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平成28年3月19日に動物園サポーターから小鳥とリスの森内に『リスのアニマルパスウェイ』を寄付して頂きました。
アニマルパスウェイとは、道路や線路などによって分断されてしまった生息域を樹上性の野生動物が交通事故に遭うことなく自由に往来できるよ

うにする目的で作られた吊り橋を始めとした通り道のことです。小鳥とリスの森へ入ると、左前方に園路を跨
いで架けられた総延長30メートルのアニマルパスウェイを見ることができます。
アニマルパスウェイは人と動物が
共生するために設置される施設です
が、小鳥とリスの森では付属のリスレ
チックと合わせて空間を有効活用す
る施設としても役立っています。動物
園サポーターの皆様、どうもありがとう
ございました。

（撮影／飼育第一係　江口　雄作
・文／指導衛生係　今西　鉄也）
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4月から動物園長になりました黒邉です。私と東山動物園の最初のかかわりは昭和40年代にさかのぼり

ます。当時はゴリラショーが人気でした。まだ就学前だった私は両親と観覧席に座りました。主役のゴリラは

人垣で見にくかったのですが、初めて本物の野生動物を目の当たりにした興奮と感動は、今も鮮明な記憶と

して残っています。現在では考えられませんが、このゴリラ「ゴン太、オキ、プッピー」は1959年にアフリカのカ

メルーンからやってきた野生育ちのニシローランドゴリラでした。当時はまだワシントン条約のような野生動物の

取り引きを制限する仕組みのない時代でした。

そして、2007年にタロンガ動物園からやってきた"イケメン"と話題のゴリラ「シャバーニ」。オランダ生まれ

のオーストラリア育ちで、日本で群れを率いるリーダーへ成長しました。57年前の3頭のゴリラと同じく海外か

ら導入したゴリラで、大きな違いは野生由来でなく動物園生まれの個体であることです。ゴリラに限ったこと

ではありませんが、今は動物園生まれが多くなっています。すなわち、野生から動物園に連れてくるのでなく、

近年は動物園生まれの個体を野生に戻す研究や国内外のネットワークによる繁殖計画が進められるように

なりました。

このように、これからの動物園は展示を楽しんでいただくだけでなく、野生動物の保全にも配慮しながら、

繁殖を進めていくことが大切になると考えています。平成22年に本格スタートした東山動植物園再生プラ

ンは市民の皆さんのご理解により順調に進んでいます。次の整備施設はゴリラとチンパンジーの新居となる

「アフリカの森」です。いよいよ今年度から建設に着手します。この新獣舎の一つの特徴として、欧米の動

物園の飼育基準に適合した広さで設計されたことがあげられます。ゴリラとチンパンジーの生き生きとした姿

を引き出す展示はもとより、群れ飼育も考慮された空間を確保し、さらには生息地に関する情報を提供して

参ります。東山動物園は人と野生をつなぐ場として「野生を感じる動物園」を目指してさらに取り組みますの

で応援をよろしくお願いします。

（動物園長　黒邉　雅実）

10,000円以上法人・団体

1,000円以上中学生以下
3,000円以上大　　　人

個人サポーターの
区分と金額

① 動植物園情報誌「ひがしやま」をお送りします。（4回）
② サポーターの方を対象にサポーター限定イベントを
　 開催します。

サポーターの方に
動物や東山動物園を
もっと知っていただく
ために・・・

／公益財団法人東山公園協会　動物会館　ＴＥＬ052-782-2111（内線340）サポーター事務局
振込用紙をお送りしますので、動物園サポーター事務局までご連絡ください。郵便振込で

手続きをしていただく場合

動物会館図書室で申込書を記入の上、寄付金をお支払いください。動物園内で
手続きをしていただく場合

個人10,000円以上、法人・団体50,000円以上ご支援いただいたサポーターは、氏名、法人・団体名を園内に掲示することができます。
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動物園サポーター制度は、動物たちが豊かで充実した生活を送ることができるように、
飼育環境改善を資金面からご支援いただくものです。

