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表紙のことば

カムルチー

郷土の水辺の展示場で一番大きな魚はカム

ルチー、体長は約７０㎝。本来はロシア、中
ちょうせん

国、朝鮮半島に分布する魚ですが、明治の
こ

終り頃、日本に持ち込まれたようです。今で
こ しょう

は全国の池や湖沼、川などに広まり、ライ

ギョの名前で知られています。大きな口で何

にでも食らいつき、小魚やカエルなどの小動

物、時には水鳥のヒナまで食べてしまう、生態
あた

系に大きな影響を与える外来種です。

こんな種類を表紙にしていいものか迷った

のですが、この機会に外来種問題を考えても
さつ えい

らえればと思い、撮影することにしました。

ところが撮影している脇では、「すげぇ、大っ
かん せい

きい、かっこいい」と子どもたちの歓声が、

『うーん、現実はむずかしいなぁ』。

（写真、文 竹田伸一）

私の寝顔で癒してあげる

もうしょ こ

今年の夏はほとんど雨が降らず例年にない猛暑だった。梅雨明け宣言後、連日30℃を超える日が続く

とレッサーパンダはもうバテバテになって（特におばあちゃんになってきたメロン）、屋外展示場には出

すことができなくなる。そういうわけで夏は室内展示場で一日を過ごしてもらうのだが、メロンにとっ
すず

てこの室内は快適なようだ。スポットクーラーの風があたって涼しい休み場所がお気に入りで、一日中
ね

その場所で寝ていることが多い。休んでいるメロンの顔は、「ほんとに快適だわ」と何とも心地よさげな
しり

顔をしているが、残念ながら観覧通路側からはお尻しか見えない。写真は飼育係が動物を観察するため
さつえい ふ だん いや

の、のぞき窓から撮影したメロンの顔だ。普段は見ることができないこの顔に癒されてほしい。
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はんしょく

