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２０１3　春　Vol.14-1

12/1 オニオオハシ公開

12/4～6
ニホンイヌワシ種別繁殖検討委員会に参加
（秋田市）

12/5～6 水族館技術者研究会に参加（千歳市）

12/8 カピバラ湯スタート

12/12～1/12 干支展

12/16 オオカンガルーの仔 袋から顔を出す

12/18 ケープハイラックス（ダックス）死亡

12/25
富山市ファミリーパークへホクリクサンショ
ウウオ♂2♀8搬出

12/28 ギンバト1羽死亡

12/31 アベサンショウウオ産卵はじまる

12月中
裏側探検1回 講師派遣1回
鳥類8羽 哺乳類5頭 保護

1/13～2/11 年賀状展

1/15 ヒョウモンガメ♀死亡

1/16～17 中部ブロック飼育技術者研修会参加（美浜町）

1/17 スリカータ1頭死亡

1/26 アベサンショウウオ卵塊展示開始

1/27～28 ペンギン飼育技術者研究会参加（江戸川区）

1月中
レクチャー1件 裏側探検1回 講師派遣2回
鳥類12羽 哺乳類2頭 保護

2/1
イヌワシ産卵
県立大学へケヅメリクガメ幼体10頭搬出

2/6 中部ブロック園館長会議に参加（伊東市）

2/7～8 動物園教育事業参加型研修会に参加（日野市）

2/9 アミメキリン赤ちゃん「タツキ」命名式

2/12～13 トキ野生復帰分科会に参加（佐渡市）

2月中
レクチャー1件 裏側探検2回 講師派遣3回
鳥類6羽 哺乳類2頭 保護
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表紙のことば

ミサゴ

りりしい顔をしているのは魚を食べるタカ、

ミサゴの「さっちゃん」です。さっちゃんは

昨年秋に翼が折れて飛べなくなっているとこ

ろを保護されました。ケガは治ったのですが、

完全には飛べないので動物園で飼うことにし

ました。同じケージの中にはミサゴの「みっ

ちゃん」がいます。みっちゃんとさっちゃん

では、さっちゃんの方が一回り大きいのでお

そらくみっちゃんがオスでさっちゃんがメス

です。タカの仲間はメスの方が大きいのです。

オスとメスがそろったところで仲良くなって、

子どもでもできればなんて期待もしています

が、さてどうでしょう。ところでこの名前で

すが、どうして「みっちゃん」と「さっちゃ

ん」かは、お察しの通りです。ということは

次にくるのは、そうです、「ごっちゃん」です。

裏表紙は昨年のナイトズーで本物よりかっ

こいいと評判だったみっちゃんの影です。

（写真、文 田島 一仁）
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ねぇ、寝そべってるアザラシって好き？

