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東山動植物園の古代池付近には、開園翌年の1938年
に作られたブロントサウルス、トリケラトプス、イグアノドンの３
体の恐竜像があります。鉄筋コンクリートで造り上げられてお
り、その造形から当時の職人の技術の高さがうかがえます。
３体のうち、傷みの激しかったイグアノドン、ブロントサウル
スの修理を行いました。コンクリート基礎の大型化、表面のひ
び割れや内側の補修などのほか、イグアノドンの落ちかけた
腕の補修を行い、建設当時を彷彿とさせる姿によみがえりま
した。
また、恐竜像の修理と合わせて整備した広場では、３体の
恐竜像を背景に写真撮影をしたり、ベンチで休憩しながら恐
竜像をご覧いただけます。
東山動植物園の写真スポットとして、また世代をつなぐ
憩いの場として皆さんに恐竜像を楽しんでいただきたいと
思います。
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シドニーのタロンガ動物園開園１００周年・姉妹動物園提携20周年を記念して素敵なプレゼントが届きま

した。それは東山動物園の誇る人気動物コアラの新しい個体です。その名も“マックス”。まだ4歳になったば

かりの若いコアラで、男の子らしくとても活発で元気いっぱいの姿を見せてくれています。人間でいうと25歳

くらいの青年といった年齢でしょうか。

マックスのふるさとであるシドニーのタロンガ動物園は、昨年の10月に開園100周年を迎えました。今年

開園80周年の東山動物園よりさらに歴史のある、オーストラリアを代表する動物園です。そのタロンガ動物

園と東山動物園は１９８４年のコアラ来園をきっかけに、１９９６年に姉妹動物園提携を締結しました。それか

ら２０年間、途切れることなく動物交流やスタッフ交流を重ね、現在も温かい友好関係を続けています。

現在、国内でコアラを見ることのできる動物園は８つあります。ピーク時には全国に１００頭近くいたコアラ

も、現在は５０頭以下に減少し、昨年はついに絶滅危惧種（国際自然保護連合：IUCN）に指定されました。

そんな中で、オスのコアラの来園はここ東山では7年ぶりとなります。日本語訳で“マックス”は「最大に大き

い」とか「最大に多い」という意味があります。名前にあやかって、イケメンコアラ(！？)として大きな存在感を示し、

さらに多くの子孫を残すことで、種の保存にも貢献してくれることを期待しています。

（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

恐竜像の修理が完了しました

表紙／アカメアマガエル　Agalychnis callidryas 

メキシコ南部からパナマにかけての熱帯雨林や二次林に生息する樹上性のカエルです。夜行性で日中は葉に隠れて休んでいます。北園自然動物館2階で飼育展示しています。 
（撮影・文／内藤　仁美）

裏表紙／キキョウ　Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.
秋の七草のひとつで、万葉集に「朝顔（あさがほ）」の名で登場していますが、今ではほとんど自生していないといわれています。７月から８月ごろに花が見られます。

（文／早瀬　晴菜）

（撮影／再生整備係　宮原　卓也・文／再生整備係　森下　隆志）

よくとし

てっきん

いた

きそ

うで ほうふつ

せいび

さつえい きゅうけい

らん

いこ

かく しいくてんじ

きょうりゅうぞう かんりょう

はげ

わ

すがた

みな

ほしゅう

ほこ

すがた

ねんれい

むか

ていけつ

とぎ

ぜつめつきぐしゅ

そんざいかん

ていけい

さい

ほぞん

すてき

こうけん

とど

　 物 園 長
の

エ ッ セ イ
100th&20th記念動動 物 園動 物 園

アニまるっとZOOM



東山動植物園の古代池付近には、開園翌年の1938年
に作られたブロントサウルス、トリケラトプス、イグアノドンの３
体の恐竜像があります。鉄筋コンクリートで造り上げられてお
り、その造形から当時の職人の技術の高さがうかがえます。
３体のうち、傷みの激しかったイグアノドン、ブロントサウル
スの修理を行いました。コンクリート基礎の大型化、表面のひ
び割れや内側の補修などのほか、イグアノドンの落ちかけた
腕の補修を行い、建設当時を彷彿とさせる姿によみがえりま
した。
また、恐竜像の修理と合わせて整備した広場では、３体の
恐竜像を背景に写真撮影をしたり、ベンチで休憩しながら恐
竜像をご覧いただけます。
東山動植物園の写真スポットとして、また世代をつなぐ
憩いの場として皆さんに恐竜像を楽しんでいただきたいと
思います。