今年のトキの繁殖方針は自然

繁殖（自然ふ化・自然育すう）が

原則でした。これは自然繁殖のト

キほど、自然界ではペアを作りや

すいという考えに基づいたもの

で、環境省の方針として昨年の飼

育繁殖小委員会で決められたもの
き どう

です。今までの人工繁殖が軌道に

乗り、毎年順調にヒナが生まれる

ようになったことと、野外放鳥し

たトキの繁殖をうながすために、
てんかん

量より質への方針転換です。

自然ふ化の問題点

ところが、ここに大きな問題が

あります。自然繁殖は成功率がた

いへん低いのです。人工繁殖（人

工ふ化・人工育すう）ならば、1

組のペアから3～4羽のヒナを育て

ることが可能ですが、自然繁殖は

失敗することが多く、最悪の場合

は2組のペアから1羽のヒナも育た

ないこともありうるのです。失敗

の原因の多くは、親鳥がふ化直前
から

の卵をつついて殻をはがし、早す

ぎるふ化でヒナを死なせてしまう
さ ど

ことでした。平成23年、佐渡では

10組の自然繁殖のペアから9羽の

ヒナしか育っていません。成功の

確率は50％以下でした。

新しい試み

あまりに低い成功率を改善する

ために考えたのが、ふ化直前の卵

に人工ふ化したヒナを1羽まぜ、

親鳥の注意を卵からヒナに向けさ

せようという方法です。親鳥はヒ

ナの世話に関心を持ち、卵には必

要以上の世話をしないだろうとい

う考えからでした。この方法だと

人工ふ化のヒナがどうしても必要

になり、自然ふ化の原則から外れ

てしまいますが、自然ふ化を安全

に導く試みとして、特別に環境省

や委員会から認めてもらうことが

できました。

いよいよ繁殖期

そして3月、平成24年もトキた

ちは産卵を始めました。まず1個

目と2個目を取り上げてふ卵器に

入れます。人工ふ化のヒナを作る

ためで、このヒナは自然ふ化の卵

より先にふ化している必要があり

ます。そして2個取り上げたのは、

1個目が無精卵だった場合のスペ

アでした。その後トキたちは続い

て卵を産み、Iペアは4個、Xペア
だ

は3個の卵を巣の中で抱き始めま

した。後はヒナの人工ふ化を待っ

て、ヒナを巣の中に入れてやるば

かりです。
ぐうぜん

偶然ですが、Iペアの1個目は中

止卵、Xペアの1個目は無精卵で、

どちらもスペアの2個目が役に立

ちました。ここまでは実に順調、

想定どおりにことが進むので、う

れしくなったものでした。

そして、ついにその日がやって

きました。無事に人工ふ化したヒ
もど

ナを、ふ化直前の卵がある巣に戻

すのです。すでに小さな穴が開い

ている卵をIペアの親鳥はつつき

始めていました。ヒナはふ化後1

日、まだまだ小さく心配でした

が、巣の中に入れました。そして

スタッフはこの時から無事に自然

かん し

ふ化するまで、監視カメラで見守

り続けました。人工ふ化のヒナが

ちゃんとエサをもらっているか、

卵が無事にふ化するか、モニター

の前で監視するのです。そしてヒ

ナや卵に何かあれば、すぐに救出
か

に駆けつけることになっていまし

た。朝4時、夜明け前から日没ま

でハラハラ、ドキドキしながら監

視が続きました。

うれしい成功と

意外な結末

結果は、大成功でした。Iペア

でもXペアでも、親鳥は人工ふ化

のヒナの世話に気を取られ、卵を

つついたり、殻をむいたりするこ

とはなかったのです。Iペアでは2

羽が、Xペアでは1羽が自然ふ化

に成功しました。2組のペアがと

もに自然ふ化に成功するのは、た
めずら

いへん珍しいことでした。いしか

わ動物園の試みは見事

に成功したのです。

ところが、全てが順

調に進んでいたある

日、突然Iペアのヒナが

1羽、死んでしまいま

した。原因は胃につまっ

た砂。胃に砂がたまっ
すいじゃく

てエサが食べられなくなり、衰 弱

死してしまったのです。続いてX

ペアのヒナも1羽、同じ原因で死

亡しました。親鳥がヒナに餌を与
あた

える時に、砂をいっしょに与えて

しまったのです。砂はミネラルを

補うために、あるいは消化を助け
こ

るために、親鳥が自分で飲み込ん

だものでした。

他のヒナも同じように砂がた

まっているのが確認されたため、

せっかく自然ふ化したヒナでした

が、安全優先のために全て人工育

すうに切りかえることになりまし

た。やはり自然繁殖は難しい。新

しい試みは成功したけれど、予想

もしない問題で、最後の最後でつ

まずいてしまいました。

来年に向けて

7月、佐渡で行われた委員会で

は、いしかわ動物園の試みは「い

しかわ方式」と名付けられ高い評

価を受けました。自然繁殖で失敗

を繰り返すペアは、いしかわ方式

で繁殖を成功させることができる

かもしれないからです。ぜひ来年

もいしかわ方式を検証してほしい

と、委員会でも要望が出されまし

た。これらの評価はたいへんあり

がたいことでしたが、私たちに

とってヒナが無事に巣立ちし、自
かんりょう

然ふ化・自然育すうが完 了しな

いことには、心はスッキリしませ

ん。

どうしたら砂の飲み込み問題を

解決し、いしかわ方式を完全に成

功させることができるか、今は佐
こう

渡や各分散飼育地の視察や情報交
かん

換を行いながら、来年に向けて計

画を練っているところです。

トキを安全に自然ふ化させる試み 種保全グループ トキ担当 竹田伸一、野田英樹、
藤井匠也、大井 毅

安全に自然ふ化させるための「いしかわ方式」

自然ふ化に成功したIペア、青いマークは人工ふ化のヒナ

人工育すうに切り換えられて育ったヒナたち

２ ３
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今年の夏は特に暑い夏でした。
ぼく

僕が子供の頃は、真夏でも30度を
こ

超す日はそれほど続かず、暑くて

もせいぜい32、33度だったよう

な気がします。それが最近では30

度は当たり前で、35度を超す日も
めずら

珍しくなくなりました。地球は確

実に暑くなっているようです。

ライチョウがあぶない

ぜつめつ

このまま温暖化が進むと絶滅が

心配される生き物の一つが、日本
す あ しゅ

の高山に棲むライチョウ（亜種ニ

ホンライチョウ）です。そこで、

今の内からライチョウを飼育して

増やして、いざという時には再び

