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カリフォルニアアシカ



平成29年7月16日に動物園サポーターからマレーグマ舎運動場に『マレーグマの登り木』
を寄付して頂きました。

マレーグマは力が強いので、強度が弱い遊具では容易に壊してしまいます。また、とても活
動的であるため、運動場の植物が育ちにくく、運動場の見た目が少し寂しい雰囲気になりが
ちでした。

今回、そんなマレーグマの活動欲求に応えるため、また、運動場の見栄えをよくするために、
木登りが得意なマレーグマが登れるような丈夫な木登り遊具を、現在のマーチンが使用して
いる運動場の中央に設置しました。

期待通り、遊具の設置後、初めて運動場に出したその日から、マーチンは毎日のように登る
姿を見せてくれています。来園者の方々にはマレーグマの特徴的な登攀能力を感じていただ
けるかと思います。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。

（飼育第一係　江口　雄作）
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まるで、時代劇か歌舞伎のタイトルのようですが、れっきとした水生動物の種名です。

「ゲンゴロウ」の仲間と聞けば、わかる方も多いでしょう。名古屋市近郊の田園地帯で育った私の夏休み

の楽しみは、神社の雑木林でのセミ捕りか、水田でのザリガニ捕りでした。当時の農水路には蓋がなく、メダ

カ、カエルなど様々な水生生物に会えました。それでもゲンゴロウは特別で、必ず見られるというわけではあり

ません。たまに見つけてもすぐ潜って視界から消えてしまう、憧れの存在でした。

ゲンゴロウの仲間は国内で１３０種余りが確認されています。北海道から南西諸島まで広く分布し、水田

や池など水辺に生息します。漢字で「源五郎」と書き、名前の由来は諸説ありますが、民話から来ているよう

です。一部の地域では食用にされるなど身近な生き物で、昭和30-40年頃までは普通に見られた水生の昆

虫でした。しかし、近年は、護岸工事の影響によりゲンゴロウの幼虫が蛹になれないことや、水田の減少、水

質汚染、外来魚の放流などで数を減らしています。愛知県でも、かつては平野部に広く分布していたゲンゴ

ロウも現在では三河山間部の一部でしか見られなくなり、絶滅危惧種（VU）に指定されるようになりました。

前置きが長くなりましたが、ヤシャゲンゴロウ（夜叉源五郎）は福井県の夜叉ヶ池（南越前町）のみで生息

が確認されている日本の固有種です。環境省により平成８年（1996年）に国内希少野生動植物種に指定

され、平成17年（2005年）からは保護増殖計画が策定され、絶滅危惧種を守るための生息域外保全の取

り組みが始まりました。東山動植物園の世界のメダカ館においても、こうした保護活動の一環として、本年

度5月より生体の展示を開始しました。体長は小ぶりですが、水中を素早く移動するための流線型の体型

や、強力な推進力を生む水掻きに特化した後足で泳ぐ姿は圧巻です。大きさの違う他の仲間（ゲンゴロウ、

クロゲンゴロウ）も展示していますので、ぜひ「ゲンゴロウくらべ」をしてください。

（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

マレーグマの登り木

表紙／カリフォルニアアシカ 

今年の6月から7月にかけて3頭のカリフォルニアアシカが生まれました。最初はぎこちなかった泳ぎもメキメキと上達し、今ではお母さんから離れて3頭でじゃれあう姿も見ることができ
ます。 （撮影／岩瀧　貴子 ・ 文／江口　雄作）

裏表紙／シラタマホシクサ　Eriocaulon nudicuspe Maxim.
この時期、湿地園を真っ白に染めるシラタマホシクサ。別名「金平糖（こんぺいとう）草」と呼ばれる、東海丘陵要素植物のひとつです。環境省のレッドリストにも記載されています。
小さな白い球形の花が何とも可愛らしいですね。 （文／橋本　桂佑）
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ホンドザルのエンリッチメント