動物病院日誌　vol.41
「大切な動物たちのその後」０６

植物園
「夏の花だより」

植物園トピックス
「「おはなししょくぶつえん」開催しました！」

１０
１1

飼育だより０４

東山植物園のレッドリスト植物Vol.12
「マメナシ」０９飼育レポート

「オオアリクイの餌の改善の試み」０２

植物管理人だより０８動物園長のエッセイ
「100th＆20th記念」０１

植物園長のエッセイ
「これからの時期におもしろい植物」０７動物園トピックス

「恐竜像の修理が完了しました」00
Contents

シドニーのタロンガ動物園開園１００周年・姉妹動物園提携20周年を記念して素敵なプレゼントが届きま

した。それは東山動物園の誇る人気動物コアラの新しい個体です。その名も“マックス”。まだ4歳になったば

かりの若いコアラで、男の子らしくとても活発で元気いっぱいの姿を見せてくれています。人間でいうと25歳

くらいの青年といった年齢でしょうか。

マックスのふるさとであるシドニーのタロンガ動物園は、昨年の10月に開園100周年を迎えました。今年

開園80周年の東山動物園よりさらに歴史のある、オーストラリアを代表する動物園です。そのタロンガ動物

園と東山動物園は１９８４年のコアラ来園をきっかけに、１９９６年に姉妹動物園提携を締結しました。それか

ら２０年間、途切れることなく動物交流やスタッフ交流を重ね、現在も温かい友好関係を続けています。

現在、国内でコアラを見ることのできる動物園は８つあります。ピーク時には全国に１００頭近くいたコアラ

も、現在は５０頭以下に減少し、昨年はついに絶滅危惧種（国際自然保護連合：IUCN）に指定されました。

そんな中で、オスのコアラの来園はここ東山では7年ぶりとなります。日本語訳で“マックス”は「最大に大き

い」とか「最大に多い」という意味があります。名前にあやかって、イケメンコアラ(！？)として大きな存在感を示し、

さらに多くの子孫を残すことで、種の保存にも貢献してくれることを期待しています。

（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。

1

2

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

恐竜像の修理が完了しました

表紙／アカメアマガエル　Agalychnis callidryas 

メキシコ南部からパナマにかけての熱帯雨林や二次林に生息する樹上性のカエルです。夜行性で日中は葉に隠れて休んでいます。北園自然動物館2階で飼育展示しています。 
（撮影・文／内藤　仁美）

裏表紙／キキョウ　Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.
秋の七草のひとつで、万葉集に「朝顔（あさがほ）」の名で登場していますが、今ではほとんど自生していないといわれています。７月から８月ごろに花が見られます。

（文／早瀬　晴菜）

（撮影／再生整備係　宮原　卓也・文／再生整備係　森下　隆志）

よくとし

てっきん

いた

きそ

うで ほうふつ

せいび

さつえい きゅうけい

らん

いこ

かく しいくてんじ

きょうりゅうぞう かんりょう

はげ

わ

すがた

みな

ほしゅう

ほこ

すがた

ねんれい

むか

ていけつ

とぎ

ぜつめつきぐしゅ

そんざいかん

ていけい

さい

ほぞん

すてき

こうけん

とど

　 物 園 長
の

エ ッ セ イ
100th&20th記念動動 物 園動 物 園

アニまるっとZOOM



オオアリクイの餌の改善の試み

はじめに
オオアリクイは名前のとおりアリやシロアリを主食とし、中央から南アメリカに生息するアリクイの仲間の中でも一

番大きい種です。たくさんのアリやシロアリを採食するために約60cmもの長い舌を持つとてもユニークな動物です。
野生下のオオアリクイは1日に3万～5万匹ものアリやシロアリを採食していると言われていますが、飼育下

で同じ餌を用意することは難しいため、代用食が検討されてきました。

東山動物園にいるオオアリクイ
東山動物園では現在4頭のオオアリクイが飼育されています。

オオアリクイの餌のこれまで（アリ食は肉食！？）
動物は大まかに肉食動物、草食動物、雑食動物に分けられます。私も今まで担当した動物を考えてみても、

シマウマ…草食だな、草をあげよう、トラ…肉食だな、肉をあげようというように考えてきました。では、オオアリクイ
はどうでしょう？アリを食べるから肉食でしょうか？？初期のオオアリクイのエサは馬肉やドッグフードなどが主体の
肉食動物向けの内容となっていました。口がとても小さく、歯も生えていないオオアリクイでも食べることのでき
るように、ミキサーでお粥状にしたものが給餌されていました。しかし、この初期の餌はオオアリクイにとって「消
化しやすすぎて」便がゆるくなってしまうなどの健康上の問題があることも分かってきました。アリが食べた植物
に含まれる繊維質やアリの外骨格に含まれるキチン質を摂取することで、餌が消化管の中でゆっくりと進み
しっかり消化される助けとなることがわかり、オオアリクイはただの肉食動物ではなく、繊維質やキチン質も必要
とするちょっと変わった肉食動物であることが分かってきました。そこで木の葉を食べるサル用のペレット（配合
飼料）とキャットフードを混ぜてお粥状にした餌が使用されるようになりました。当園でも2008年にアメリカから
導入したエミがその餌を食べていたので、当時からその餌へ切り替えていました。しかし、この餌もサル用ペレッ
トに含まれる糖分が高く、糖尿病や軟便の原因になるなどの問題が指摘され、現在は虫を食べる動物用のペ
レット（食虫動物用ペレット）が推奨されています。東山動物園のオオアリクイにおいても軟便傾向があったの
で、この食虫動物用ペレットを試してみることにしました。