自然に帰すことができるように、

2008年、上野動物園でライチョ
じん こう はん しょく

ウの人工繁 殖が始められまし

た。しかし、実はニホンライチョ

ウを飼育することはできません。

飼育方法がわかっていないため国

が許可しないからです。当然と言

えば当然ですが、それでは話が先

へ進みません。

ライチョウ飼育のはじまり

ところで、ノルウェーではすで

に1970年代からライチョウの人

工繁殖に成功しています。そこで

ニホンライチョウの前にノル

ウェーの亜種スバールバルライ

チョウでまず飼育繁殖技術を獲得

しようということになり、上野動

物園の方がノルウェーまで出向い

て飼育方法を学び、卵を持ち帰っ

て日本でのスバールバルライチョ

ウの飼育がスタートしたのです。

そして、ライチョウ保護に関心の

ある動物園で共同研究しようと、

現在、上野動物園、富山市ファミ
ちゃうすやま

リーパーク、長野市茶臼山動物
た ま

園、多摩動物公園、いしかわ動物

園の5つの動物園が飼育繁殖にと

り組んでいま

す。ライチョウ
となり

といえば、お隣

富山県の立山が

有名です。石川

県で「なんでラ

イチョウ」と思

われるかもしれ

ませんが、繁殖

技術が確立でき

れば、何十年か

前に絶滅してし

まった白山に放

して復活させるということにつな

がるかもしれません。

いしかわ動物園での飼育

さて、いしかわ動物園でスバー

ルバルライチョウを飼育すること

が決まり、2010年の11月、上野

動物園から2羽のオスが、翌2011

年の2月には2羽のメスがやってき

ました。その後、メスの1羽は残

念ながら死んでしまいましたが、

3月に今度は富山市ファミリー

パークから2羽のオスがやってき

ました。2011年の春には飼育展
みね

示施設「ライチョウの峰」も完成

し、繁殖を試みました。初めての

繁殖期は2個の有精卵を得たもの

のふ化にはいたらず、12月に富山

市ファミリーパークからオス2

羽、メス3羽を導入し、2012年の
むか

春を迎えました。

2012年の繁殖は

数もそろったことで、今年こそ

繁殖を成功させたいと、やってみ

たところ、4羽のメスから92個の

卵が産み落とされました。しか
から

し、その中には、殻がしっかりで

きておらず、ふにゃふにゃのもの
しょう

や、産んだときに下に落ちた衝
げき

撃で穴が開いたものもあり、正常

な卵のみ65個をふ卵器に入れ、ふ
ほうらん

化を待つことにしました。抱卵期

間は約22日です。卵は約1ヶ月に

わたって産み続けられます。そこ

で、1週間ごとに10～15個ぐらい

をまとめてふ卵器に入れました。

卵を温め始めて10日後には有精卵

かそうでないかの区別がつきま

す。調べた結果、28個が有精卵で

した。そしてその中から21羽のヒ

ナが生まれました。

ふ化後早い段階で成長できずに

4羽のヒナが死んでしまい、その

後は何とか元気にしていました

が、8月31日に1羽、9月1日に3羽

とバタバタ死んでしまい、ライ

チョウのヒナを育てるのは難しい

と聞いていたことが、実感させら
あし

れました。他にも心配なのが、脚

です。最初にかえったヒナの1羽

がふ化後約1ヶ月とかなり大きく
とつぜん

なってから突然片足が横向きに

なってしまい、そのまま飼い続け

ていたらそのうち完全に後ろを向

いてしまいました。その後、また

別のヒナが今度は見て

いる目の前でケージの
すき ま

仕切り板の隙間に指が
はさ

挟まり、脚が横を向い

ていました。最初のヒ

ナもこうしてケガした

のかもしれません。しかし、この

程度のことでケガをするというの

も変です。エサが良くないのか、
せま

狭いケージで飼っているから運動

不足で筋肉ができていないのか。

これは今後の課題です。

最後に私的な感想

そんなこんなで9月10日現在13

羽のヒナがいます。上野動物園や

ファミリーパークの例を参考にし

ながら、いろいろ工夫しながら

やっています。正直こんなにヒナ

が生まれるとは思っ

ていなかったので、

予想以上に仕事量も

多く、早出残業の

日々です。他の職員

にも手伝ってもらっ

たりしながら、ペア

の北地さんと何とか

仕事を終わらせてい

ます。外は35度 で
なが そで

も中は20度で長袖

でも寒く、腹が痛く

なることもあり、ず

うっと仕事をしてい

ると、これはなにか

の修行かと思うとき

もあります。…こうやって書いて

くると不満なのかと思われてしま

いそうですが、そうでもありませ

ん。大変は大変ですが、今やって

いることが将来のライチョウの保

護につながるかもしれないという

ことが、とても僕には重要です。

こんなことをさせてもらっておま

けに給料までもらえるなんて、本

当にありがたいことです。（なん

かまた話がそれてしまいました

が）

まあこれからもがんばっていき

たいです。

スバールバルライチョウの繁殖 種保全グループ ライチョウ担当 田島 一仁

ヒナ 足の識別マーク（18日令）

生まれたてのヒナ 6月30日

ヒナ 育すう箱に5羽（8日令） 展示岩の上のヒナ 鼻の上が白い（55日令）
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7月下旬、夏休みには3日
に分けてサマースクール
が開かれ、今年も元気な
子どもたちが飼育係の仕

ちょうせん

事に挑戦しました。
動物園夏のアルバムから

8月10日には、オラン
ダ、オーフェルロー
ン動物園のサビネ園
長の講演会が開かれ
ました。オーフェル
ローン動物園の動物
や展示方法、教育活
動について写真を交
えて分かりやすく解
説していただきまし
た。

7月1日、動物園写生コンクールの表彰式が行わ
れました。今年の最優秀賞は中学生の西野さ

けっさく

ん。職員までリアルに描かれた傑作でした。
8月11日から始まった恒例のナイト・ズー。今年から新しく
加わったコビトカバも、来園のみなさんの人気を集めていま
した。

ナイト・ズーでの新
しいイベント、アニ
マルステージ。保護
中の里山の野生動物
を、この日だけ特別
に公開しました。目
の前に現れた野生動
物にみなさんおっか
なびっくり、フクロ
ウの他に、ムササ
ビ、アオダイショウ
が登場しました。