募集中！！東山動物園サポーター

申込方法

リスのアニマルパスウェイ

表紙／スマトラオランウータン 
スマトラオランウータンのアキ（メス）です。東山動物園サポーターからいただきましたジャランジャランデッキがお気に入りの場所となりました。

（撮影・文／茶谷　公一）
裏表紙／カリアンドラ・セロイ（トキワネム）

属名は「‘calli（美しい）’＋‘andros（雄ずい）’」からきており、花の特徴である美しい色をした雄ずいを指しています。‘トキワネム’の名前で流通しています。
（撮影・文／野村　幸央）
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飼育係が行く！
小学校へのメダカ講座出張授業

１　世界のメダカ館の環境教育

世界のメダカ館は、その名のとおり日本や世界中に生息

しているメダカの仲間を展示している世界でも唯一の水族

館です。メダカの仲間はとても小さな種類が多く、世界的に

生息数の減少が指摘されています。ニホンメダカも、みなさ

んもご存じのとおり平成11年に絶滅危惧種に指定されまし

た。そのため世界のメダカ館では、ニホンメダカを活用して

身近な水辺の環境と小さな命をテーマとした環境教育に力を入れています。今回はそのなかの一つ、飼育係が

直接小学校に出向いて授業を行う「メダカ講座出張授業」の様子をレポートしたいと思います。

２　主に小学生を対象としたメダカ講座

環境教育「メダカ講座」は主に小学生を対象として行っています。

これは、５年生の理科の授業「いのちの誕生」で主にメダカが題材と

して使われるためです。メダカの卵は透明で、小さな命が育っていく過

程を直接観察するのに最適な教材です。そのため、世界のメダカ館

には小学校からの受講申し込みが多数寄せられるようになります。私

たち飼育係は、講座の内容レベルを小学生が十分理解できるように

動画や写真等を多く活用してプレゼンテーションを作り、クイズもまじ

えて楽しく学んでもらうよう工夫して行っています。

３　過去５年間のメダカ講座受講数

私が世界のメダカ館担当となった平成23年から平成27年度までの過去５年間のメダカ講座受講記録を整

理すると、全部で37校の申し込みがあり、2896名の子供たちに受講してもらいました。そのうち私たちが直接

学校へ出張したのは18校で、全体の48％になります。これは約２校に１校の割合で出張授業を行ってきたこと

になります。飼育係が環境教育の

出張授業で小学校へ行くことはと

ても楽しくやりがいのある業務の

一つです。小学校へ出向くと、子

供たちからは「動物園の飼育係が

来た！」と、どこでも大歓迎です。

４　メダカ講座出張授業の内容

❶ 講  義
～メダカと水辺の環境、生物多様性について学ぶ～
メダカという小さな生き物について多角的に理解できるよう動

画やスライドを駆使して生命の神秘性を学び、さらにメダカを取り

巻く水辺の環境や生物多様性について楽しく学べるような内容

となっています。またクイズをふんだんに取り入れて子供たちの

興味を引くように楽しくメダカを学ぶことができるように工夫されて

います。

笑いあり、感動あり、最後に自分に何ができるか考えてもらう内

容となっています。

❷ 体  験
～メダカの卵にさわってもらう～
メダカ講座で私たちがとても大切にしていることは、メダカの卵

を持参し、実際に触る体験をしてもらうことです。

講座の最後に世界のメダカ館で飼育しているメダカたちが産

んだたくさんの卵が付着した毛糸の束を見せ、子供たちに実際に

卵をつまんでもらいます。受精卵の場合、メダカの卵は簡単には

つぶれないので大丈夫です。

子供たちは事前の講義で、卵の中で育つメダカのあかちゃん

の様子をビデオで見て私の解説を聞いていますが、実際に卵を

手に取ってじっくりと観察してもらうことで、２ミリにも満たない小さ

な卵の中に拍動する心臓や流れる血液を感じ、元気に育ってい

る小さな命があるのを改めて感じることができます。この体験をと

おして、子供たちが命の大切さと神秘性についてさらに深く考え

る場を提供します。

５　これからのメダカ講座

世界のメダカ館では、毎年とても多くの小学校や子供たちにメダカ講座を受講していただきました。中には毎

年受講申し込みをしていただく学校もあります。それは、私たち動物園の飼育係が直接先生となって講座を行う

ことにとても大きな意味があるからだと思います。今は座学中心の講座内容ですが、今後はネイチャーゲームを

取り入れてより楽しみながらメダカを中心とした生物多様性の大切さを学んでもらい、失われていく日本の水辺

と環境について考えてもらう講座内容の構築をしていきたいと考えています。

（飼育第二係　水野　展敏）
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んもご存じのとおり平成11年に絶滅危惧種に指定されまし