2014年にホンドザルの担当になった際、群れ全
体に落ち着きがなく一部の個体がたびたびトラブル
を起こしてケガをしていたためと、放飼場に遊具がほ
とんど無く、猿の動きに面白さを感じにくかったため、
これまでにいろいろとエンリッチメントを目的とした遊
具を設置してきました。ホンドザルのストレスを減らし
たい、トラブルによるケガを無くしたい、ホンドザルの
魅力をもっと伝えたいという思いでいろいろと手を加
えてきましたので、その成果をご報告します。

ホンドザルは主に樹上生活をする猿の仲間で、複数のオス、メスが群れを形成する複雄複雌で群れをつくりま
す。最近の研究では野生のホンドザルの群れは食べるものにも差がなく争いが起こりづらいため、群れを率いるボ
ス猿はいないことがわかってきました。ボス猿がいるように見えるのは、動物園や野猿公苑などの人が食べ物を与
えている場所でリンゴ、サツマイモ、ニンジンなどの栄養価の高い食べ物を与えると、群れの中で奪い合いが発生
するためです。強い個体と弱い個体で手にする食べ物に差があり、一番食べ物を手にしやすい場所を優先して確
保する個体がいる様子から、猿の群れにはボス猿がいると思われていたのです。したがって、動物園におけるホン
ドザルのエンリッチメントもそういった野生の生態をふまえて実施することにしています。

ホンドザルは地上にいるよりも樹上にいる時間が長いことから、遊具も地面に設置するものではなく、宙に張り
巡らされた様な遊具を設置していくことにしました。

＜１＞タイヤとチェーンが手に入ったため、これを使って遊
具を設置しました。すぐに仔ザルがやってきて遊びだ
しましたが、1週間もするとあまり遊ばなくなりました。

＜２＞麻のロープを張り、渡れるようにもし
ましたが、猿たちにすぐに噛み千切
られて早々にダメにされてしまいまし
た。そのため、その後に使うものは
もっと丈夫なロープを使用すること
としました。また、使用しなくなった消
防ホースを大量に頂いたので、それ
を使うことにしました。

＜３＞木の杭を地面に刺してホースや
ロープと重なるようにして、遊べるよ
うにもしました。切った竹を刺して立
てておける器具もあったので、太く
丈夫な竹を刺して利用することにし
ました。

＜４＞食事は手間をかけさせて、食べ終わ
るのに時間をかけさせた方が飽きが
こなくて良いと言われてます。海に浮
かべるブイに穴をあけぶら下げ、中
に食べ物を入れて揺らすことで食べ
物を手にできるフィーダーを設置しま
した。

＜５＞古い止まり木を外して丸太を少し
ずらして組み、アスレチックのように
遊べるようにしました。

それまではあまり活発な動きがなかったホンドザルがホースやロープ、フィーダーにぶらさがったり、木の杭や竹の
上で休憩したりといろいろな動きを見せてくれるようになりました。徐々に群れの中のトラブルが減り、仔ザルたちも
よく遊ぶようになって、群れ全体の落ち着きが出てきて、ケガをする個体も減っていきました。
これまでの遊具の設置で、群れ全体のストレスを解消し、群れの中のトラブルを減らす効果を得られたのではな
いかと思っています。今後もホンドザルのエンリッチメントを目的とした遊具の設置を続けていきたいと思います。
　

（飼育第一係１班　野本　吏樹）
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ノーマル ブラック

オレンジ

北園では、クロコンドルやヒメコンドル、
メンフクロウといった猛禽類を飼育してい
ますが、ここに１羽の老齢トキイロコンドル
がいます。コンドルの仲間は寿命が長く、ト
キイロコンドルで約50年といわれています
が、当園の個体は1962年に来園してい
るので、飼育歴55年というご長寿さんで
す。ちなみに私は55歳なので、60歳の定
年まで共に過ごすことを願っています。トキ
イロコンドルの英名はKing vultureとい

い、マヤ伝説の中でこの鳥が人間と神と
の間でメッセージを運ぶ「王」であったと

伝えられたことが由来に
なっているそうです。きっ
と色鮮やかな体色が当
時の人にも神秘的に
映ったのでしょう。本園ワラビー舎にはメスのワラビーが3

頭いるのですが、今回はほぼ同時に妊娠・
出産となり、4月から5月にかけて3頭の赤
ちゃんがそれぞれのお母さんの袋から出て
きました。
赤ちゃんが生まれるのは袋から出る半
年くらい前なのですが、しばらく姿を見せず
袋の中で育つので、東山動植物園では
初めて袋の外に出た日をワラビーの誕生
日としています。