こうぼう

7月8日、動物園工房「エンジョイ・サマーカード」で作っ
み ま

た特製ハガキです。ひと味違う、動物形の暑中お見舞い
ハガキ作りを楽しみました。

7月18日～9月10日まで、動物学習センターで、
特別展「タートルズ」が開かれました。カメの
不思議をパネルと標本で解説する展示会で、カ
メの生体展示が好評でした。
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ふれあいひろばの入り口に、ミ

カンの木とコブシの木が植わって
さく

いる柵で囲われた一角がありま

す。ここのそばを通るお客様の口

からは「大きなカメがいるよ」と、

喜びに満ちた声が聞こえてきま

す。

日本にすむカメは水辺や海で暮

らしているため、水気の無い放飼

場にカメがいることで、「水がな
だいじょう ぶ

くても大丈夫なの」と質問され

ることもあるのですが、ここにい

るのはケヅメリクガメ。リクガメ

は基本的に陸上生活なので水には

入りません。世界におよそ300種

類いると言われるカメのうち、リ

クガメの仲間は約45種が知られて

います。その中で、ケヅメリクガ

メは3番目に大きくなる種類なの

です。ちなみに1番目と2番目は、

ガラパゴスゾウガメとアルダブラ

ゾウガメです。ケヅメリクガメを

みて「ゾウガメだ」とおっしゃる

お客様も多いのですが、ゾウガメ

ではありません。

ケヅメリクガ

メはアフリカ大
さ ばく

陸のサハラ砂漠

周辺の草原地帯

に生息していま

す。主にイネ科

の植物を食べて

いるといわれて

おり、動物園で

は牧草を中心

に、コマツナ、
あた

ハクサイ、クワの葉などを与えて
かた

います。カメには歯は無く、硬い

クチバシで草をかみちぎって食べ
えさ

ていきます。口に入った餌は丸飲

みし、草の種や木の実などは消化
はいせつ

管をそのまま通過し排泄されま

す。そのため、カメは「好きな植

物を肥料付きで種まきしている」

とも考えられます。実際、夏の終

わりに熟したゴーヤを与えると、
ふん

種も食べてしまい、糞となって出

て来て、採り残した糞からゴーヤ

の芽が出てきたことがあります。

ケヅメリクガメがおとなになる

には8年ほどかかるようで、いし
さい

かわ動物園のメスも8歳から卵を

産み始めました。有精卵が得られ

たのは2010年からで、その後毎

年産卵しています。ピンポン玉ぐ

らいの大きさの白い卵を1度に20

個、年2回から3回産んでいます。

産んだ卵はふ卵器に入れて温め、

子ガメが誕生しています。カメは

子育てをしないので、生まれた子

ガメは親と同じ姿で、親と同じも

のを食べて自力で生きていきま

す。野生下では小さな子ガメは

様々な生き物に発見されて食べら

れてしまいます。そんな中で生き

残るために子ガメは餌をたくさん

食べて早く大きくなります。ま
こう ら

た、甲羅の色が周りの土の色に似

ていて「保護色」になっています。

そして、ケヅメリクガメが多産な

のは、天敵が多いサバンナに暮ら
ち え

すための知恵なのかもしれません。

植物しか食べないリクガメです

が、成長はとても速く、最大で80

cmともいわれていますから、大

型個体であれば小さいお子様なら

乗れそうです。動物園にいる2頭

は約45cm、まだ10歳ほどなので、

乗れるくらい大きくなるのには数

十年かかりそうです。カメは変温

動物で、体温の低い時は心臓も

ゆっくり動かして省エネ生活をし
じゅみょう

ています。そのため寿命も長く、

100年近く生きることもあるよう

です。きっと飼育担当者よりも長

生きすることでしょう。いしかわ

動物園の歴史を語れる動物になっ

てくれることを期待しています。

現在、日本の動物園、水族館で

もよく見かけるケヅメリクガメ

（以下ケヅメと省略）。アメリカ
はんしょく ようしょく

などの海外で繁殖した養殖個体

が輸入され、最も入手しやすい大

型種のリクガメです。しかし、野
ふく

生ではケヅメを含むリクガメ科全
ぜつめつ

ての種が絶滅のおそれがあり、商

業目的の取引が禁止もしくは規制

され保護されていま

す。今回はアフリカ

のケヅメについても
くわ

う少し詳しくお話し

ます。

生息地であるアフ

リカの人々にケヅメ
あつか

は、様々な扱いを受

けています。セネガ

ルなどでは幸福や多
ちょうじゅ しょうちょう

産、長寿の象 徴と

され、丁重に扱われ

ているそうです。一

方、生活が貧しい地

域では食料になって

います。「ケヅメに

出くわした人は祝福されてい

る。」とまで言われています。こ

れは、決してケヅメを尊重してい
めっ た

るわけではありません。滅多に得

られない食料にありつけたという

意味です。また、薬にも利用され
らんかく

ているそうです。このような乱獲
えいきょう

の影 響で保護区以外ではケヅメ

はほとんど見られなくなっていま
さ ばく