びんかん

動物園職員は、動物の姿や行動から季節を感じる事が多い。バイカルアザラシは特に季節に敏感なよ
ころも が

うで、カリフォルニアアシカやゴマフアザラシより早く衣替えが始まる。ここでいう衣替えとは換毛の
ちゅうじゅん

事だ。早い個体で2月中 旬からヒゲが抜け始め、ヒゲが生え換わると次に体毛が抜け始める。抜け換わ

る場所にも決まった順序があるようなのだ。人間ならタンスの中身を移動する程度でよいが、バイカル

アザラシはそう簡単には済まない。水に入らなくなったり、餌を食べなくなったりする時期があり、完

全に抜け換わるまでには約2ヶ月。体重は10㎏も減ってしまうのだ。

のんびり寝そべっているように見えるが、バイカルアザラシにとっては身を削って行なっている大事

な衣替えなのだ。

バイカルアザラシの風景
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春は世の中が活発に動き出す季

節。気候がいいのはもちろん、動

物園では赤ちゃんも生まれ、飼育

係の新しいチャレンジも始まりま
ふく

す。今回は上手に楽しむ方法を含

めて、春の動物園の見どころをご
しょうかい

紹 介します。

まずお食事ガイドを

チェック

動物園の門をくぐると、そこに

あるのはお食事ガイドの予定表。

うまく見てまわるためにお気に入

りの動物のガイド時間をチェック

しておきましょう。園内放送でも

ご案内していますが、場合によっ
はし

ては動物園の端から端に移動する

ことになるかもしれません。間に

合うように移動するのはけっこう

たいへんです。ぜひ最初にチェッ

クしておきましょう

お食事ガイドの新顔を

ご紹介

それぞれに楽しいお食事ガイド、

動物園の各部署で毎日やっている

ガイドですが、9年目に入って担
みが

当者のおしゃべりも磨きがかかっ

てきました。昨年秋に新しく仲間

入りした2羽のオニオオハシ、ド

リアンとマリリンはガイドの時に

は目の前まで下りて来ますよ。動

物園は久しぶりと言う方にはぜひ
すす

お勧めです。

ちょっとこわいけど、
もうじゅう

やっぱり見たい猛獣

たち

この春一番のお勧めは新しく仲

間入りしたユキヒョウです。白い

きれいなヒョウの仲間で、ネコた

ちの谷に仲間入りしました。3月

に多摩動物公園からやって来たば

かりの若いオス「スカイ」です。

またここには昨年仲間入りした若

いライオン、クリス（オス）とア

ンニン（メス）もいます。クリス
はく

はまだタテガミがやや小さく迫
りょく

力に欠けますが、その分若くて元

気いっぱい。若い2頭の元気な動

きをお楽しみください。

動物たちの赤ちゃんを

チェック

サルたちの森では、昨年秋に生

まれたシロテテナガザルとブラッ

ザモンキーの赤ちゃんが公開中で

す。たまらなくかわいい目をして

いますよ。またオーストラリアの

平原のオオカンガルーやアカクビ
ふくろ

ワラビーにも赤ちゃんがいて、袋

から顔を出したり、足を出したり、

なかなか活発です。アフリカの草

原では昨年11月に生まれたキリン

の「タツキ」を見ておきましょう。

辰年に辰口生まれのキリンで「タ

いしかわ動物園、春の見どころ

オニオオハシのお食事ガイド

最初にチェックしてほしい、お食事ガイド表
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ツキ」、元気な男の子ですよ。

ふれあいひろばの楽しみ

ふれあいひろばの定番はウサギ

のタッチング。記念写真もよいで
だ

すが、抱っこして、さわってなで
かんしょく

て、生きている動物の感 触を十

分に確かめてください。冬の間お

休みしていた、「なかよしハウス」
げ じゅん

も3月下旬からオープン。オカメ

インコやモルモットとのふれあい

ができます。またプレーリードッ

グやスリカータも、春は元気いっ
ふゆ ご

ぱいです。冬越しと言えばケヅメ

リクガメも暖かくなる4月下旬に

はひろばに戻ってきます。大きな
こう ら

カメの甲羅にそっと触ってみてく

ださい。

この他にもコビトカバやゾウ、

チンパンーやオランウータンなど

見どころがいっぱい、動物舎にも

新しい発見があるかもしれません。
みな

春はやっぱり動物園、皆さんのお

越しを心からお待ちしています。

編集部

新しく仲間入りしたユキヒョウ 多摩動物公園提供 いつも一緒のキリンの親子

見ていてほほ笑ましい、ブラッザモンキーの親子 子どもたちにも人気のコビトカバ
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園内の中央にあるビオトープ
へい