初めは短い時間だけ外に出て、すぐにお
母さんの袋に戻ります。出たり入ったりを繰
り返し、日に日に外に出ている時間が長くな
り、２ヶ月もするとすっかり体も大きくなって、
もうお母さんの袋の中には入れなくなりまし
た。それでも甘えん坊で袋の中にあるおっ
ぱいを今でも時々
飲んでいます。写真
はその時の様子で
す。顔だけ袋の中に
入れておっぱいを飲
みます。この姿が見
られるのもあとわず
かだと思います。

エンドラーズ・グッピー（エンドラーズ・ライ
ブベアラー）はグッピーと同様、メスは地味
な体色をしているのに対し、オスは個体ごと
に個性豊かな体色をしています。こうしたオ
スの派手な体色はメスをひきつけるために
も効果を発揮し、子孫を残すために役立ち
ます。しかし一方で自然界では捕食者に見
つかりやすいという難点もあるためまさに命
がけのアピールです。
飼育下では外敵に襲われることはありま

せんが種の持つ
特徴を残すため
に、より体色が濃
く鮮やかな個体
を選抜して繁殖
を行っています。写真で掲載したものは同じ
エンドラーズ・グッピーの中でもノーマル、ブ
ラック、オレンジの3タイプのもので、世界の
メダカ館でもタイプごとに展示しています。
この3タイプの識別はなかなか難しいで
すが、ぜひ皆さんも世界のメダカ館にお越
しの際はこの3タイプのエンドラーズ・グッ
ピーをよく観察して違いを見比べてみてくだ
さい。

写真の消防ホースの中にはエ
サが入っています。アジアゾウに
これをあげると器用に中のエサを
取り出して食べます。食べ終わっ
ても、中身が
無くなった消
防ホースをお
もちゃにして
遊びます。コ
サラ君にあげ

た消防ホースは、いつも最年長のワルダー
さんが返してくれます。どういうことかといい
ますと、コサラ君からアヌラさんに渡され、ア
ヌラさんから娘のさくらちゃんが奪い取り、2

頭が遊んでいるう
ちワルダーさんの
近くに落ちたのを
ワルダーさんが拾
い上げ、それを飼
育係がリンゴと消
防ホースを交換し
て回収。まるでリ
レーみたいです
ね。いつものよう

に遊ぶ様子を観察しながら、回収されるまで
の時間を計測してみました。
９：２０コサラに渡す。９：４２アヌラにバトン
タッチ。９：４８さくらに。１０：１０再びアヌラに。
１０：２５ワルダーに。１０：３５飼育係に渡され
ゴール。
現在調査中ですが、この記録は世界新
記録かもしれません。この記録を破れるゾウ
チームがありましたら、ぜひ教えてください。

ふわふわでもこもこの姿が可愛いヒツジ
ですが、夏が来る前に毛刈りを行います。ど
うして毛刈りをするでしょう？毛があった方が
可愛いし、ふわふわな姿が見たい
という方もいるかもしれません。実
は野生のヒツジは自然に毛が抜
け落ちるため、毛を刈る必要はあ
りません。毛刈りをするのは羊毛
を取るために品種改良されたヒツ
ジです。このヒツジたちの毛は刈

らなければずっと伸び続
けてしまうのです。
そのため、こども動物
園でも、少し前になりま
すが、5月の初めに毛刈
りを行いました。
バリカンを使って刈っ

ていくのですが、熟練したプロの
方は数分という凄まじい速さで刈
り終えてしまいます。不慣れな私
はお尻から後ろ脚にかけた部分
を刈るだけで３０分もかかってしま
いました。みなさんがイメージして
いるもこもこのヒツジが見られる
のは少し先になりますが、この時
期にしか見られないすっきりした
姿もぜひ見に来てください。