す。また、都市化や砂漠化などの
かんきょう

生息環 境の悪化によっても急激

に数を減らしています。当園では

動物園の重要な役割である種の保

全の意味も含めて繁殖に取り組ん

でいます。「カメを食べるなん

て。」と思われるかもしれません

が、実は日本人もカメを食べる文

化があります。そう、コラーゲン

たっぷりの高級食材であるスッポ

ンです。

ど じょう

次にケヅメの生息地の土 壌と

餌についてです。生息地はサバン

ナと言われる草原地帯です。その

土壌は主にラトソルと呼ばれる赤

い土壌です。ラトソルは水はけが

良いためほとんどの土壌成分は流

れてしまい、流れにくい金属成分

のみが残り、その金属成分が酸化

して赤い色になります。このラト

ソルこそがケヅメが生息するのに

適した土なのです。それは、水分

の蒸発によってカルシウム成分が
ちくせき

表面に蓄積され、そこから生える

植物はカルシウムを多く含んだ植

物になります。それを食べている
じゅうぶん

ケヅメは充 分なカルシウムを体
こう ら

内に取り入れています。甲羅が健

康に育つには大量のカルシウムを

体内に取り込むことが必要なので
かんそう

す。乾燥地帯に生育する植物の種

類は少なく、ギリシャ

リクガメなどの地中海

性気候で暮らすリクガ

メのように何百種類の

野草を食べているわけ

ではありません。それ

ほど栄養価が高くはあ
せん い

りませんが、繊維質が

豊富なイネ科の植物や

多肉植物を一日中移動

しながら大量に食べ
い

て、あの大きな体を維
じ

持しています。ですか

ら、当園でも葉野菜や

野草にカルシウムをふ

りかけた餌を中心に飼

育しています。高タンパク質な野

菜や果物の食べ過ぎは、カルシウ
さまた

ムの吸収を妨げ、甲羅が変形して

成長してしまうおそれがあるから

です。まだ歴史が浅いリクガメの

飼育ですが、野生で生き残ってき

た動物は野生の環境が理想的であ

るということを改めて考えさせら

れます。ケヅメと私、どちらが長

生きするかが老後の楽しみの一つ

です。

シリーズ ケヅメリクガメ
動物園の住人たち

トキ、リクガメ担当 野田英樹

シリーズ アフリカのケヅメリクガメ
住人たちのエピソード

編集部 藤井匠也

ケヅメリクガメは毎日大量の植物を食べて暮らしています

アフリカの土壌を歩いているような我が家のケヅメリクガメ

生まれた子ガメは両親と同じ姿をしています
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ふれあいひろばの入り口に、ミ

カンの木とコブシの木が植わって
さく

いる柵で囲われた一角がありま
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場にカメがいることで、「水がな
だいじょう ぶ

くても大丈夫なの」と質問され

ることもあるのですが、ここにい
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餌についてです。生息地はサバン
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じゅうぶん
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こう ら
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体内に取り込むことが必要なので
かんそう

す。乾燥地帯に生育する植物の種

類は少なく、ギリシャ

リクガメなどの地中海

性気候で暮らすリクガ

メのように何百種類の

野草を食べているわけ

ではありません。それ

ほど栄養価が高くはあ
せん い

りませんが、繊維質が

豊富なイネ科の植物や

多肉植物を一日中移動

しながら大量に食べ
い

て、あの大きな体を維
じ

持しています。ですか

ら、当園でも葉野菜や

野草にカルシウムをふ

りかけた餌を中心に飼

育しています。高タンパク質な野

菜や果物の食べ過ぎは、カルシウ
さまた

ムの吸収を妨げ、甲羅が変形して

成長してしまうおそれがあるから

です。まだ歴史が浅いリクガメの

飼育ですが、野生で生き残ってき

た動物は野生の環境が理想的であ

るということを改めて考えさせら

れます。ケヅメと私、どちらが長

生きするかが老後の楽しみの一つ

です。

シリーズ ケヅメリクガメ
動物園の住人たち

トキ、リクガメ担当 野田英樹

シリーズ アフリカのケヅメリクガメ
住人たちのエピソード

編集部 藤井匠也

ケヅメリクガメは毎日大量の植物を食べて暮らしています

アフリカの土壌を歩いているような我が家のケヅメリクガメ

生まれた子ガメは両親と同じ姿をしています
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ボアコンストリクターのメス、
だっ ぴ