新しい餌に挑戦！！
2016年4月から3か月ほどかけて、サル用ペレット中心の餌から食虫動物用ペレットへの切り替えを試みました。

実は意外と餌の味にうるさいオオアリクイ達ですが、食虫動物用ペレットはおいしい様子で、皆よく食べてくれるよう

になり、エミ以外は最終的にお粥状ではなく、顆粒状のままでも食
べるようになりました。また、気になっていた軟便傾向ですが、完全
に良くはなりませんでしたが、以前のような泥状の軟便や下痢にな
ることはなくなりました。食虫動物用ペレットの栄養成分比はサル用
ペレット中心の餌に比べ野生のシロアリの栄養成分比に近く、不
足しているタンパク質（粗タンパク質）や繊維質（酸性デタージェン
ト繊維）もそれぞれ肉類やピートモス（泥炭）を用いて強化することが
できることも分かりました。

食べているのはアリだけじゃない！？
野生のオオアリクイは、シロアリを食べる際、シロアリだけを選んで食べる事は難しく、

アリ塚も一緒に食べていると言われています。歯のないオオアリクイは、摂取した砂や
アリ塚などとシロアリを筋肉質な胃の中で撹拌させ、シロアリをすりつぶして消化してい
ると言われていて、砂などを摂取することもオオアリクイにとって大切なことのようです。
飼育下でも積極的に砂を食べている様子が見られますが、砂を食べすぎたことによる
便秘や体調不良などになってしまうこともありました。今後は運動場の材質に気を配っ
たり、必要以上に砂を摂取しないようにする工夫も必要であることが分かりました。

オオアリクイにとっての「おいしい！」って？
皆さんはアリを食べたことがありますか？せっかくなので、試しにア

リを食べてみたところ、アリはすっぱいことがわかりました。これはアリ
に含まれる蟻酸のためではないかと思います。そのためか、オオアリ
クイたちもすっぱいものが大好きです。オレンジなどの柑橘類に始ま
り、最近ではリンゴ酢もおいしそうに舐めることがわかりました。他に
もササミや馬肉などの肉類、卵、カブトムシの幼虫やミミズ、乳酸菌
飲料など様 な々好物を見つけることができました。従来のお粥状の
餌は時間が経つと固まってしまい、オオアリクイが食べられなくなっ
てしまっていましたが、今回切り替えた食虫動物用ペレットや柑橘
類、肉類、リンゴ酢などは時間が経過してもオオアリクイがおいしく
食べる事ができるので、採食エンリッチメントの幅も広げることがで
き、必要以上に砂を食べてしまう問題の解決にもつなげることがで
きるのではないかと期待しています。

まだまだ途中段階のオオアリクイの餌の改善ですが、オオアリクイ達は知れば知るほどユニークな一面を見せて
くれます。今回、たくさんのアドバイスや情報提供をして頂いたオオアリクイ飼育園館の皆さまや研究者の方々、そ
して動物園の先輩後輩方にこの場を借りてお礼申し上げます。オオアリクイ達に毎日3万匹ずつのアリを用意し
てあげることは出来ませんが、彼らが少しでもアリクイらしく生き生きと生活することが出来るように、これからも工夫
していきたいと思います。

（飼育第二係１班　武田　梓・近藤　裕治）

（オオアリクイがアリを食べることについて、もう一度考えてみました！）
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新しい餌に挑戦！！

▲おいしそうにオレンジを舐めるさん平
　（大きな爪をオレンジに刺して上手に持っています）

運動場の砂を食べるアイチ
（今年4月に江戸川区自然動物園へ
移動したアントとエミの第2子です）

エミとその背中に乗っているさん平（2015年撮影）

▲リンゴ酢も
　おいしい！

名前

アント

サビオ

エミ

さん平

性別

オス

オス

メス

オス

生年月日

1993/1/31

2003/5/29

2007/6/13

2014/12/25

東山アリクイファミリーのお父さん。

日本最高齢で白髪も混じってきて、毛も薄くなってきました。
ま うすしらがにほんさいこうれい

こうほ

ごうかい

新お父さん候補として昨年イギリスから来園してきました。
名前の「サビオ」はスペイン語で救世主の意味だそうです。
お母さん。マイペースでおっとりしているように見えますが、
しっかり子育てしてくれます。
アント、エミ夫婦の第3子。
まだまだ元気があり余っていて豪快な水浴びが人気です。
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オオアリクイの餌の改善の試み

はじめに
オオアリクイは名前のとおりアリやシロアリを主食とし、中央から南アメリカに生息するアリクイの仲間の中でも一

番大きい種です。たくさんのアリやシロアリを採食するために約60cmもの長い舌を持つとてもユニークな動物です。
野生下のオオアリクイは1日に3万～5万匹ものアリやシロアリを採食していると言われていますが、飼育下