昨年の暮れごろからメスのコルリに性皮
腫脹（お尻がはれること）や生理出血が見
られなくなり、妊娠の可能性があるとして、
出産に備えていたのですが、３月からこれら
の現象が再び観察され、妊娠ではなかった
ことがわかりました。この原因の一つとし
て、優位なオスのマンジュウロウに遠慮し、
充分に食べることができず、必要な栄養が
摂取されていなかったのではないかと考え
ました。エサを細かく切って部屋の中にバ

ラバラにまいたり、お互いに距離を置いて
食べさせるために離れた場所にエサ台を
設置するなどの工夫を行ってはいました
が、飼育施設の大きさに制限があるせい
か、なかなか効果が表われないようでした。
そこで採食に専念させるために夜間
別々の寝室に収容することを試みることに
なりました。ただ心配なことは、うまく二頭が
別れてそれぞれの部屋にはいってくるだろ
うかということでした。群れの仲間というき
ずなが強いと、分離は困難になります。とこ
ろが、いざやってみると、分離は拍子抜け
するくらい簡単で、翌日からも収容時間に
なるとそれぞれの部屋の前で待ち、ちゅう

ちょなくそれぞれの部屋に入っていき落ち
着いて採食していました。コルリにはこれか
ら存分に食べてもらって繁殖につながって
欲しいです。

飼育第二係3班
前田　悠介

こども動物園
伊藤　梨紗

飼育第一係３班
鈴木　哲哉

飼育第一係２班
原　真実

飼育第二係1班
澁谷　康

飼育第二係2班
山本　哲生

命がけのアピール世界記録樹立か？
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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

物園の人気動物の一つであるキリンは、首が長く
頭までの高さがオスで５ｍほどになります。キリン

の種類は1種で、亜種が9～12亜種と諸説ありますが、最近の遺伝子の研究では、種が4つあるのでは、ともいわれはじめ
ています。アフリカのサバンナや草原などの比較的乾燥した地帯に生息し、主にアカシアなどの樹の葉や茎、草などを食
べる牛と同じ反芻動物です。むらさき色の長い舌で枝を巻き込むようにして食べるのが特徴的です。めったに鳴くことは
なく、その声は「モー」と書かれることが多いですが、「ン－」がしっくりします。
　

015年の調査によれば野生生息数は97,000頭と、過去30年間で40％減少したとされ、2016年12月に、キリ
ンすべてが絶滅危惧種に指定されました。その原因としては、草原の農地化や人口増加による生息地破壊、内

紛、密猟などです。一部の国々では、生息地を国立公園に指定するなどの保護の取り組みが進められています。アミメキ
リンは国内では58園で147頭（2016年末）飼育されていますが、近年、亜種間雑種が多数いるのではとの問題が指摘
されています。東山ではこれまでに40頭ほど繁殖し、14頭を他の動物園に転出しています。現在、オスの「トリノ」と、メス
の「マオ」の2頭を飼育していて、2頭の間に生まれた仔は京都市動物園（「メイ」2013年生）と福岡市動物園（「ジュラ」
2015年生）にいます。

（動物園　茶谷　公一）
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死亡後に、大腿骨の部分をレントゲンで撮影したもの

在りし日のオーロラ

ここのところ、私が書く情報誌のネタは骨折のお話ばか
りで恐縮なのですが、とりあえずあのフェネック君（情報誌
34、38号を参照）はその後骨折もすっかり完治して、現在
は小獣舎で彼女と仲良く暮らしています。
骨折シリーズ最後のお話は、昨年末の鳥インフルエン

ザ騒動の真っ最中に、25歳11か月でこの世を去ったメ
スのホッキョクグマのオーロラについて書かせていただき
ます。
オーロラは1991年の暮れに来園し、その翌年の夏に
ホッキョクグマ舎の運動場で大腿骨を骨折してしまいまし
た。骨折部位に太いステンレス製のピンを、自動車で足を
引っ張りながら挿入し、さらにプレートで固定するという、私
の40年近い獣医人生の中でも最も大がかりな手術を施
した患者でした。