た。そのため世界のメダカ館では、ニホンメダカを活用して

身近な水辺の環境と小さな命をテーマとした環境教育に力を入れています。今回はそのなかの一つ、飼育係が

直接小学校に出向いて授業を行う「メダカ講座出張授業」の様子をレポートしたいと思います。

２　主に小学生を対象としたメダカ講座

環境教育「メダカ講座」は主に小学生を対象として行っています。

これは、５年生の理科の授業「いのちの誕生」で主にメダカが題材と

して使われるためです。メダカの卵は透明で、小さな命が育っていく過

程を直接観察するのに最適な教材です。そのため、世界のメダカ館

には小学校からの受講申し込みが多数寄せられるようになります。私

たち飼育係は、講座の内容レベルを小学生が十分理解できるように

動画や写真等を多く活用してプレゼンテーションを作り、クイズもまじ

えて楽しく学んでもらうよう工夫して行っています。

３　過去５年間のメダカ講座受講数

私が世界のメダカ館担当となった平成23年から平成27年度までの過去５年間のメダカ講座受講記録を整

理すると、全部で37校の申し込みがあり、2896名の子供たちに受講してもらいました。そのうち私たちが直接

学校へ出張したのは18校で、全体の48％になります。これは約２校に１校の割合で出張授業を行ってきたこと

になります。飼育係が環境教育の

出張授業で小学校へ行くことはと

ても楽しくやりがいのある業務の

一つです。小学校へ出向くと、子

供たちからは「動物園の飼育係が

来た！」と、どこでも大歓迎です。

４　メダカ講座出張授業の内容

❶ 講  義
～メダカと水辺の環境、生物多様性について学ぶ～
メダカという小さな生き物について多角的に理解できるよう動

画やスライドを駆使して生命の神秘性を学び、さらにメダカを取り

巻く水辺の環境や生物多様性について楽しく学べるような内容

となっています。またクイズをふんだんに取り入れて子供たちの

興味を引くように楽しくメダカを学ぶことができるように工夫されて

います。

笑いあり、感動あり、最後に自分に何ができるか考えてもらう内

容となっています。

❷ 体  験
～メダカの卵にさわってもらう～
メダカ講座で私たちがとても大切にしていることは、メダカの卵

を持参し、実際に触る体験をしてもらうことです。

講座の最後に世界のメダカ館で飼育しているメダカたちが産

んだたくさんの卵が付着した毛糸の束を見せ、子供たちに実際に

卵をつまんでもらいます。受精卵の場合、メダカの卵は簡単には

つぶれないので大丈夫です。

子供たちは事前の講義で、卵の中で育つメダカのあかちゃん

の様子をビデオで見て私の解説を聞いていますが、実際に卵を

手に取ってじっくりと観察してもらうことで、２ミリにも満たない小さ

な卵の中に拍動する心臓や流れる血液を感じ、元気に育ってい

る小さな命があるのを改めて感じることができます。この体験をと

おして、子供たちが命の大切さと神秘性についてさらに深く考え

る場を提供します。

５　これからのメダカ講座

世界のメダカ館では、毎年とても多くの小学校や子供たちにメダカ講座を受講していただきました。中には毎

年受講申し込みをしていただく学校もあります。それは、私たち動物園の飼育係が直接先生となって講座を行う

ことにとても大きな意味があるからだと思います。今は座学中心の講座内容ですが、今後はネイチャーゲームを

取り入れてより楽しみながらメダカを中心とした生物多様性の大切さを学んでもらい、失われていく日本の水辺

と環境について考えてもらう講座内容の構築をしていきたいと考えています。

（飼育第二係　水野　展敏）
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サカトン植え替え前

今年1月下旬に鹿児島を襲った寒波は、