で同じ餌を用意することは難しいため、代用食が検討されてきました。

東山動物園にいるオオアリクイ
東山動物園では現在4頭のオオアリクイが飼育されています。

オオアリクイの餌のこれまで（アリ食は肉食！？）
動物は大まかに肉食動物、草食動物、雑食動物に分けられます。私も今まで担当した動物を考えてみても、

シマウマ…草食だな、草をあげよう、トラ…肉食だな、肉をあげようというように考えてきました。では、オオアリクイ
はどうでしょう？アリを食べるから肉食でしょうか？？初期のオオアリクイのエサは馬肉やドッグフードなどが主体の
肉食動物向けの内容となっていました。口がとても小さく、歯も生えていないオオアリクイでも食べることのでき
るように、ミキサーでお粥状にしたものが給餌されていました。しかし、この初期の餌はオオアリクイにとって「消
化しやすすぎて」便がゆるくなってしまうなどの健康上の問題があることも分かってきました。アリが食べた植物
に含まれる繊維質やアリの外骨格に含まれるキチン質を摂取することで、餌が消化管の中でゆっくりと進み
しっかり消化される助けとなることがわかり、オオアリクイはただの肉食動物ではなく、繊維質やキチン質も必要
とするちょっと変わった肉食動物であることが分かってきました。そこで木の葉を食べるサル用のペレット（配合
飼料）とキャットフードを混ぜてお粥状にした餌が使用されるようになりました。当園でも2008年にアメリカから
導入したエミがその餌を食べていたので、当時からその餌へ切り替えていました。しかし、この餌もサル用ペレッ
トに含まれる糖分が高く、糖尿病や軟便の原因になるなどの問題が指摘され、現在は虫を食べる動物用のペ
レット（食虫動物用ペレット）が推奨されています。東山動物園のオオアリクイにおいても軟便傾向があったの
で、この食虫動物用ペレットを試してみることにしました。

新しい餌に挑戦！！
2016年4月から3か月ほどかけて、サル用ペレット中心の餌から食虫動物用ペレットへの切り替えを試みました。

実は意外と餌の味にうるさいオオアリクイ達ですが、食虫動物用ペレットはおいしい様子で、皆よく食べてくれるよう

になり、エミ以外は最終的にお粥状ではなく、顆粒状のままでも食
べるようになりました。また、気になっていた軟便傾向ですが、完全
に良くはなりませんでしたが、以前のような泥状の軟便や下痢にな
ることはなくなりました。食虫動物用ペレットの栄養成分比はサル用
ペレット中心の餌に比べ野生のシロアリの栄養成分比に近く、不
足しているタンパク質（粗タンパク質）や繊維質（酸性デタージェン
ト繊維）もそれぞれ肉類やピートモス（泥炭）を用いて強化することが
できることも分かりました。

食べているのはアリだけじゃない！？
野生のオオアリクイは、シロアリを食べる際、シロアリだけを選んで食べる事は難しく、

アリ塚も一緒に食べていると言われています。歯のないオオアリクイは、摂取した砂や
アリ塚などとシロアリを筋肉質な胃の中で撹拌させ、シロアリをすりつぶして消化してい
ると言われていて、砂などを摂取することもオオアリクイにとって大切なことのようです。
飼育下でも積極的に砂を食べている様子が見られますが、砂を食べすぎたことによる
便秘や体調不良などになってしまうこともありました。今後は運動場の材質に気を配っ
たり、必要以上に砂を摂取しないようにする工夫も必要であることが分かりました。

オオアリクイにとっての「おいしい！」って？
皆さんはアリを食べたことがありますか？せっかくなので、試しにア

リを食べてみたところ、アリはすっぱいことがわかりました。これはアリ
に含まれる蟻酸のためではないかと思います。そのためか、オオアリ
クイたちもすっぱいものが大好きです。オレンジなどの柑橘類に始ま
り、最近ではリンゴ酢もおいしそうに舐めることがわかりました。他に
もササミや馬肉などの肉類、卵、カブトムシの幼虫やミミズ、乳酸菌
飲料など様 な々好物を見つけることができました。従来のお粥状の
餌は時間が経つと固まってしまい、オオアリクイが食べられなくなっ
てしまっていましたが、今回切り替えた食虫動物用ペレットや柑橘
類、肉類、リンゴ酢などは時間が経過してもオオアリクイがおいしく
食べる事ができるので、採食エンリッチメントの幅も広げることがで
き、必要以上に砂を食べてしまう問題の解決にもつなげることがで
きるのではないかと期待しています。

まだまだ途中段階のオオアリクイの餌の改善ですが、オオアリクイ達は知れば知るほどユニークな一面を見せて
くれます。今回、たくさんのアドバイスや情報提供をして頂いたオオアリクイ飼育園館の皆さまや研究者の方々、そ
して動物園の先輩後輩方にこの場を借りてお礼申し上げます。オオアリクイ達に毎日3万匹ずつのアリを用意し
てあげることは出来ませんが、彼らが少しでもアリクイらしく生き生きと生活することが出来るように、これからも工夫
していきたいと思います。

（飼育第二係１班　武田　梓・近藤　裕治）

（オオアリクイがアリを食べることについて、もう一度考えてみました！）
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▲おいしそうにオレンジを舐めるさん平
　（大きな爪をオレンジに刺して上手に持っています）