エリーは、1年に何度か脱皮しま

す。では、どんな風に脱皮するの
みな

かご存じですか。皆さんも、道ば

たに落ちているアオダイショウや

ぬ

シマヘビの抜
がら

け殻を見たこ

とがあるかも

しれませ ん

が、実際に脱

皮していると

ころを見たこ

とがある人は

少ないと思い

ます。脱皮す

るときは、自分の体を地面や岩な
こす

どに擦り付けながら脱皮していき
くつした

ます。イメージとしては、靴下を

くるくる丸めながら脱いでいくよ

うな感じです。なので、抜け殻が

ドーナッツのような形で落ちてい

ることもあります。
の

さて、この抜け殻を伸ばしてい

けば当然ヘビの形になるのです

が、大きさは少し大きくなりま

す。どうやらヘビの抜け殻はかな
しんしゅくせい

り伸 縮 性があるようです。そう

とも知らず、以前エリーの抜け殻

の長さを測り「337cm、そんなに

成長していたのか」と一人興奮し

ていましたが、伸縮性があるとい
ひも

うことを知り、実際に紐を体に
は

沿って這わせ、その長さを測って

みると約260cmしかありませんで
おそ

した。抜け殻の伸縮性、恐るべし。

今年7月、動物学習センターで

カメの特別展が始まった頃、オー

ストラリアゾーンに新しく「スッ

ポンモドキ」がやってきました。

このカメは、その名の通りスッポ

ンに似たカメで、手足はヒレ（オー

ル）状になっています。陸に上が

ることはほとんどなく、展示して
すいそう

いる水槽にも陸はありません。は

じめの頃のお客様の反応は、「スッ
ちが

ポンモドキだって、スッポンと違

うの？」「スッポンなんじゃない

の」または「スッポンだ！」といっ
はな

た感想のあと、すぐに水槽から離

れてしまう方がほとんどでした。

なんとかもう少し興味

を持ってもらいたいと

いうことで、園長から

の提案で別名も表示す

ることにしました。そ

の名は「ブタハナガ

メ」です。これもまた

その名の通り、ブタの

ような鼻をしたカメと

いうことです。実はこ

のカメ、鼻先がとがっ

ていて、その正面に鼻の穴があり
みな

ます。この名前は皆さん気になる

らしく、多くの方が水槽に近づ

き、カメの顔を見て納得し、ゆっ

くり見てもらえるようになりまし

た。見ると思わず笑顔になる顔を

持つスッポンモドキを、これから

もよろしくお願いします。

ドリームナイト・アット・ザ・

ズーとは、障害のある子どもたち

とその家族を1年に1回閉園後の動
だれ き が

物園に招待し、誰にも気兼ねする

ことなく楽しい時間を過ごしても

らうための国際的なイベントで

す。このイベントは1996年にオ

ランダのロッテルダム動物園で初
かいさい

めて開催され、現在では世界37ヶ
し せつ

国250園の施設で開催されるよう

になりました。いしかわ動物園で
ほうおう

は石川県知事の訪欧がきっかけと

なってこの度初めて開催すること

になり、今年のナイトズーの前日

となる8月10日（金）の夜に行う
き かく

ことにしました。今回この企画に

ご招待したのは、石川県内にある
とくべつ し えん よう ち ぶ

特別支援学校の幼稚部と小学部に

通う生徒とその家族576名です。

園内の展示場には標本や写真をは
ふ だん

じめ、普段の動物園では経験でき
し か

ないような仕掛けもたくさん用意

しました。動物をより身近に感じ

てもらい、体験を通して動物を

もっと好きになってもらうことが

この目的のひとつです。そして、
ふく

参加者だけでなくスタッフを含む

全ての人が楽しい時間を過ごすこ

とも今回の目標でした。初めての

開催への不安をよそに、参加者た

ちのたくさんの笑顔を目にするこ

とができ、来年もまた参加したい

といった声もたくさん聞くことが

できました。実はこのイベントを

支えてくれたのは、80名をこえる

特別支援学校の先生をはじめ職員

の方々の協力

でした。参加
ぼ しゅう

者の募 集に

はじまり、当

日のお手伝い

まで、生徒と
しんらい

先生との信頼

関係があるか

らこそなせる

業に、心から

感謝するばか

りです。

シリーズ ボアコンストリクターの脱皮
ながぐつ日誌

南米の森・郷土の水辺担当 南都慶介

シリーズ はじめましてスッポンモドキ
ながぐつ日誌

オーストラリアの平原担当 小山貴弘

シリーズ ドリームナイト・アット・ザ・ズー
動物園とぴっくす

動物学習センター 山本邦彦

脱皮中のボアコンストリクター

正面ゲートに集まる招待者

「ほね・ホネ・骨」

豚のような鼻をしたスッポンモドキ

ふれあいひろば
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ボアコンストリクターのメス、
だっ ぴ

エリーは、1年に何度か脱皮しま

す。では、どんな風に脱皮するの
みな

かご存じですか。皆さんも、道ば

たに落ちているアオダイショウや

ぬ

シマヘビの抜
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け殻を見たこ

とがあるかも

しれませ ん

が、実際に脱

皮していると

ころを見たこ

とがある人は

少ないと思い

ます。脱皮す

るときは、自分の体を地面や岩な
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どに擦り付けながら脱皮していき
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ます。イメージとしては、靴下を