ユーカリに多大な被害を与えました。
1月からコアラの餌として出荷されるた

め、新芽も多く付け、枝も立派に伸びてい
たところに、寒波で降った雪が積もり、多く
の枝が折れました。枝折れの被害もさるこ
とながら、雪で折れずにすんだ枝も、夜間の
マイナス4度の寒さを受けたため、どんどん
枯れこんでいきました。ミクロコリスやロブス
タなどの品種では、枝だけでなく幹まで枯れ

こんだ株もありました。この被害は鹿児島
でユーカリを栽培している他の園でも同
様で、今冬は餌の確保に苦労しました。
鹿児島からの餌の納品は4月いっぱい

までです。4月後半に納品された餌
の中には、例年に比べ芽のボ
リュームが少ない枝や、一度枝が
枯れこんでから芽吹き直している
枝が見られます。出荷されてくる枝
がこんな状況では、株のダメージも
計り知れません。今後の生育への
影響や、来年1月の出荷までにい
かにして株を回復させるか、今から
頭の痛いところです。

ニホンリスは日本固有の樹上性げっ歯類
で、草食性で木の実や若葉を食料としてい
ます。習性として秋から冬にかけて食料を地
中に埋めて貯めておく「貯食」という行動が
あるため、ニホンリスは地中に埋めても腐ら
ない堅果（固い殻に覆われた木の実）を好ん
でよく食べます。なかでも「オニグルミ」という
日本固有のクルミが大好きです。
オニグルミは秋に大量の実をつけ、ニホン

リスもそれを大量に貯食します。貯食したも

のは冬に掘り出して食べるのです
が、大体1割ほどが忘れ去られてしま
うようで、春には忘れられたものが発芽しま
す。オニグルミはニホンリスに食べられるだけ
ではなく、自分の子孫を遠くの地域へ運んで

もらう手段としてニホンリスを利用しているん
ですね。
この共存関係は「小鳥とリスの森」でも見
る事ができます。リスだけではなくオニグルミ
も探してみると面白いかもしれません。ちなみ

にドングリは渋みが
強いのでニホンリス
は好みませんよ。

スマトラオランウータンのアキ（メス）のあ
る1日の様子です。落花生をおつまみに何
か飲んでいるではありませんか！？まさか・・・！
まさかの・・・！！ビールではありませんよ！！！中身
は、はちみつジュースです。この写真だけ見
ると、お父さんの晩酌の様に見えますよね！
私だけですか！？（笑）
ただ、アキは毎日このおつまみとはちみつ

ジュースをもらえる訳ではありません。何故
なら、このような高カロリーなものを毎日も

らっていると、どんどんふくよかになってしま
いますよね。ですから、この様なものはたま
にあげます。何日置きとはではなく、サプライ
ズ的な意味合いを込めて不定期にあげて
います。こんな日は、この様なものを見せる
とアキは直ぐに催促の拍手やテンション
MAXの時の「ブゥ～、ブゥ～」という声を発

します（笑）。不定期にあげていますので、運
の良い方はご覧いただけるかと思います。

成熟したオスのコアラの胸元には黒っ
ぽく汚れたような部分が見られます。これは
臭腺（しゅうせん）と呼ばれるもので、におい
の強い分泌物が出ています。オスのコアラ
はこの部分を周りの木などにこすり付けて
においを残し、自分の存在やなわばりを示し
ていると言われています。
コアラのチャーリーは今年の秋に2歳に

なる男の子です。
コアラは2～3歳
で性成熟を迎えま
すが、真っ白だっ
たチャーリーの胸
元にも次 第に

黒っぽい臭腺が見られるようになってきまし
た。最近はオス特有のコールと呼ばれる鳴
き方も見られ始め、だんだんと大人になって
きていることを実感しています。
チャーリーは少し緊張しやすく慎重な性
格で、まだまだ今はオスとして心許ない印象
ではありますが、これから少しずついろんな
経験を積み、将来はどっしり構えた落ち着き
のあるオスになってくれるよう、成長を見
守っていきたいと思います。