運動場の砂を食べるアイチ
（今年4月に江戸川区自然動物園へ
移動したアントとエミの第2子です）

エミとその背中に乗っているさん平（2015年撮影）

▲リンゴ酢も
　おいしい！
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オス
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東山アリクイファミリーのお父さん。

日本最高齢で白髪も混じってきて、毛も薄くなってきました。
ま うすしらがにほんさいこうれい

こうほ

ごうかい

新お父さん候補として昨年イギリスから来園してきました。
名前の「サビオ」はスペイン語で救世主の意味だそうです。
お母さん。マイペースでおっとりしているように見えますが、
しっかり子育てしてくれます。
アント、エミ夫婦の第3子。
まだまだ元気があり余っていて豪快な水浴びが人気です。
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ピートモス煮沸中

巣材

ミイロヤドクガエル

キンスジアメガエル

今年も名古屋千種ボーイスカウトによ
る環境教育の一環として、ユーカリ植栽
体験会が行われました。

当日の朝まで雨が降る
あいにくの空模様の中、
子どもたちと保護者合わ
せて約60人の参加があ

りました。当初予定していた場所が雨の
影響で使えなくなり、予定より半分程度の
面積での体験会となってしまい少し残念
でしたが、子供たちは元気よく植え付けを
してくれました。
今回でこの体験会も10回目の開催と

なり、初期に体験した子どもが今回はリー
ダーになって参加してくれました。これから
も、10年20年と続くような実りある体験会
にするため、頑張っていきたいと思います。

春先の４月頃からコアラ舎前のインコ
舎で、「アオキコンゴウインコがいない」と
いう声をよく聞きます。実際アオキコンゴウ
インコの鳥舎を見てみると、確かにどこに
も見当らないことが多々あります。

逃げた。

なんていうことはもちろんありません。
向かって右奥にある巣箱にこもってい

るんです。この季節はアオキコンゴウイン
コにとって繁殖期で、巣箱で卵の
世話をしていたんですね。
それから、隣にいるミドリコンゴ

ウインコも繁殖期を迎えて姿が見

えなくなることが多くなると思いますが、
そっと耳を澄まし
て巣箱を意識し
てみてください。
インコたちの息
づかいが聞こえ
てくるかもしれま
せんよ。

自然動物館両生類コーナーでは、80周
年記念事業が始まった3月18日から、新た
にヤドクガエル類とキンスジアメガエルの展
示を行いました。ヤドクガエルはキオビヤドク
ガエル、アイゾメヤドクガエル、マダラヤドク
ガエル、ミイロヤドクガエルの4種です。ヤド
クガエルの仲間は、繁殖するために鳴くこと
も多く、鳴き声を聞くこともできます。運がよ
ければ卵も見ることができます。キンスジア
メガエルはオーストラリアの固有種で、絶滅

危惧種です。しかし、ニュージーランドに帰
化しているので、日本で入手できる個体は
おそらくニュージーランド産まれの個体か、そ
こから来た個体が繁殖した個体です。日本
のトノサマガエルくら
いの大きさのカエル
で、生態もよく似て
います。しかし、分類
は近いわけではな
く、オーストラリアに
多く生息しているア
メガエル科（アマガ
エル科ではない）の
仲間です。

4月末現在、真ん中の一番大きな部屋
でココ、ティリー、ホリーのメス3頭が同居し
ています。

繁殖、運動不足の
解消、社会性向上を
目標にメス3頭を同居
させることにしました。
繁殖のために、3月に
オーストラリアから来
たオスのマックスも同
居させる予定です。同
居させる前に、逃げた
り、居場所を作るため
の横木を増やしたり、

餌を入れるためのポットを用意したりと、準
備は大変でした。メス3頭を同居し始めたと
きはケンカをすることも多かったのですが、
準備の甲斐もあってか、それも1週間ほどで
落ち着きました。現在は１つのユーカリを分
け合って食べるなど、お互いに慣れてきて
いるようです。
動きも豊かになっていますので、ぜひコ

アラ舎で同居しているコアラたちを見に来
てくださいね！

ぐつぐつ。寸胴の中身は何かって？トカ
ゲの尻尾、コウモリの羽・・・ヒッヒッヒ。
ウソです。ピートモスを煮沸消毒していま
す。水のｐｈ値を酸性にする時にも使います
が、これは巣材に使うために煮ています。
メダカの仲間は主に水草に卵を産みつ
けますが、泥の中に卵を産むものもいま
す。でも泥だと維持や交換、掃除の最中
に濁ったりと、手入れが大変。
中でも雨季・乾季のある場所に棲む魚

は、水が干上がった乾季の環境を再現し
ないと、卵がうまく孵りません。そんな時も
これなら濁りも少なく、取り出しや乾燥が
容易です。

一度煮てこなれたピートモスは、産卵時
や孵った稚魚達の隠れ家にもなります。
身を隠す場所があるのとないのとでは、魚

の落ち着きも違い
ます。
繁殖のための大

事な準備なのです。

80周年記念事業の一環でインドサイ
の観覧デッキが新しくできました。同時に
ブンタが水浴びをできるプール…ではなく
泥場も新しくなりました。インドサイは野生
下では沼地のある場所を好むためか、ここ
最近は毎日のように泥場に入っています。
最初は泥浴びの勢いが激しく、しぶきがお
客さんのほうへ飛んでいくということもあり
ましたが、今は朝食を食べたあとにゆっくり
泥場に入り、時に潜ったりコンクリートのス