くるくる丸めながら脱いでいくよ
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ドーナッツのような形で落ちてい

ることもあります。
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さて、この抜け殻を伸ばしてい

けば当然ヘビの形になるのです
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す。どうやらヘビの抜け殻はかな
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成長していたのか」と一人興奮し

ていましたが、伸縮性があるとい
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うことを知り、実際に紐を体に
は

沿って這わせ、その長さを測って
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カメの特別展が始まった頃、オー
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ポンモドキ」がやってきました。

このカメは、その名の通りスッポ

ンに似たカメで、手足はヒレ（オー

ル）状になっています。陸に上が

ることはほとんどなく、展示して
すいそう

いる水槽にも陸はありません。は

じめの頃のお客様の反応は、「スッ
ちが

ポンモドキだって、スッポンと違

うの？」「スッポンなんじゃない

の」または「スッポンだ！」といっ
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た感想のあと、すぐに水槽から離

れてしまう方がほとんどでした。

なんとかもう少し興味

を持ってもらいたいと

いうことで、園長から

の提案で別名も表示す

ることにしました。そ

の名は「ブタハナガ

メ」です。これもまた

その名の通り、ブタの

ような鼻をしたカメと

いうことです。実はこ

のカメ、鼻先がとがっ

ていて、その正面に鼻の穴があり
みな

ます。この名前は皆さん気になる

らしく、多くの方が水槽に近づ

き、カメの顔を見て納得し、ゆっ

くり見てもらえるようになりまし

た。見ると思わず笑顔になる顔を

持つスッポンモドキを、これから

もよろしくお願いします。

ドリームナイト・アット・ザ・

ズーとは、障害のある子どもたち

とその家族を1年に1回閉園後の動
だれ き が

物園に招待し、誰にも気兼ねする

ことなく楽しい時間を過ごしても

らうための国際的なイベントで

す。このイベントは1996年にオ

ランダのロッテルダム動物園で初
かいさい

めて開催され、現在では世界37ヶ
し せつ

国250園の施設で開催されるよう

になりました。いしかわ動物園で
ほうおう

は石川県知事の訪欧がきっかけと

なってこの度初めて開催すること

になり、今年のナイトズーの前日

となる8月10日（金）の夜に行う
き かく

ことにしました。今回この企画に

ご招待したのは、石川県内にある
とくべつ し えん よう ち ぶ

特別支援学校の幼稚部と小学部に

通う生徒とその家族576名です。

園内の展示場には標本や写真をは
ふ だん

じめ、普段の動物園では経験でき
し か

ないような仕掛けもたくさん用意

しました。動物をより身近に感じ

てもらい、体験を通して動物を

もっと好きになってもらうことが

この目的のひとつです。そして、
ふく

参加者だけでなくスタッフを含む

全ての人が楽しい時間を過ごすこ

とも今回の目標でした。初めての

開催への不安をよそに、参加者た

ちのたくさんの笑顔を目にするこ

とができ、来年もまた参加したい

といった声もたくさん聞くことが

できました。実はこのイベントを

支えてくれたのは、80名をこえる

特別支援学校の先生をはじめ職員

の方々の協力

でした。参加
ぼ しゅう

者の募 集に

はじまり、当

日のお手伝い

まで、生徒と
しんらい

先生との信頼

関係があるか

らこそなせる

業に、心から

感謝するばか

りです。

シリーズ ボアコンストリクターの脱皮
ながぐつ日誌

南米の森・郷土の水辺担当 南都慶介

シリーズ はじめましてスッポンモドキ
ながぐつ日誌

オーストラリアの平原担当 小山貴弘

シリーズ ドリームナイト・アット・ザ・ズー
動物園とぴっくす

動物学習センター 山本邦彦

脱皮中のボアコンストリクター

正面ゲートに集まる招待者

「ほね・ホネ・骨」

豚のような鼻をしたスッポンモドキ

ふれあいひろば
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ウサギのふれあいタイム　 アシカの食事タイム　 ペンギンの食事タイム　

