タイリクオオカミ（シンリンオオカミ）
シンリンオオカミは、動物園北園のアメリカゾーンで見ることができます。タイリ
クオオカミの亜種であるシンリンオオカミは、北アメリカの森林に生息しています。
イヌ科の中では最大の動物です。
2012 年にオープンした新オオカミ舎では、森林をバックにした運動場で走り回るオ
オカミの姿を間近に観察できます。また、金網になっている部分では、オオカミの匂
いや息づかいも顔と顔がくっつくほどの距離で感じる事ができます。

Pick Up Event
東山どうぶつ総選挙

2017 年 10 月 14 日〜29 日

動物園主催の人気動物投票は、2 年に一度東山動
植物園で飼育されている動物の中から、その年の人
気 No.1 の動物種を決めるイベントです。今までは動
物種ごとでしたが、今回はそれぞれの個体に注目す
る NPO 主催の「東山どうぶつ総選挙」がおこなわれま

閉会式での様子

した。この試みは、東山動植物園開園では初めてで

東山どうぶつ総選挙の結果

したが、各個体の名前や個性、特徴を知るとても良い

第1位

シャバーニ(ニシローランドゴリラ)

機会となりました。

第2位

ケイジ(フクロテナガザル)

今回の総選挙では、イケメンゴリラとして人気を集め

第3位

ユキチ(ユキヒョウ)

たシャバーニが堂々の 1 位に輝きました。シャバーニ

第4位

ヒカル(シンリンオオカミ)

には箱いっぱいの野菜がプレゼントされ、美味しそう

第5位

ケニー(アフリカゾウ)

に食べる姿を見ることが出来ました。また、開会式や

第6位

サクラ(アジアゾウ)

閉会式では総選挙 PR 大使の KID’ZOO(キッズ―)や

第7位

マックス(コアラ)

名古屋のアイドルグループ dela のミニライブが開催さ

第8位

マーチン(マレーグマ)

れ、大いに盛り上がりました。

第9位

ハニー(マヌルネコ)

(レポーター：長谷川愛実)

第 10 位

トリノ(アミメキリン)

活動報告
東山こどもガイド 2017

2017 年 9 月 24 日( 日) 、 10 月 1 日( 日) 、 8 日( 日)
ておこないます。室内学習や実習でこども達が動物園で

ライオンガイドの様子

動物について学び、そこで得た知識や経験をもとに来園
者へガイドをするという流れです。
今年の東山こどもガイドは「動物の食事」をテーマにおこ
ないました。ガイド対象動物は、ソマリノロバ、アオキコンゴ
ウインコ、オオアリクイ、コーンスネーク、ライオン、アユモド
キです。こども達は、担当動物の基本情報に加え、大学
生のおこなう学習から、動物固有の特徴や食べ物の捕り
方などを学びました。また、実習を通して担当動物の野生
「東山こどもガイド」は、こども達の動物に対する知識の取

下での食事や動物園での食事の作り方、野生に近い与え

得と社会貢献意識の向上を目的として、東山動植物園と

方などについて学びました。それらを生かして自らガイド

協働で 2007 年から毎年開催されています。当イベントは

を作り上げていく姿、担当動物の帽子などを身につけてク

今年で 11 回目を迎えました。このイベントは、3 日間かけ

イズや劇を交えてガイドをするこども達は、とても生き生き
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としていました。ガイドには幅広い年齢層の方々に来てい

様々な視点から動物園を見るきっかけにもなり、新たな動

ただき、「勉強になった」「今後も続けてほしい」、「こどもが

物園の楽しみ方に気付けるかもしれません。今後もぜひこ

頑張っていたのでついガイドに夢中な自分がいました」な

ども達による元気いっぱいなガイドにご期待ください。

どのうれしい声も多くいただきました。私も全体統括という

(レポーター：櫻井ひかり)

立場でイベントを実施するにあたり、こども達をはじめ様々

オオアリクイ実習の様子

な年代の方が新たな発見を得る場にしたいという目標が
ありました。こども達の感想にあった「またやりたい！」とい
う声や来園者の「新たな発見が多かった」という声はこども
ガイドの成功を示しているのではないかと思います。今後
も多くの方々にこども達によるガイドを通じて様々なことを
伝えていけたらと思います。
今年も第 12 回東山こどもガイドを開催する予定です。