「メダカたちの池」は、冬期間閉
さ

鎖しています。これは積雪などに

よって来園者が安全に散策できな

くなるからです。しかし、ほった

らかしにしているわけではありま

せん。どんなに悪天候でも、飼育
どろ あ

担当者が水温測定や泥上げなどの

管理をしています。谷間で日当た

りも悪い場所なので、積雪も多く

雪は解けにくい場所です。大雪の

日には深い雪の中を進んでいくの

で、たどり着くのにも時間がかか
おお つ

ります。水面を覆い尽くしていた
か

植物は枯れて、「メダカたちの池」
さび

の冬はとても寂しい景色です。冬

の間に増えすぎた植物を間引いた

り、流れ込んだ泥を上げたりして、

春に向けての準備をします。泥を
とうみん

上げていると、中から冬眠中のア

カガエルがでてくることもありま

す。

春の訪れ

まだ厳しい寒さの雪景色のなか

にも、2月になると春のきざしが

見られます。植物ではフキノトウ

が顔を出します。これはフキとい

う植物の芽ですが、これを天ぷら

などにして食用とすることができ

ます。動物では、アカガエルの産

卵が始まります。少し暖かい日に

は、メスを求めてたくさんのアカ

ガエルの鳴き声が聞こえてきます。
らん

そして直径10～15㎝の大きな卵
かい

塊が、池の中にたくさん現れます。

3月にはものすごい数のアカガエ

ルのオタマジャクシが続々と産ま

れてきます。3月下旬にビオトー

プをふたたび開放するころにはこ

春のビオトープにいらっしゃい

アカガエルの卵塊

雪に閉ざされたビオトープ

4月になると見られるオタマジャクシ
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のオタマジャクシが見ごろです。