東山動植物園ではオオサンショウウオを
６頭飼育していますが、そのうち５頭は自然
動物館２階の展示水槽で繁殖をめざし飼
育しています（残りの1頭は屋外水槽で展

示中）。この２階の展示水槽には
オオサンショウウオが繁殖できる
ように巣穴を設置してあります
が、繁殖させる条件の中で一つ
足りない環境要因がありました。
それは水温管理です。
日本のオオサンショウウオの生
息環境は、冬期の河川水温が
10℃を下回り、最低3～5℃まで
下がります。この冬場の水温低

下が繁殖に重要な影響を与えるのです。
昨年度、待望の水槽用クーラーを設置

することができ、水温を8℃まで下げること
が出来ました。当園のオオサンショウウオに
とって初めての低水温でしたので、餌を食
べる量が減るなどして少し心配なこともあり
ましたが、非常によい刺激になったことは間
違いありません。繁殖期である8月～9月に
産卵してくれることを願っています。

今年もテポリンゴ（現地でのメキシコウ
サギの呼び名）の運動場にあるサカトン
（現地での草の呼び名）を植え替える時
期がやって来ました。
昨年より質・量ともにパワーアップした

サカトンを生長に適した場所等を考えなが
ら、二人がかりで約３時間半かけて３３ポッ
ト植えつけました。
順調に生長してくれるとテポリンゴに

とって、とても有効な隠れ場、休憩場、食

料等になってくれると思います。
そして、その先に「いい事」が
待っていてくれていることを期待
しています。

サカトン植え替え後

チャーリー

ニホンリス

雪の積もったユーカリ

オニグルミ発芽

チャーリーの胸元
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サカトン植え替え前

今年1月下旬に鹿児島を襲った寒波は、
ユーカリに多大な被害を与えました。
1月からコアラの餌として出荷されるた

め、新芽も多く付け、枝も立派に伸びてい
たところに、寒波で降った雪が積もり、多く
の枝が折れました。枝折れの被害もさるこ
とながら、雪で折れずにすんだ枝も、夜間の
マイナス4度の寒さを受けたため、どんどん
枯れこんでいきました。ミクロコリスやロブス
タなどの品種では、枝だけでなく幹まで枯れ

こんだ株もありました。この被害は鹿児島
でユーカリを栽培している他の園でも同
様で、今冬は餌の確保に苦労しました。
鹿児島からの餌の納品は4月いっぱい

までです。4月後半に納品された餌
の中には、例年に比べ芽のボ
リュームが少ない枝や、一度枝が
枯れこんでから芽吹き直している
枝が見られます。出荷されてくる枝
がこんな状況では、株のダメージも
計り知れません。今後の生育への
影響や、来年1月の出荷までにい
かにして株を回復させるか、今から
頭の痛いところです。

ニホンリスは日本固有の樹上性げっ歯類
で、草食性で木の実や若葉を食料としてい
ます。習性として秋から冬にかけて食料を地
中に埋めて貯めておく「貯食」という行動が
あるため、ニホンリスは地中に埋めても腐ら
ない堅果（固い殻に覆われた木の実）を好ん
でよく食べます。なかでも「オニグルミ」という
日本固有のクルミが大好きです。
オニグルミは秋に大量の実をつけ、ニホン

リスもそれを大量に貯食します。貯食したも

のは冬に掘り出して食べるのです
が、大体1割ほどが忘れ去られてしま
うようで、春には忘れられたものが発芽しま
す。オニグルミはニホンリスに食べられるだけ
ではなく、自分の子孫を遠くの地域へ運んで

もらう手段としてニホンリスを利用しているん
ですね。
この共存関係は「小鳥とリスの森」でも見
る事ができます。リスだけではなくオニグルミ
も探してみると面白いかもしれません。ちなみ