テップにあごをかけたりしながら、昼前頃ま
で寝ています。まるで温泉に入っているよ
うで、見ていると気分が癒されます。湯上り
…ではなく泥あがりのあとは、天気が良い
と日光浴をしながらお昼寝です。泥は皮膚
の乾燥防止や虫よけのはたらきもしてくれ
ます。

開園直後くらいが見どころだと思いま
す、是非ごらんくだサイ。

飼育第二係2班
藤谷　武史

飼育第二係３班
加賀谷　優子

飼育第一係2班
山田　知香

飼育第一係1班
渡辺　敬一

飼育第一係３班
小野　有宏

飼育第一係４班
米川　安弘

両生類の
ニューフェイス

一緒に暮らし
始めました

アオキコンゴウ
インコがいない？

鍋の中身は・・・。ブンタ君の日課
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こから来た個体が繁殖した個体です。日本
のトノサマガエルくら
いの大きさのカエル
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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34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

②専門業者が標本化処置を施し・・

ムシトリスミレ モウセンゴケ

ウツボカズラ ミミカキグサ

ハエジゴク

③手動のクレーンで吊り上げ、頑丈な鉄骨の支えを
　使って骨を組み立て・・

④皆さんの前で「骨トーク」

①掘り出して・・・

アフリカゾウのチーは1983年3月に現在のアドベン

チャーワールドより来園しました。来園してすぐに屋内運

動場から空堀に転落して牙を折るというアクシデントは

ありましたが、その後2009年6月に亡くなるまで動物園

の人気者として来園者を楽しませてくれました。

・・・と、話はここで終わりません。園の動物たちはとても

貴重な存在なので、亡くなった後は骨格標本にするなど

してできるだけ資料として残すようにしています。遺体は

病理解剖ののち、水に漬けてきれいに肉などを除去した

後、乾燥させて標本とします。でも、ゾウなどの大型の動

物を漬けることができるほどの大きな水槽を用意するの

はとても難しいので、動物園の敷地内に埋葬して、微

生物に綺麗にしてもらい、数年後掘り起こすという作業

をします。チーは約4年埋められていました。

ゾウの骨格重量は体重の25％と言われています。生

前の推定体重が約5000kgのチーの場合、骨の重量は

約1250kgになりますが、標本化のために乾燥させたの

で、さらに半分の580kgになりました。長期間埋められて

いたにもかかわらず、舌骨1つ以外はすべての骨がそ

ろっています。その数およそ250。頭蓋骨や腰の骨、尾

椎など細かく数えると教科書的には340個前後にもなり

ます。チーの場合、転落事故の影響で右後肢足首に変

形が見られ、太さも左後肢とだいぶ違うなどの特徴があ

ります。

現在、チーの骨格標本は動物会館にて常設展示さ

れています。ご来園の際はぜひお立ち寄りになり、その

大きさを実感してください。

（動物病院　田中　喜和子）

東山動植物園８０周年記念事業には、ご来園をいただきましてありがとうございました。数々のイベント等

を通じ、世界や日本の植物の多様性の紹介展示、歴史を振り返る催事等により自然に親しみ、楽しんでい

ただけるよう努力してまいりました。

これを期に、今後とも市民の皆様に一層親しまれ続けて、未来に繋がる持続可能な地域の環境を守り

育ててまいりたいと願っております。

６月に入り、暑い季節にピッタリなサボテンを再導入いたしました。今までご覧いただいていました最大の

サボテンであるベンケイチュウが残念ながら衰弱枯死していましたが、新しく大きな株を入手できました。植え

込みには大変手間取りましたが、見上げるような大サボテンを是非ご覧ください。

この時期ならではの植物として、お子さんに大人気の食虫植物があります。虫を捕らえ消化してしまう植

物のことです。こういった植物の特性は、雨水が地面の表面を流れてしまう湿地などのやせていて水や地面

から栄養を取れない厳しい環境で育つために備わったものです。某テレビ番組で有名になったウツボカズラ

の仲間やサラセニアなど、葉っぱなどが筒状になって落とし穴式になったものや、ムシトリスミレやモウセンゴ

ケなどねばねばの粘液でくっつけてしまうもの、ミミカキグサやタヌキモなど小さな袋の入口に虫が触れると急

に膨らんで吸い込むもの、ハエジゴクなど葉っぱの毛に虫が触れると急に閉じて挟み込むものなど、いろいろ

なやり方で虫をキャッチしています。生息している環境によって形態や性質が変化していて大変おもしろく観

察できます。東山植物園では、昭和４０年にウツボカズラを収集家から寄贈して頂いたものを核としてコレク

ションの充実に努めています。是非、学校の夏休みの自由研究などの題材に利用してください。

（植物園長　藤井　辰則）

大切な動物たちのその後
これからの時期におもしろい植物
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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.12