そして4月になると水草もどんど

ん成長していき、春らしい緑あふ

れる景色になってきます。ニホン

カナヘビやニホントカゲも天気の

良い日には出てくるようになりま

す。

日光浴に現れるニホントカゲ

ビオトープ観察会

「ビオトープ」とは、様々な生
たが

物が互いに関係しあいながら生活

する場所のことをいいます。

むか

ゴールデンウィークを迎えるこ
はん も

ろにはすっかり植物も繁茂してい

ます。ゴールデンウィークには「ビ
かいさい

オトープ観察会」が開催されます。
あみ

この観察会では、タモ網を使用し
つか

て生物を捕まえてもらっています。

私が子どものころは、近所の川で

魚やザリガニを捕まえて遊んでい

ましたが、現在ではそういう遊び

をする機会は少なくなってきてい

るようで、参加者は大人も子ども

もとても楽しんでくれています。

生き物たちの宝庫

梅雨の季節、6月にはモリアオ

ガエルが、木の上にたくさんの卵

塊を産み付けます。この時期は、

「メダカたちの池」というより「カ

エルたちの池」と言ってもよいく

らいです。カエルやオタマジャク

シが大好物な生き物も集まってき

ます。それは今年の干支でもある

ヘビです。ここでは、アオダイショ

ウ、シマヘビ、ヒバカリ、ヤマカ

ガシが観察できます。

そのほか季節よってトンボやホ
こんちゅう

タルなどの昆 虫やカルガモなど
ほ にゅうるい

の鳥、哺乳類ではモグラを見か

けることもあります。動物園をじ

っくり楽しむ時間があれば、ぜひ

「メダカたちの池」までいらして、

季節を感じていただきたいと思っ

ております

郷土の水辺・南米の森担当 那須田 樹

ヒバカリ

モリアオガエルの産卵

ビオトープ観察会は大盛況 ヤマカガシ
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6

動物園冬のアルバムから

12月の動物園工房は「おりじなる

マスク」作り。写真を貼ったり、

イラストを描いたりして、マイ動

物マスクを作りました。カゼの予

防にもなったかな。

11月の裏側探検は、予定を変更

してキリン舎からシマウマ舎に

なりました。キリンの出産のた

めでしたが、代わりのシマウマ

舎もなかなかの人気でした。

すっかり冬の名物となったカ

ピバラ湯、今年も人気を集め
ひ ろ め

ました。お披露目の日には、

地元能美市名産のゆずのプレ

ゼントもあって、見ている方

がほっこり～。
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立春が過ぎても雪の降り続く中、イヌワシ

の夫婦は仲よくよりそって鳴き交わしてい

ました。雪の中でも燃える2羽だったのかな。

え と

今年の干支はヘビ。干支展のイベント

として開かれた、ふれあいタイム「ヘ

ビは友だち」の一コマです。ボールニ

シキヘビはおとなしかった。

ふれあいひろばのスリカータ、いつもは

温かい部屋で冬越しですが、天気のよい
ひな た

日は日向ぼっこが大好きです。やっぱり

お日様のぬくもりがいいのかな。

昨年11月12日に生まれたキリン

の赤ちゃんの名前が決まりまし

た。名前の由来は、辰年に辰口

で生まれたキリンで、「タツキ」。

元気な男の子です。これからよ

ろしくね。

／営業別／とぎや／アニマルあいズ／５１０６５９　アニマルあいズ１４‐１／本文  2013.03.26 09.27.05  Page 9 



8

オランダのオーフェルローン動

物園で2010年11月23日に生まれ

たメスのコビトカバ（アサビ）が、

いしかわ動物園にやって来たのは

昨年4月2日。早くも1年が経とう
とうちゃく

としています。到 着時の体重は

102kgでしたが、今では150kg以

上はあるでしょうか。大好物のレ

タス、小松菜、ニンジン、サツマ

イモ、バナナを中心に草食動物用
あた

のペレット、オカラ、干し草を与

えていましたが、体も大きくなっ
じゅう い

てきたので、獣 医と相談し現在

は野菜、果物を減らして干し草を

多めにしています。オーフェル

ローン動物園でつけられた正式名

はアサビですが、愛称を公募し「ノ

ゾミ」という名前もつけてもらい

ました。
ちんじゅう

世界三大珍 獣（ジャイアント

パンダ、オカピ）の一つとされて
なぞ

いて、その生態も謎の多いコビト

カバですが、動物園で飼育されて

いるものは、ほぼ大きなカバと同

じように飼育されていることが多

いようです。野生のカバ

は主に水の中にいること

が多い動物ですが、コビ

トカバは森林の中で暮ら

しています。そのためい

しかわ動物園では元のカ

バ舎を改修し、陸上部分

を広くして、屋外パドッ

クには新しく土を入れま

した。ところが夏の暑い

間は、日中はほとんどプールの中

にいて暑さをしのいでいましたし、

大きなカバのメス同様、コビトカ

バのメスもフンをするのはほとん

ど水の中でした。春と秋の天気の
ね

良い日には日向で寝ていることが

多く、3時のおやつタイムになる

とやっと少し動き始めるありさま

で、なるほどこれは確かに夜行性

動物の行動タイプだと思いました。

ただ、普段は朝、屋外パドックに

出して、夕方には寝室に収容し、

我々飼育係は家に帰ってしまうの

で夜の行動的な姿は残念ながら観

たことがありませんでした。

その姿を観たの
こうれい

は、毎年恒例にな

っているナイト

ズーの時でした。

ゾウやキリン、シ

マウマなどはもう

何年も経験をして

いますが、コビト

カバは初めてだっ

たので特に注意し

て観察していたの

ですが、普段収容する時間を過ぎ

たあたりから、何かソワソワし始
とつぜんもう

め、突然猛スピードで走り始めた

かと思うと、急にブレーキをかけ

たようにピタッと止まり、また突

然走り始め今度は急カーブで走る

方向を変え、昼間は全く観たこと

がない行動を始めたのです。それ

はナイトズーに来てたまたまコビ

トカバを観ていた人たちが全員
かんたん

「オウッー」と感嘆の声をあげる

程のものでした。飼育する立場の

感想は、これは確かに危険な動物

で油断できない動物だということ

でした。

さて、春にやって来たコビトカ

バですが、初めての石川の冬はと

言うと、気温、水温ともに15℃を

下回ると下痢になり、体調が悪く

なると言うことで室温20℃、水温

は20～25℃に保たれた室内で

温々と過ごしています。この文が
みな

皆さんの目にとまる頃には、そろ

そろ屋外パドックの日当たりの良
い ねむ

い所で居眠りをしている姿を観ら

れることと思います。

シリーズ コビトカバ
動物園の住人たち

カバの池担当 高桑省吾

立派な体格に成長したノゾミ

冬は温かい室内で過ごします
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世界三大珍獣というのは昭和30