にドングリは渋みが
強いのでニホンリス
は好みませんよ。

スマトラオランウータンのアキ（メス）のあ
る1日の様子です。落花生をおつまみに何
か飲んでいるではありませんか！？まさか・・・！
まさかの・・・！！ビールではありませんよ！！！中身
は、はちみつジュースです。この写真だけ見
ると、お父さんの晩酌の様に見えますよね！
私だけですか！？（笑）
ただ、アキは毎日このおつまみとはちみつ

ジュースをもらえる訳ではありません。何故
なら、このような高カロリーなものを毎日も

らっていると、どんどんふくよかになってしま
いますよね。ですから、この様なものはたま
にあげます。何日置きとはではなく、サプライ
ズ的な意味合いを込めて不定期にあげて
います。こんな日は、この様なものを見せる
とアキは直ぐに催促の拍手やテンション
MAXの時の「ブゥ～、ブゥ～」という声を発

します（笑）。不定期にあげていますので、運
の良い方はご覧いただけるかと思います。

成熟したオスのコアラの胸元には黒っ
ぽく汚れたような部分が見られます。これは
臭腺（しゅうせん）と呼ばれるもので、におい
の強い分泌物が出ています。オスのコアラ
はこの部分を周りの木などにこすり付けて
においを残し、自分の存在やなわばりを示し
ていると言われています。
コアラのチャーリーは今年の秋に2歳に

なる男の子です。
コアラは2～3歳
で性成熟を迎えま
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【動物取扱業登録】
名称：名古屋市、事業所の名称：名古屋市東山総合公園、事業所の所在地：名古屋市千種区東山元町3-70、動物取扱業の種別：展示、登録番号：第0701027号、登録年月日：平成19年6月1日、登録の有効
期間の末日：平成2９年5月31日、動物取扱責任者：黒邉　雅実

　 物 園 長
の

エ ッ セ イ
植

リフォーム後のお部屋

のんびり横になってお休み中・・

以前のお部屋

バカンス中・・

昭和12年当時の温室

重要文化財温室（工事前）

東山植物園の温室は、本格的「西洋式温室」として公共施設として日本で現存する最古のもの（昭和１２年）

であり、重要文化財として平成１８年１２月に指定されています。当時の名古屋市建築課の一圓俊郎技手が最

新技術を用い設計した「我国最初期の鉄骨造構造温室建物、最初期の全熔接建造構造物」であることが重

要なポイントとなっています。

かつて植物園の主な役割は珍しい植物を一般の方々に見てもらうことが目的であり、開園当時から保存して

いた温室内の植物（インドゴムノキ、シンノウヤシ、マルハチ等）の来歴から当時の日本で採取可能な南方から苦

労して導入したものであろうと推測され、今では普通に見られる植物が当時大変貴重であったということを伺い

知ることができます。

西洋では、産業革命以降、世界各地に赴くことができるようになり、世界の珍しい物を持ち帰る、特に動植物

の採取を競いあうようになります。ヨーロッパにあるオランジェリーは、日照時間が短くビタミンなどが不足しやすい

ためにオレンジなどを栽培し寒さから守る施設が発達し、後の温室の原型となっていきます。また、植物を長期間

生きたまま運ぶウオードの箱（テラリウム）が考案されると世界各地の生きた植物が欧州に運ばれるようになり、

必然として、それらを暖かい環境で栽培する温室が発達していきます。

日本でも植物を寒さから守る温室のような「むろ」と呼ばれるものが存在していましたが、ヨーロッパから遅れる

こと半世紀、明治期になってガラスが入ってくるようになると温室が盛んに作られ、本格的なものが、小石川植物

園、新宿御苑、京都府立植物園、宝塚植物園（いずれも当時のものは現存せず）などに建設されその後の東山

植物園の温室へとつながっていきます。東山植物園の温室は、イギリス　キュー植物園のパームハウスやドイツ

ダーレム植物園のトロペンハウスなど当時の代表的な温室を手本としたといわれています。左右対称の均整の

取れた形は当時「東洋一の水晶宮」といわれていました。

現在この文化財温室は、修理工事を行っています。ようやく解体が終わり今年から調査しながら建設当時の

姿になるように慎重に復原していきます。長期間にわたりますが、建設当時の優美な姿を取り戻すのを楽しみに

お待ちください。

（植物園長　藤井　辰則）

動物園で唯一、来園者のみなさまのお膝の上に乗せて
触れ合うことのできる動物、モルモット。幼稚園や保育園
の遠足やファミリー層はもちろん、癒しを求めてか大人にも
大人気です。天気のよい土日祝日ともなれば行列のできる
賑わいです。