（「ワイルドライフ」*という、
獣医が主人公の漫画に、こ
の実話をもとにした話が描
かれています。ただし舞台は
北極という設定ですが。）
オーロラはその後、心配さ
れた感染症もなく、足は多少
引きずるものの、普通に歩け
るまでに回復しました。そして
その後25年近く、動物園の
人気者として元気に暮らし

ていましたが、寄る年波には勝てず、2016年12月８日の
未明、治療の甲斐なく亡くなりました。
獣医としての習性なのでしょうか。その25年の間中、

「自分が執刀した部分がどんな状態になっているのか確
認してみたい」と、オーロラの顔を見るたびにいつも思って
いましたが、なかなかそのような機会が訪ることもなく、時が
過ぎて行きました。　
そして、悲しいことに25年ぶりにそれを検証する機会が
ついに訪れてしまいました。
動物園では、飼育していた動物が死亡した時は必ずそ
の死因を特定するために「病理解剖」を行います。オーロ
ラの死因は末期の腎不全で、ほかにも老齢のクマに多い
ガンが膵臓に発生していました。
そして、骨折治療した大腿骨の部分をあらためて見たと
ころ、骨は完璧にきれいにくっついており、骨髄の中に挿
入したステンレス製のピンも、錆たり変形せずに、ちゃんと
収まっていたのを見て、手術に問題がなかったことが今更
ながら確認できました。
何となく、25年間放っておいた宿題が１つ片付いたよう

な気がしました。
（指導衛生係　玉村　太）

レッドリストとは、IUCN（国際自然保護連合）が1988年から刊行している
世界で絶滅の恐れがある野生生物種のリストです。2017年1月においては
8,170種が「絶滅の恐れのある動物種（脊椎動物）」として掲載されています。
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*少年サンデーコミックス「ワイルドライフ」第2巻に掲載
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野 生 絶 滅 種 （EW/EXTINCT IN THE WILD） 野生では絶滅した
絶滅危惧ⅠA類種 （CR/CRITICALLY ENDANGERD） 絶滅寸前の状態にある
絶滅危惧ⅠB類種 （EN/ENDANGERD） 絶滅する恐れが非常に高い
絶滅危惧Ⅱ類種 （VU/VULNERABLE） 絶滅の恐れが高い
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植植物物管管 人人人理理 だだよよりり　 物 園 長
の

エ ッ セ イ
植

これからの時期は花が少なくなります
が、植物園では
椿園（11月～4月中旬）
桜の回廊（3月中旬～4月中旬）
しゃくなげの森（3月下旬～5月上旬）
バラ園（5月中旬～6月下旬）、
　　　（10月中旬～11月中旬）
アジサイ園（6月～7月）などがあり、
さまざまな色・形などの園芸品種があり
ます。
花が満開の時は花に目がいき、なかな

か樹名板（品種名）まで目がいきません。
この時期、花こそ咲いてはいませんが、
樹名板（品種名）を見てどのような花が咲
くのか、名前をつけた人はどんな思いでつ

けたのか、想像してみてはいかがですか。
ツバキ、サクラなど古くからある品種は
難しく、堅い感じの名前が多く
（例えばツバキ品種‘胡蝶侘助’など）

シャクナゲ、バラなど新しい品種が多い
ものは、オシャレな名前が多くあります。

（例えばシャクナゲ品種‘ウエ
ディングブーケ’など）
そしてその花が咲く頃に、ま
た足を運んでいただいて頂ける
と嬉しいです!!

※必ずしも全品種に、樹名板（品種
名）が付いている訳ではありません

植物園には１班5人で2つの作業班が
あります。指導園芸作業班は鑑賞温室と
植物園門周辺から宿根草園の少し向こう
までが守備範囲です。毎日決まっての仕
事と言えば、鑑賞温室の清掃・水やり、
バックヤードの水やり。終わると10時半く
らいになっています。夕方にも水をかける
植物もあります。
5人と言っても週休2日制でシフトを組

んで出勤しているため、休暇の人があれば
2人体制の日もあります。花壇や草花コン
テナにはタイマー付きの潅水装置を付け
てあります。取付けられない所は作業補助
のアルバイトさんにお願いしていますが、
不在日は11時過ぎまで水やりをしている