年代（1955～65年頃）、動物学者

の高島春雄先生によって選ばれた
めずら

世界的に珍しい動物、ジャイアン

トパンダ、オカピ、コビトカバの

ことです。選ばれた理由は、第1

に数が非常に少ないこと。第2に
せま

住んでいる地域がきわめて狭いこ

と。第3に大昔からほとんど姿が

変わらず、生きた化石と呼ばれる

こと。そして、つけ加えるなら発

見にドラマチックなエピソードが

あったことです。先生は世界の珍

しい動物を日本人が大好きな三大

○○を使って、分かりやすく説明
ちが

したかったに違いありません。で

はコビトカバにはどんなエピソー

ドがあったのでしょうか。

オカピ

ヤギくらいの小さなカバ

コビトカバ発見のきっかけは19

世紀にさかのぼります。アメリカ

のサミュエル・モートン博士は、

「アフリカ西部のリベリアには、
おく

密林の奥にヤギくらいの小さなカ

バがいる」と言う話を聞き、その

カバの骨を手に入れて調べました。

そして1849年に新種のカバとし

て発表したのです。その後、ジョ

セフ・リーディ博士はその骨をさ

らにくわしく研究し、この小さな

カバが、カバの祖先の姿を残す生

きた化石であることをつきとめま

す。1853年のことでした。

ところが当時の大多数の科学者
き けい

はこの説に反対し、単なる奇形の

小さなカバにすぎないとしました。

「コビトカバなんて動物はいない」

科学者たちは誰もがそう考えたの

です。

コビトカバ探検隊

それから60年近くたった1910

年、ドイツの動物商カール・ハー

ゲンベックは、リベリアの密林の
かいぶつ

奥にすむ、黒いブタの怪物の伝説

を聞き、この伝説の怪物こそがコ

ビトカバではないかと考えました。

しかし相かわらず科学者たちは冷

ややかです。「ただの伝説じゃな

いか、生きている本物を見せてみ

ろ」、と言われたかどうかは分か

りませんが、ハーゲンベックはコ
つか

ビトカバを捕まえようと、探検隊

をアフリカに送りこみました。

そして1912年、探検隊はたい

へんな苦労のすえ、とうとう生き

たコビトカバを捕まえることに成

功します。捕らえた9頭はヨーロ

ッパやアメリカの動物園に送られ、

コビトカバはようやく世界に認め

られたのでした。ハーゲンベック

だいぼうけん

の情熱と探検隊の大冒険、ドラマ

チックな発見劇は、いしかわ動物

園にコビトカバがやって来る、

ちょうど100年前のことでした。

コビトカバの未来のために

コビトカバ発見にまつわるエピ

ソード、そこにはたくさんの人た

ちの思いがありました。高島先生
しょうかい

は世界三大珍獣を紹 介すること

で、動物の珍しさだけでなく、そ

の動物に関わった人たちの思いも

いっしょに紹介したかったのかも

しれません。もともと少なかった
ぜつめつ

コビトカバは今や野生では絶滅寸

前です。私たちは次の100年に向

けてコビトカバを守り、その思い

もいっしょに伝えていかなければ

ならないと思います。コビトカバ

の未来のために。

ジャイアントパンダ

シリーズ 世界三大珍獣のコビトカバ
住人たちのエピソード

編集部 竹田伸一

コビトカバ
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今から16年前、いしかわ動物園
う たつやま