そんなモルモットたち、以前は金網の小部屋で暮らして
いましたが、怪我をしたり運動不足になったりと、健康面で
の心配がありました。

そこでモルモットの飼育環境の改善、ひいては来園者
のみなさまに、より元気なモルモットと触れ合っていただくた
めに、獣医師と飼育員が協力して獣舎のリフォームするこ
とになりました。
ご覧の通り、床面積をいっぱいに使うことで、１頭当りの
部屋の面積が格段に広くなりました。さらに足の怪我もな
くなり、おがくずと敷きわらのいい香りの中、ゆっくり休める
ようになりました。

疲れの見えるモルモットはふれあいのお仕事をお休みし
て、動物病院に隣接する非展示施設の草食獣舎で必要
なら獣医師の治療を受けながらしばらくすごします。そして
長期休暇の後、また皆様にお会いするためにこども動物
園に戻ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

（動物病院　田中　喜和子）
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植植物物管管 人人人理理 だだよよりり 東山植物園のレッドリスト植物 Vol.11

夏の植物園では、暑さのせいもあり花
数が減り、お客様も少なくなっていますが、
その暑い中でも頑張って花を咲かせてい
る植物があります。それらの植物を見られ
る一つの場所が、アメリカ産植物見本園
の中央階段付近です。北アメリカ原産多
年草のエキナセア プルプレア（ムラサキ
バレンギク）、そして花の咲き方（一重咲
き、八重咲き、スプーン咲き）の違う園芸品
種や、モミジの葉に似た葉を持つモミジア
オイ、そのモミジアオイの中でも珍しい白
花モミジアオイが涼しそうに咲いています。
その他にもアメリカ園では、アメリカ系のア
ジサイや、ラッパのような花のアメリカノウ
ゼンカズラなどの花も咲いています。夏の

暑い中頑張って咲いてる植物が、植物園
内にはたくさんあります。これから暑くなりま
す。熱中症に注意して、暑い中咲く花たち
を皆さん探してみて下さいね。

植物園温室のハワイアンハウスで、“グ
ネモンノキ”が初開花（H28.4.10）しました。
この植 物は裸 子 植 物で、グネツム目

（Gnetales）、グネツム科（Gnetaceae）、グ
ネツム属（Gnetum）のグネモン（gnemon）
という種です。学名で表記するとGnetum 

す。裸子植物でよく知られているマツやス
ギは雌雄同株（雌花と雄花が同じ株にあ
る）、ソテツなどは異株です。またマツやス
ギ、ソテツなどが針葉樹（葉が細い）、なの
に対し本種が広葉樹（葉が広い）なのも
植物の進化の中では面白いところです。
受粉の仕組みも裸子植物の多くが風媒

（風が受粉の手助けをする）なのに対し、
本種は虫媒（虫が受粉の手助けをする）だ
と言われています。

地球環境の変化と共に植物は裸子植
物や被子植物を誕生させますが、この種は
その中間の種であると考えられています。

gnemon L.（グネツム グネモン）となります。 
植物は種を残すために胞子や種子を使

います。裸子植物は種子植物（種子をつく
る植物）で、種子植物は裸子植物と、被子
植物に分けられます。
“グネモンノキ”の開花中の写真を見る

と「これが花？」と思うような地味な花です
が、雄花であることが確認できました。この
種は雌雄異株で、雌株と雄株があります。
開花した株は雄花が咲いたので雄株で

さ１ｍ前後の多年草で、茎はツル状に伸び、葉は卵形で互生します。
スズカケソウは園芸植物として江戸時代から知られていて、花序の連なった姿が、山伏の鈴懸に似ているので鈴懸草