その他にもいろいろな場所、動物で飼育係がガイドを行なっています

動物園工房

10月 14日、11月１1日、12月 9日

動物に関する楽しい工作教室。

どなたでも参加できる出入り自由の楽しい教室です。

毎月第２日曜日、午後１時～２時

今後の予定

裏側探検ツアー

10月 20日、11月１7日、12月１5日

普段見学できない動物舎の管理ゾーンを探検します。

定員２０名。要電話予約。2週間前から受付けます。

毎月第３土曜日、
　　午前１１時から３０分程度

今後の予定

飼育係の
「お食事ガイド」

日曜トーク

10月 28日、11月 25日、12月 23日 

毎回、動物を決めて飼育係が、とっておきのお話を

紹介します。場所は学習センターや動物舎の前など、

その回によって変わります。

毎月第４日曜日、
　　　午後１時半から３０分程度

今後の予定

自然クラブズーキッズ
11月18日（日）10時から１２時まで10月31日（水）～11月26日（月）

対象：3歳以上の未就学児とその保護者30名

募集期間：10月22日（月）～11月10日（土）

いろいろな角度から自然や動物について学び、体験して下さい。

お申し込み方法　
往復はがきに参加者全員の氏名年齢（学年）、
住所、電話番号を記入して
「いしかわ動物園　ズーキッズ係」までお申し込み下さい。

小さいお子様でも
　挑戦できます

トレーニングを
行ないながら食事
を与えていきます

小魚を丸飲みで
　　　食べます

編 集 後 記

小動物とのふれあいコーナーをはじめ、動物園オリジナル堆肥の無料配布やクイズラリー、

もちつき大会など多彩な催しを行ないます。今年は初めて｢能美のSACHI PR展｣も行います。　　　

開催日：10月6日（土）、10月7日（日）、10月8日（月・祝日）

動物絵画展

場所 動物学習センター

いや

みしゅうがくじ

りょうしょう

こうにゅうび

た さい

ニホンイシガメのふれあい 毎年恒例のもちつき大会

8月2日　上野動物園よりプレーリードッグ♀１頭、

8月9日　安佐動物公園よりケープハイラックス♂1頭

がやってきました。
9月18日　富士自然動物公園よりライオン♂1頭、♀1頭

がやってきました。

クリス（♂） アンニン（♀）

今秋公開

新しい仲間が増えました。みんな会いに来て！！

秋のとっておき 秋のふれあいまつり秋のとっておき

毎日時間を決めて、飼育職員が動物に給餌をしなが

ら解説します。動物園入口でお知らせしているほか、

園内放送でもご案内いたしますので、ぜひご覧くだ

さい。ただし、天候や動物の体調によって中止にな

る場合もありますので、ご了承ください。

写実的でありながら、動物たちの親子を

描いた作品はどれもぬくもりを感じます。

どうぞ心を癒しに来ませんか。
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写実的でありながら、動物たちの親子を

描いた作品はどれもぬくもりを感じます。

どうぞ心を癒しに来ませんか。

朝晩すっかり涼
すず

しくなり、園内のヤマ
ボウシも美味しい赤い実をたくさんつ
けています。今年の夏は、障害をもつ
子どもたちとその家族を動物園に招待
する「ドリームナイト・アット・ザ・
ズー」を開

かい

催
さい

したことが印象的です。
動物を見ている子供たちの笑顔を見る
ことによって、動物園ができる新たな
役割が見えた気がします。人、植物を
含
ふく

め、それぞれの生き物たちは唯
ゆい

一
いつ

無
む

二
に

の存在だと感じた夏でした。（藤井）
13



Vol.13-3
秋2012

２０１２　秋　Vol.13-3

6/6 中部ブロック獣医師研究会に参加（南知多町）
6/7 グレビーシマウマ♂（ジュレス）死亡
6/8 石川生まれのトキが放鳥される（佐渡市）
6/17 ケープハイラックス♂死亡

6/25 中部ブロック飼育技術者研修会に参加
（飯田市）

6/30 スバールバルライチョウふ化に初めて成功
モルモット♂2、メス2購入

6月中
レクチャー3件　裏側探検　2回　
講師派遣　2回
鳥類72羽　哺乳類7頭　保護

7/1 写生コンクール表彰式
7/3 チャガシラフウキンチョウ死亡
7/6 スバールバルライチョウヒナ展示開始

7/11 野生復帰訓練を行なった保護ハヤブサ放鳥
（河北潟）

7/18〜9/10 特別展「タートルズ」カメの世界　開催

7/19 名古屋港水族館よりスッポンモドキ5頭搬入
オランウータン　管理通路に脱出

7/21 全国ゾウ会議に参加（豊橋市）
7/24.27.30 サマースクール開催

7月中 レクチャー4件　裏側探検　2回　
鳥類63羽　哺乳類2頭　保護

8/2 上野動物園よりプレーリードッグ♀搬入
8/4 コビトカバ（ノゾミ）命名式

8/9
広島市安佐動物公園よりケープハイラックス
♂搬入
ライオン♂（リッチ）死亡　15才

8/10

ドリームナイト・アット・ザ・ズー開催　
オランダオーフェルローン動物園サビネ園長
来園
マゼランペンギン♂（コムギ）死亡

8/11.12.18.19.25.26 ナイトズー開催

8/11
サビネ園長講演「オーフェルローン動物園」
愛知学泉大学矢部隆教授講演「ふしぎなカメ
の世界」

8/13 動物慰霊祭
8/23 マゼランペンギン♂（シロー）死亡
8/24 カピバラ♂（ドン）死亡
8/25.26 産業展示館の環境フェアに参加

8月中 レクチャー7件　裏側探検　2回　
鳥類38羽　哺乳類1頭　爬虫類1頭　保護