がまだ金沢の卯辰山にあった頃、

ジープが誕生しました。生後6ヶ

月で母親と死別。父親と2頭だけ

で暮らしてきました。一方のユミ

は京都の福知山動物園生まれ。大

きな家族の中で長女として育ちま

した。

さて、2011年5月より始めたお
けん

見合いでしたが、最初は激しい喧
か

嘩が続きました。11月にはジープ
ちんせいざい

に鎮静剤を飲ませて様子を見るこ
か

ともしました。ユミが咬まれた傷
たお

をいつまでもなめている姿や倒れ

たまま動けなくなっている姿は見

つら

ていて辛いものでした。

ジープの行動に変化が見

られたのは、翌年の春に

なってからでした。追い
こうげき

回すことが減り、攻撃も

手加減をするようになり

ました。そうなると、ユ

ミはジープのそばに行き、
しっ ぽ

尻尾をジープの体に乗せ

たり、お尻を向けたり、

毛づくろいをするように

なりました。そして、5月7日につ
こう び

いに交尾が見られました。11月23

日には待望の赤ちゃんが誕生し、

現在、親子3頭仲良く暮らしてお

ります。もう、赤ちゃんは一人遊
ぜ ひ

びを始めています。是非、会いに

来てください。

オスのコドモチンパンジー・ハ
おうせい

ロー。現在3歳。食欲も旺盛な上、
け

ドアや鉄格子を蹴りつけるなど、

日ごと行動や仕種も激しくなって

きています。このように、毎日、

元気に過ごしているハローですが、

最近大変困ったことが起きるよう

になりました。私たちキーパーが

キーパー通路を歩いていると、何

かが飛んでくるのです。注意して
ふく

みると、口に含んだ水を
みずでっぽう

水鉄砲よろしく、私たち
ふ

に向けて勢いよく噴き出

しているのです。最初の
ひ きょ り

うちは、それほど飛距離
よ ゆう

もなく、余裕でかわして

いたのですが、最近では
おおはば の

飛距離も大幅に伸び、か

つ命中精度も高くなり、

油断していると、ビンゴ。

ざん じ

特に朝方のフンや残餌が混ざった
よご

汚れた水もお構いなしに、噴き出

すのでたまったものではありませ

ん。朝一番に母親のメロンの健康

チェックのため、しゃがんで観察
なまぬる

していると、私の頭から急に生温

い水が垂れてきました。ちょっと
すき み のが

した隙を見逃さず、頭めがけて直

接噴き出してきたのです。さらに、
か くだ

最近では、口の中で細かく噛み砕

いた餌までも飛んでくるようにな

りました。

日々進化し続けるいたずらに、

今は皆、ハローたちの部屋を遠巻

きに歩くようになりました。

シリーズ ジープとユミ、いろいろありましたが
ながぐつ日誌

サルたちの森担当 瀧本 薫

シリーズ 進化するいたずら
ながぐつ日誌

チンパンジーの丘担当 滝澤 均

ブラッザモンキー、ユミと赤ちゃんのジュンコ

3歳になったハロー
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たお

をいつまでもなめている姿や倒れ

たまま動けなくなっている姿は見

つら

ていて辛いものでした。

ジープの行動に変化が見

られたのは、翌年の春に

なってからでした。追い
こうげき

回すことが減り、攻撃も

手加減をするようになり

ました。そうなると、ユ

ミはジープのそばに行き、
しっ ぽ

尻尾をジープの体に乗せ

たり、お尻を向けたり、

毛づくろいをするように

なりました。そして、5月7日につ
こう び

いに交尾が見られました。11月23

日には待望の赤ちゃんが誕生し、

現在、親子3頭仲良く暮らしてお

ります。もう、赤ちゃんは一人遊
ぜ ひ

びを始めています。是非、会いに

来てください。

オスのコドモチンパンジー・ハ
おうせい

ロー。現在3歳。食欲も旺盛な上、
け

ドアや鉄格子を蹴りつけるなど、

日ごと行動や仕種も激しくなって

きています。このように、毎日、

元気に過ごしているハローですが、

最近大変困ったことが起きるよう

になりました。私たちキーパーが

キーパー通路を歩いていると、何

かが飛んでくるのです。注意して
ふく

みると、口に含んだ水を
みずでっぽう

水鉄砲よろしく、私たち
ふ

に向けて勢いよく噴き出

しているのです。最初の
ひ きょ り

うちは、それほど飛距離
よ ゆう

もなく、余裕でかわして

いたのですが、最近では
おおはば の

飛距離も大幅に伸び、か

つ命中精度も高くなり、

油断していると、ビンゴ。

ざん じ

特に朝方のフンや残餌が混ざった
よご

汚れた水もお構いなしに、噴き出

すのでたまったものではありませ

ん。朝一番に母親のメロンの健康

チェックのため、しゃがんで観察
なまぬる

していると、私の頭から急に生温

い水が垂れてきました。ちょっと