の名がありますが、日本国内では自生地と認められる場所が非常に少ない状況もありレッドリストの中でも絶滅危惧ＩＡ類に
なっています。

頃には、写真のように葉の付け根に小さな花が集まって咲き、緑の中に青紫色を魅せてくれます。
東山植物園では宿根草園に展示しています。暑い時期ですが、是非、当園にお越しください。　

（植物園　木口　将綱）
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植植物物管管 人人人理理 だだよよりり 東山植物園のレッドリスト植物 Vol.11
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木っとZOOM

今後は、修理工事後の温
室に戻る計画づくりや、再度
の移植準備を、少しづつ進め
てまいります。

ベンガルヤハズカズラ (H26.11.16) オガサワラビロウ (H27.2.28) オビレハリクジャクヤシ (H27.3.31)

保管温室公開イベント

ブッドレア (H28.4.10) カラタネオガタマ (H28.4.10)

フタゴヤシ (H27.10.2) ピンポンノキ (H28.4.10)

重要文化財温室の植物たち
1937年（昭和12年）の開園と同時に東山植物園温室（前館）はオープンしました。「東洋一の水晶宮」と称され、

その後に増設された温室群（後館）を従え、現在も東山植物園の象徴です。日本国内に残っている公共の温室として
は最も古く、国の重要文化財に指定されています。

建設から70年以上経ち鉄骨の傷みも激しくなったため保存修理工事が行われることとなり、平成２５年秋までに植
物の引っ越し（移植）をしました。

大きな植物たちは、バックヤードの保管温室に移っていま
す。残念ながら枯れてしまった種や、調子が良くない種もありま
すが、多くの植物は現在も元気です。

普段は、ご覧いただけないのでのですが、‘春まつり’や、‘秋
まつり’に、短時間ではありますが保管温室の公開イベントを
行っています。これまでに、ご覧いただいたお客様もおられると
思いますが、今後も公開イベントを開催していきたいと考えて
いますので、ぜひご参加ください。

残念なのは、植物の開花や結実などは、イベントのタイミン
グにあわせてくれないこと。少しですが、写真でご紹介させてい
ただきます。

日当たりの良い湿地に生育するラン科カキラン属の多年草。
カキラン（柿蘭）という名前の由来は花の色によるものです。
30～70cmほどに高く伸び、黄褐色の花を茎の先に10ほど総

状につけ、下から開花してゆきます。花の唇弁には紅紫色の模様
があります。

別名としてスズランといわれることもある様ですが、これはつぼみ
の時の花形が鈴に似ているからで、白く小さな花をつけるユリ科の
スズラン（鈴蘭）とは全く別物です。

ラン科サギソウ属の日当たりの良い湿地に生えるランの一種。
高さ30～40cmほどの茎を1本直立し、その先に1～4個の花を

つけます。
サギソウ（鷺草）という名前は、白鷺が羽を広げたような花の形を

していることに由来します。園芸目的でも栽培されており、その歴史
は古く、江戸時代前期には栽培されていたと言われています。

現在では生息地の開発と濫獲から、各地で個休数や生息地の
減少が進み、環境省のレッドリストで準絶滅危惧種に登録されてい
ます。

山野の湿地に生えるミソハギ科ミソハギ属の多年草。
茎は直立して高さ１ｍ前後になり、花は葉のわきに３～５個集まっ

て穂状につきます。
ミソハギは禊萩と書き、旧暦のお盆の頃に咲く花を盆花として仏

前に供えられたことからその名がついたと言われています。そのため
「盆花」「精霊花」などの別名もあります。

千屈菜（せんくつさい）と呼ばれ、下痢止めとして利用されることも
あるそうです。
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◆開花時期は昨年の開花状況を基準に掲載しています。気候によりずれることがあります。

植物園 夏の湿地園

ミソハギ（禊萩）
【７～８月／湿地園】

カキラン（柿蘭）
【６月～７月／湿地園】

サギソウ（鷺草）
【７月～８月／湿地園】

の夏
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