冬は暖房により乾燥しますので夏より
時間がかかることも。現在、修復工事中
の前館温室が完成すればもっと水との
時間が長くなるのでしょう。

ことがあります。
バックヤードは大小６棟＋鑑
賞温室に付随している３室。そ
れぞれの部屋にギッシリ置かれ
た鉢の一鉢一鉢を状態を見な
がら水をあげていきます。春～
秋は屋外に出してある鉢が多
いので雨が降ると助かります。

緑地造園係
水谷　靖広

指導園芸係
小山　綾子

▲初夏には通路に日よけを張り外に鉢出し。
　自然の風と光でしっかり育ちます。

昭和１２年　温室裏自然林はマツが主体

竹林付近の
自然林（現在）

合掌造りの家付近の
自然林（現在）

▲中南米産植物室のサルオガセモドキ。
　毎朝水をかけているので白くフサフサ元気です。

東山植物園は他の植物園に例のない自然の山や谷を利用して造られており、里山の雰囲気を残した自

然豊かな植物園としても親しまれています。東山公園一帯は、自然林が残り、平和公園と合わせて４１０ha

の森は都市のまとまった緑として貴重な存在です。

園内の林を見ると高い木々は、高さ２０mくらいまでのものが意外と多く見られます。主にアベマキ・コナラ

などの落葉樹の林で敷地面積の６０％くらいあります。これらの林は、薪や炭を取るために人の手が入って

いる二次林と呼ばれるものです。植物園となる以前のここは、古窯があるような粘土質の土壌で、窯を焚く

薪をとる松が多い樹林地だったようです。しかし、戦時中の燃料不足や昭和４０年代の松くい虫により松は

ほとんど姿を見かけなくなりました。最近では、この二次林もカシノナガキクイムシの被害や植物体の寿命に

よる倒木、地質の影響により衰えが見られ、復活のため手を入れる時期となっています。

中低木類では、この地方（東海丘陵）の自然林のなかで普通に見られる樹木として、ウルシ科のヤマハゼ

やバラ科のアズキナシ、ツツジ科のシャシャンポやネジキ、さらにモチノキ科のソヨゴ、アオハダやウコギ科の

タラノキなども見かけます。

林の縁にあたる場所には、本州の暖地に最初に出現してくるリョウブ科のリョウブやシソ科のクサギなど

の花をつける落葉低木や新芽が赤いトウダイグサ科のアカメガシワなど成長が早く良く目立つものが現れて

きます。

明るい林の下部や縁には、ツツジ科のコバノミツバツツジ・モチツツジ、レンブクソウ科のガマズミ、モクセ

イ科のマルバアオダモなどこの地方の特徴となる花木が見られます。

東海地方の豊かな自然を生かし、身近な植物の生息環境について楽しみながら学ぶことができる植物

園として、親しみやすい環境教育の場ともなるよう願っています。

（植物園長　藤井　辰則）
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毎日の仕事
水やりについて
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緑地造園係
水谷　靖広

指導園芸係
小山　綾子
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　自然の風と光でしっかり育ちます。

昭和１２年　温室裏自然林はマツが主体

竹林付近の
自然林（現在）

合掌造りの家付近の
自然林（現在）
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いる二次林と呼ばれるものです。植物園となる以前のここは、古窯があるような粘土質の土壌で、窯を焚く
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ほとんど姿を見かけなくなりました。最近では、この二次林もカシノナガキクイムシの被害や植物体の寿命に

よる倒木、地質の影響により衰えが見られ、復活のため手を入れる時期となっています。
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（植物園長　藤井　辰則）
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ハギです。お花畑周辺にあります。