すき み のが

した隙を見逃さず、頭めがけて直
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か くだ

最近では、口の中で細かく噛み砕

いた餌までも飛んでくるようにな

りました。

日々進化し続けるいたずらに、

今は皆、ハローたちの部屋を遠巻

きに歩くようになりました。

シリーズ ジープとユミ、いろいろありましたが
ながぐつ日誌

サルたちの森担当 瀧本 薫

シリーズ 進化するいたずら
ながぐつ日誌

チンパンジーの丘担当 滝澤 均

ブラッザモンキー、ユミと赤ちゃんのジュンコ

3歳になったハロー
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いしかわ動物園では、毎月楽し

いイベントをご用意しています。
しょうかい

今回紹介するのは、第2日曜日に

かいさい こうぼう

開催している「動物園工房」です。

簡単な工作を楽しむことができる

ので、ご家族での参加が多く、お

子さんはも

ちろん、お

父さんやお
いっ

母さんが一
しょう けん めい

生 懸命作

っている様

子もよく見

られます。

毎月工作の
ちが

内容が違う

ので開催に

合わせて動

物園に来ら

れる方もい

て、動物園でのちょっとしたおみ

やげができるので人気があります。

開催前には、みなさんが参加した

くなるように見本を作っています。

初めは、どんなものにしようか作
し こうさく ご

りながら試行錯誤しているのです

が、周りからアイデアをもらいな

がら、作っているとだんだんと楽

しくなり、見本が増えていくこと

があります。

参加者から「いいものができた」

「楽しかったからまた参加したい」

などと言われると、さらに見本作

りにも力が入ります。おすすめの

イベントですので、ぜひ動物園工

房にきてくださいね。

動物園で死亡した動物は、一部

を骨の標本として残しています。
かいぼう に

解剖後の動物から内臓や肉を、煮
こ く

込んだり腐らせたりして取り除き、
じょう ぶ

標本とします。骨は丈 夫なため、

適切に管理さえすれば数百年以上

保存できます。このため、標本は
だな

だんだんと増え、標本室の棚には、

多くの動物の骨が並んでいます。

たいへん不気味なように思えるか

もしれませんが、実際に骨を手に
なが

とって眺めてみると、その構造は

複雑で美しいとさえ思えます。

骨の形は、動物たちの生活や行
ほ にゅう

動を表現しています。特に哺 乳
るい

類の頭骨からは動物の種類、草食

性か肉食性か、若いか年寄りかな

どもわかります。骨にしては

じめて、生きていたときには
あと

わからなかった病気の跡が見

つかることもあります。骨を

観察することにより、生きて

いる動物への理解がいっそう

深まります。

骨の標本は、学習センター

で開催する特別展などで展示

しています。来園したときに、骨

標本を見かけたときは、ぜひ、じ

っくりと観察してみてください。

シリーズ ようこそ！動物園工房へ
動物園とぴっくす

動物学習センター 濱野 沙織

シリーズ 標本室の骨
動物園とぴっくす

動物病院 大井 毅

2012年度に作った見本の数々

戸だなに並ぶ骨の標本
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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

4月 14日、5月１2日、6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

4月 20日、5月１8日、6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」

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。

どうぶつランド

様々な動物が登場するアニマルステージや

企画展示にまつわるお話をします。

場所は学習センターや大型休憩所など、

その回によって変わります。

毎月第４日曜日、
　　　午前11時から３０分程度

今後の予定

ズーっと発見 ! 動物園
6月 2日（日）10時～１2時まで

対象：小学生（低学年は保護者同伴）30名

募集期間：5月6日（月）～5月25日（土）

場所：動物学習センター

 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　ズーっと発見 ! 動物園係」
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