ヤマブキ（Kerria japonica バラ科ヤマ
ブキ属）は、別名ジャパニーズ・ローズと呼
ばれ日本を代表する花です。「万葉集」に
多く記載されているように昔から和歌に詠
まれ『源氏物語』では美しい娘の玉鬘に例
えられたり、『徒然草』では「ヤマブキの花の
清げな風情が捨てがたい」とも記載された
りするほどの花なのです。当植物園、早春
の小道に「厚見王（あつみのおおきみ）」の
歌が看板に書かれ、「河鹿（かじか）が鳴く
神奈備川（かむなびかは）に影を映して、今
頃咲いているだろうか、あの山吹の花が」と
詠まれています。
ヤマブキの特徴は落葉低木で、前年枝

から短く伸びた枝先に山吹色の花を咲か

せます。葉は茎に互生
し、一重咲き品種は花
弁が５枚の花を咲か
せ、枝先に５つ集まっ
てつく果実（痩果）は
暗褐色に熟します。八
重咲き品種は実をつ
けません。地際から緑
色の茎を叢生させますが、茎は３～４年で
褐色に木質化して枯れてしまうため、古く
なったものを間引きしてやると花がよく咲く
ようになります。
武家屋敷門付近にシロヤマブキ

（Rhodotypos scandens バラ科シロヤマ
ブキ属）があります。ヤマブキとは別種で、葉
は対生、花弁はバラ科には珍しく４枚で、枝
先に黒く熟す果実は４個集まってつく違い
があります。花の時期は過ぎましたが寒さが
来るころは実を楽しんでください。

東山動植物園が今年で80周年を迎え
る事ができたのは来園者の皆様はじめ多く
の方々のたまものです。
そして80年の歴史の
中において昭和62年
の開園50周年を記念
したベンケイチュウの寄
贈が来園者の感動を
呼び記憶に残されてい
ます。しかし、徐々に生
育不良となり枯れてしま
いました。そこで節目と
なった今年、新しい株を
導入できる運びとなりま
した。

の議論を重ねました。生育不良の要因の
一つと考えられた排水は改善され、土壌改
良として30年前の資料を基に約１㎥の土
を入替えました。運搬の際には5.4ｍのベン
ケイチュウをサガロ温室に入れる方法を考
えたり、重さ500㎏のベンケイチュウを支え
る台車の作成や植替え、鉢上げをおこなっ
たりしました。立て起こしは今までにない規
模での作業であるため、シミュレーションを
重ね何度も練り直し、普段の作業でも使用
されている道具、資材を使って安全な作業
方法を模索しました。イベントでは10人以
上のスタッフで挑みました。是非サガロ温
室に足を運んで頂き植え込まれたベンケイ
チュウを見て再び感動していただければと
思います。

ベンケイチュウは、アメリカ南部～メキシ
コにかけて広がるソノラ砂漠にそびえたち、
過酷な環境の中で150年、200年かけて
ゴマ粒程の種から最大で20ｍになる最大
級のサボテンです。5月16日にベンケイ
チュウを植え込むイベントがおこなわれ、皆

さんへのお披露目となり
ました。高さは5.4ｍ、直
径40㎝、重さ（推定）
500㎏、その大きさ、姿、
植え込む様子は新たに
始まる感動となって来園
者の方々の記憶に残る
ことと思います。
今回のイベントには半
年以上前から排水状況、
土壌改良、運搬、建て起
こし方法などスタッフが一
丸となり成功させるため

メナシは約1万年前の氷河期の生き残りと言われて
おり、湧き水のある湿地やため池の周辺など、水気

の多い土地に生育する樹木です。
マメナシは、伊勢湾周辺にまれに自生する落葉高木であり、三重県、愛知県、岐阜県にのみ自生し、自生の育成本数は約
350本程度といわれています。そのうち名古屋市内には、昭和区と守山区に生育しており、「なごやレッドデータブック
2015」では、絶滅危惧種ⅠＢに分類された市を代表する絶滅危惧種です。

内最大の自生地である守山区では地元活動団体の調査で151本の自生が確認されていますが、区画整理事業など
の宅地開発により緑の減少が進んでいるため、マメナシの生育地も減少しています。マメナシの花は4月上旬に咲き、

白色で直径2.5cmほど、果実は直径１㎝ほどになり黄褐色で、小さな皮目が多数あります。名前の由来は果実が小さいこと
から付けられました。　

（植物園　太田　幹夫）
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2017 環境省
レッドリスト

万葉集に多く記載
されているヤマブキ

ベンケイチュウ
（巨大な柱サボテン）の
導入

レッドリストとは、IUCN(国際自然保護連合)が刊行している、世界で絶滅の恐れが
ある野生生物種のリスト。各国の政府機関や地方自治体等で独自に作成している
同様のリストもレッドリストと呼ばれる。日本の環境省の第４次レッドリスト(2017年
3月)において、1,782種が絶滅の恐れのある植物種（維管束植物）として掲載。

マメナシ
分　類：バラ科

学　名：Pyrus calleryana Decne.

