50cm                     ｻｲｽﾞ：1.2m                    ｻｲｽﾞ：9.0m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.22 