りょうしょう

こうにゅうび

特別展
｢獣医さんのお仕事｣

展示期間3月13日（水）～5月6日（月）

4月 28日、5月 26日、6月 23日

普段知ることのできない動物園の獣医さんの

お仕事について紹介します。大変ですが、

とてもやりがいのある仕事です。

動物園フォトコンテスト
｢写しまっし動物園｣

募集期間：4月1日（日）～8月31日（金）　　　　
作品課題：いしかわ動物園の動物または園内風景
部門：一般の部、中学生以下の部
応募条件
・2Lサイズから4切サイズ程度までにプリントしたもの
・応募枚数は1人 3点まで
・入賞作品については、受賞決定後、ネガや
　ポジなどの原版を提出していただきます。

※応募方法などその他の詳細はHPにてご確認下さい。

動物園たちのかわいい姿や面白い仕草や行動など、
一瞬を捉えた作品をお気軽に応募して下さい。

とら

動物園写生コンクール
動物園の動物たちを画用紙に描いてみて下さい。
募集期間：4月1日（日）～23日（月）
作品課題：いしかわ動物園の動物または園内風景
対象：幼稚園、保育園、小中学校在籍の
　　　園児、児童、生徒

参加方法
入場の際に発券所で参加を申し出ていただければ
画用紙をお渡しします。
写生大会参加者は入場無料になります。

※応募方法などその他の詳細はHPにてご確認ください。

3月8日　多摩動物公園よりユキヒョウ♂1頭がやってきました　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
写真提供:多摩動物公園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成 24年度
最優秀作品

春のふれあいまつり
実施期間4月27日 ( 土 )～5月 6日 (月 )
じっし

小動物とのふれあいをはじめ、動物園オリジナル堆肥の無料配布や
スタンプラリー屋台村の開設など様々な催しを行ないます

もよお

たいひ はいふ

どうはん

きゅうけいしょ

いっぱん

おうぼ

しょうさい

ざいせき

えが

ボクの名前は｢スカイ｣。
2011年 5月うまれだよ。
もうすぐ2歳になるよ。
よろしくね♪
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　今年の冬は寒かった。立春を過ぎて

もいつまでも雪がふり、野山が白く雪

げしょうしました。しかし昔はこんな

ものだったというお年寄りの話しもあ

り、私たちはいつの間にか温暖化にな

れてしまったのかもしれません。寒い

冬だったからこそ、春の訪れはうれし

いもの、さぁ皆さん春の動物園にい

らっしゃい。（竹田）
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２０１3　春　Vol.14-1

12/1 オニオオハシ公開

12/4～6
ニホンイヌワシ種別繁殖検討委員会に参加
（秋田市）

12/5～6 水族館技術者研究会に参加（千歳市）

12/8 カピバラ湯スタート

12/12～1/12 干支展

12/16 オオカンガルーの仔 袋から顔を出す

12/18 ケープハイラックス（ダックス）死亡

12/25
富山市ファミリーパークへホクリクサンショ
ウウオ♂2♀8搬出

12/28 ギンバト1羽死亡

12/31 アベサンショウウオ産卵はじまる

12月中
裏側探検1回 講師派遣1回
鳥類8羽 哺乳類5頭 保護

1/13～2/11 年賀状展

1/15 ヒョウモンガメ♀死亡

1/16～17 中部ブロック飼育技術者研修会参加（美浜町）

1/17 スリカータ1頭死亡

1/26 アベサンショウウオ卵塊展示開始

1/27～28 ペンギン飼育技術者研究会参加（江戸川区）

1月中
レクチャー1件 裏側探検1回 講師派遣2回
鳥類12羽 哺乳類2頭 保護

2/1
イヌワシ産卵
県立大学へケヅメリクガメ幼体10頭搬出

2/6 中部ブロック園館長会議に参加（伊東市）

2/7～8 動物園教育事業参加型研修会に参加（日野市）

2/9 アミメキリン赤ちゃん「タツキ」命名式

2/12～13 トキ野生復帰分科会に参加（佐渡市）

2月中
レクチャー1件 裏側探検2回 講師派遣3回
鳥類6羽 哺乳類2頭 保護
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