第 5 回東山動物園寄席

2017 年 12 月 3 日(日)

東山動物園寄席は今年で 5 回目を迎えました。毎年落

を聴かないというお客様にも楽しんでいただけたようでし

語家さんをお招きし、動物園や動物に関する演目を披露

た。東山動物園寄席を通して、動物園や動物についてよ

していただいています。今回は、落語家の柳家小太郎さ

り興味を持っていただけると幸いです。
(レポーター：富田有咲)

ん、動物の声帯模写をされる江戸家小猫さん、落語家の

公演の様子

三遊亭萬橘さんをお招きしました。柳家小太郎さんにはウ
ワバミの真似をして蕎麦をたくさん食べようとした男の話、
江戸家小猫さんにはヤギやヒツジ、鳥類など様々な動物
の声帯模写、三遊亭萬橘さんには味噌豆という落語をし
ていただきました。今回も多数の申し込みがあり、当日は
およそ 140 名のお客様に来場していただきました。どの演
目でも会場は笑い声があふれていて、普段はあまり落語

SAGA20

2017 年 11 月 4 日(土)、5 日(日)

SAGA（アフリカ・アジアに生きる大型類人猿を支援する

どもガイドについて、セミナーについて、東山動物園検定

集い）とは大型類人猿の現状と将来について研究・飼育・

について、そして東山動植物園公認ガイドブックの出版事

自然保護という立場から考えるために集まった非営利団

業についてそれぞれポスターを作り、東山動物園くらぶの

体です。SAGA シンポジウムは毎年日本各地で開かれま

活動を知ってもらうために１日目におこなわれるポスター

す。2017 年は犬山市にある日本モンキーセンターにおい

セッションで発表しました。ポスターセッションではいろい

て開催され、スティーブ・ロス氏や京都大学霊長類研究所

ろな方の研究などを知ることができました。また、ポスター

の方々、日本各地の動物園の方々などが講演をおこない

セッションには多くの人が参加しており、私たちの活動に

ました。私たちは東山動物園くらぶという組織について、こ

興味を持ってもらう良いきっかけになったと思います。
（レポーター：磯部衣里）
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東山動物園検定プレミアム 80 周年記念 ver.

2017 年 6 月 3 日(土)

東山動物園検定は、多くの人に東山動植物園や動物、

昨年は東山動植物園の開園 80 周年を記念して、出題

動物のおかれている状況について知ってもらい、より動物

内容や問題数、特別記念品などにこだわったプレミアム

園を楽しんでもらうことを目的としておこなっています。問

版で開催しました。一昨年に続き難易度の高い問題となり

題は東山動植物園に関する「個体情報」・「生物」・「種」・

ましたが、ズバリ昨年度のカギは、新しくリニューアルした

「時事」・「施設」・「歴史」の 6 ジャンルから構成され、4 択

東山動植物園公認ガイドブック「ZOO っといっしょ 2」(中日

からの選択問題です。

新聞社発行)と、歴史に関する問題でした。進化していく
東山動植物園にあわせて、今後もより質の良い問題を作

表彰式の様子

成していきたいと思います。参加者は 9 歳から 80 歳までと
大変幅広く、初めて参加された方も多くいらっしゃいまし
た。ぜひ、あなたも東山動物園検定に参加して、あなたの
動物園度を測ってみませんか？動物園チャンピオンには
豪華景品も待っているかも…！スタッフ一同、心よりお待
ちしております！

（レポーター：植野礼以奈）

Youji は何しにアフリカへ？
〜日本、オーストラリア、そしてタンザニア〜
今回は東山動植物園飼育第 2 係の近藤裕治さんをお招

2017 年 6 月 29 日(木)

幅広い内容を聞くことができました。

きしました。近藤さんは 2006 年度から副担当、2010 年度

また、動画や写真が多数使われていて、東山動物園、タ

からは主担当としてチンパンジーの飼育をされています。

ロンガ動物園でそれぞれおこなっているトレーニングの映

講演では東山動物園のチンパンジーに関するお話だけ

像や、野生チンパンジーのアリ釣りの様子などの貴重な映

でなく、国内の他の施設の取り組みや、オーストラリアのタ

像を見せていただきました。

ロンガ動物園に研修に行ったときのお話、また、生息地研

参加者の方々も海外の動物園や生息地、日本の施設で

修で訪れたタンザニアの野生のチンパンジーのことなどの

も一般公開していない熊本サンクチュアリや現在はなくな
ってしまった研究所など普段なかなか行くことができない

講演会の様子

場所の様子を知ることができ、興味をひかれている様子で
した。タンザニアの生息地研修は誰でも参加できるそうな
ので、ぜひ１度参加してみたいなと思います。
(レポーター：田原佑都)
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動物園レポート
愛媛県立とべ動物園