萩の花

ススキです。奥池の出島から池越
しに眺める風景はおすすめです。

尾花

クズです。

葛花

オミナエシです。

姫部志（をみなへし）

フジバカマです。当園お花畑にたく
さんあります。旅をする蝶アサギマ
ダラが好む花です。

ちょう

藤袴

夏休みの宿題のアサガオのことで
はないようです。いろいろな説があ
りますが、当園ではキキョウの説を
採用しています。

朝貌の花

カワラナデシコです。大和撫子の
ことです

瞿麦（なでしこ）の花

９月に入り、多少秋らしくなってきたでしょうか。さて、今回は秋を代表する七草について、簡単にご紹介いたします。
いわゆる、秋の七草は、万葉集で山上憶良が詠んだニ首の歌が由来となっています。

　　　秋の野に 咲きたる花を 指折り（およびをり） かき数ふれば 七種（ななくさ）の花 8-1537

　　　萩の花 尾花葛花　瞿麦（なでしこ）の花 女郎花（をみなへし） また藤袴 朝貌の花 8-1538

さて、秋の七草は春の七草に比べて印象が薄いような気がします。
七草がゆとして、お正月を過ぎるとスーパーなどにも並んでよく目にしますが、秋の七草は食べたりしません。見るだけで
すので、印象が薄いのかな？とも思います。
また、春の七草についての歌は

　　　せりなずな　ごぎょうはこべら　ほとけのざ　すずなすずしろ　これぞななくさ

五七五七七の短歌調で非常に覚えやすくなっています。
でも、秋の七草の後の歌は、

　　　はぎのはな　おばなくずばな　なでしこのはな
　　　おみなえし　またふじばかま　あさがおのはな

今ではあまりなじみがない五七七五七七調の旋頭歌（せどうか）という形式の歌となっていることも、私たちの耳に残
りにくい原因かもしれません。
秋の七草については、いろいろな覚え方もあるようですが、二つの句で一対ですので、両方の歌をあわせて、覚えてい

ただきたいかなと思います。
この歌は、子供たちに、にこにこしながら、指を折って数を数えながら、秋の七草を数え上げる山上憶良翁の姿が想像
できませんか？
皆さんも、植物園へ来園された折には、いろいろな秋の草花の中から自分のお気に入りの秋の七草をお子様たちに
お話してあげてもよいかもしれません。

読書と植物観賞はいかが？

夕暮れが早くなり夜が長くなってくると、秋を感じますね。秋の夜長を皆さんはどのように過ごされますか？
植物園では、千種図書館とコラボレーションして、「植物園で図書館！」という展示会を6月に行いました。

本の世界には、植物がしばしば登場しています。い
くつかの物語では、植物が重要な役割を果たしていま
す。この展示会では、そんな「植物が登場する本」に
スポットライトをあて、本に登場する植物を実際に見ら
れるように飾ったり、園内で見られる場所をマップにし
て紹介したり、読み聞かせができるコーナーを設置し
たりしました。時代小説から絵本まで、様 な々ジャンル
で植物が描かれていました。実際に植物を見たりする
と、物語が色鮮やかなものになっていきます。

展示期間中は、図書館の司書さんと東山動植物園応援隊の子どもたちが読み聞かせをしてくれました。子どもた
ちは、千種図書館の司書の方から伝授されて、緊張した面持ちでしたが楽しそうに行ってくれました。また、気に入っ
た本の紹介（ポップ）を書いたりしてくれました。
さあ、秋の夜長、本を読んでみて、その読んだ本の中にどんな植物が登場しているのか探してみてはいかがでしょ

う。すべての植物が植物園にあるわけではありませんが、実物を見られるものもありますので、本を片手に植物園にお
越しください。

なお、11月４日（土）13時30分から、植物会館研修室で千種図書館の司書の方が、「おはなししょくぶつえん」を
してくださいます。絵本の読み聞かせとそれに関連した植物の解説などを行います。ぜひご参加ください。

かんたん しょうかい

やまのうえのおくら よ

うす

おきな すがた

やくわり

てんじかい

いろあざ

おうえんたい

きんちょう

しょうかい

さが

かたて

秋の七草の秋
木っとZOOM

秋の夜長
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 正解は
①

バラ科
でした。

A

① バラ科　② キク科　③ キキョウ科絶滅危惧種に指定されている
マメナシは何科の植物でしょう？

Q

号のクイズの答え41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

￥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

OPEN！！OPEN！！新機種新機種 10月

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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