絶　　　　 滅 （EX/EXTINCT） 絶滅が確認された
野 生 絶 滅 （EW/EXTINCT IN THE WILD） 野生では絶滅した
絶滅危惧IA類 （CR/CRITICALLY ENDANGERD） 絶滅寸前の状態にある
絶滅危惧IB類 （EN/ENDANGERD） 絶滅する恐れが非常に高い
絶滅危惧Ⅱ類 （VU/VULNERABLE） 絶滅の恐れが高い
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動かないからこそ、生きるために多様な進化を遂げてきた植物たち。今回はそんな中からこの時期に見られる
ちょっと変わった植物をご紹介します。
まるで緻密に作られた工芸品のような、神秘的な美しさを感じさせる花たちをぜひご覧ください。

平成29年4月22日(土)

「おはなししょくぶつえん」
　　　　　　　開催しました！
東山動植物園と、千種図書館のコラボイベント「おはなししょくぶつえん」を開催しました。毎年２回、春と秋に行

なっている講座で、今回のテーマは「楽しい葉っぱ、こわ～い葉っぱ」。図書館の司書さんによる絵本の読み聞かせ
と、植物園ならではの草遊びを楽しみました。絵本の読み聞かせが始まると、子供たちは興味津々。そのあとは絵本
に出てきた呪文を使って葉っぱで遊びます。身近な葉っぱやとっても大きな葉っぱで楽しく遊びました。
楽しい葉っぱの後には「こわ～い葉っぱ」のお話です。『むしをたべるくさ（ポプラ社）』で虫を食べる仕組みを勉強

し、「ウツボカズラ」「ハエジゴク」などを使って観察と実験をしました。食虫植物には子供も大人も夢中になって観察
していました。

とっても楽しい「おはなししょくぶつえん」。次回は平成２９年１１月４日(土)に開催予定です。ぜひぜひ遊びに来てく
ださいね。

しっち ぐんせい

もじばん

こんちゅう ゆういん

に どくとく にお

じゅなん じゅうじか すがた しめ

いっぱんてき よ

と

ちみつ しんぴてき らん

しょうかい

◆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。

かいさい

こうざ ししょ

きょうみしんしん

じゅもん

かんさつ じっけん

ちょっと変わった植物紹介

アメリカの熱帯地域を中心に約500種が分布するトケイソウ
科の多年草。
花が時計の文字盤に似ているのでこの名がついたといわれ

ています。
また、英名をパッションフラワーといい、パッションはキリスト教
の受難を表し、花の形がキリストが十字架にかかった姿を示して
いるとのことです。
一般的にパッションフルーツと呼ばれるものはクダモノトケイ

ソウの実です。

トケイソウ（時計草）
【６～９月：星が丘広場】

低地の水辺や湿地に群生するドクダミ科の多年草。
半夏生、半化粧はそれぞれ花の咲く時期と葉の様子を表して

います。
穂状の花のすぐ下の葉が開花時に白く変化し、これが花びら

の役目を果たすことで、昆虫を誘引するといわれています。ドクダ
ミに似た独特な匂いを発します。

ハンゲショウ（半夏生、半化粧）
【６月～８月：也有園】

ヨーロッパから中国にかけて広く分布するウルシ科の落葉
高木。
径3mmほどの小さな淡緑色の花を穂状にたくさん咲かせま

す。花は目立ちませんが、花後、不稔花の軸部分（花柄）が長く
伸びて羽毛のようになり、それがもこもことした煙のように見える
のが名前の由来となっています。

スモークツリー（煙の木）
【５月～６月：中国産植物園林、アメリカ産植物見本園】

の夏
木っとZOOM

食虫植物の
仕組みに
興味津々

中身を覗いて
みました！

特大の絵本で
おはなしします

背よりも大きな
葉っぱに夢中
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 正解は
③

ピーター
でした。

A

① ツナグ　② やまたろう　③ ピーター昨年３月に生まれた
コアラの赤ちゃんの愛称は何でしょう？

Q

号のクイズの答え40ひがしやま

東 山 動 植 物 園 ＊北 園＊東 山 動 植 物 園 ＊北 園＊

●コアラソフト ￥350 ●コアラカレー￥750

楽しい思い出を作ろう！楽しい思い出を作ろう！

北園広場北園広場 どうぶつ体感コーナーどうぶつ体感コーナー

遊園地遊園地
新機種OPEN！！新機種OPEN！！

今秋

￥950

●メッチャラブ
　ユキヒョウ&トラS

ジャンプくらべ
カエルやイタチ、
ライオンのジャンプ力

手形くらべ
ゴリラやチンパンジーの
実物大の手形

大きさくらべ
キリンの赤ちゃんの
実物大パネル ￥1,620

●ユキヒョウ
　ぬいぐるみ

￥860

●ユキヒョウ
　トートバッグＳ

￥1,940

●ユキヒョウＴシャツ
　大人サイズ

Coming
Soon!!

古紙パルプを含む再生紙を使用しています
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