2017 年 3 月 19 日、 20 日訪問

とべ動物園は、愛媛県の県庁所在地の松山市からバス

他には、アフリカストリートでのライオンと草食動物のパノ

で 20〜30 分の自然豊かな丘陵地帯にある動物園です。

ラマ展示など見ごたえのある施設もあり、パプアヒクイドリ、

園内は、爬虫類などが生活する「スネークハウス」、ホッキ

ベニガオザル、ムーアモンキーなど飼育園が少ない動物

ョクグマやヒグマなどの世界のクマが生活する「ベアストリ

種も見ることができます。

ート」など 10 のエリアに分かれて動物が飼育展示されてい

私のイチオシは、アフリカゾウの家族です。現在日本の

ます。解説パネルが比較的豊富で、動物種の解説や来園

施設でアフリカゾウの母系家族がいる施設はここだけで、

者が感じやすい疑問についての答えなどに加え、学芸員

母親の「リカ」、姉の「媛(ひめ)」、妹の「砥愛(とあ)」の 3 頭

の実習生が作成したものなどもあり、バラエティに富んで

がいます。みんな一緒にプールに入って遊ぶ姿や、砥愛

います。

の面倒を見るリカと媛など、さまざまな行動を観察すること
ができます。他ではこういった光景はなかなか見ることが
できないので、ゾウ達のほほえましい姿を見にぜひ足を運
んでみてください。
(レポーター：神山拓海)

園内のアフリカゾウ

横浜市立金沢動物園(神奈川県)

2017 年 9 月 5 日訪問

横浜市立金沢動物園は横浜市内にありながらもとても

ンターで一頭ずつ飼育されていますが、繁殖センターは

自然が豊かで広大な動物園です。園内の展示ゾーンは

非公開なので一般の方が見ることができるのは金沢動物

四大陸別に分けられています。また、金沢動物園の展示

園だけです。横になって気持ちよさそうに寝ていたり、暑

場は動物と人の間に柵や檻があまりありません。その代わ

い日にはシャワーで水浴びをしたりといろんな表情を見せ

りに「モート」と呼ばれる大きな堀で園路と展示場が仕切ら

てくれてとてもかわいらしいです。皆さんもぜひ足を運ん

れているため、閉塞感を感じないで自然な状態で動物を

でみてください。（レポーター：渡辺旭裕）

観察することができます。この展示方法は動物のストレス
軽減にも役立っているらしいです。そして、金沢動物園の
最大の特徴は肉食動物を飼育せず、希少な草食動物を
中心に飼育しているという点です。アラビアオリックス、オ
カピ、ガウル、シロイワヤギ、ベアードバク、スーチョワンバ
ーラルなどの金沢動物園でしか見ることのできない種や、
国内でほとんど飼育されていない種が多く展示されていま
す。中でも私のオススメの動物はベアードバクのアグアで
す。ベアードバクは国内では金沢動物園と横浜市繁殖セ

ベアードバクのアグア
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iZOO(静岡県) 2017 年 9 ⽉ 16 ⽇訪問
屋内展示では、ニシブッシュバイパー、インドネシアコブ
ラ、アカドクハキコブラといった、ここでしか見られない爬虫
類の迫力のある姿が見られます。
展示は屋外でもおこなわれており、その一つにカメレオ
ンの展示があります。木々の中に何匹カメレオンが隠れて
いるのかを探すのですが、これはなかなか難しいです。爬

園内のエボシカメレオン

虫類・両生類の他にハダカデバネズミやマダガスカルオ

iZOOは、静岡県にある、爬虫類・両生類を中心とした

オゴキブリといった個性的な動物の展示もおこなわれてい

展示をしており近距離で動物たちを感じられる体験型の

ます。iZOO では、目玉イベントとしてカメレースがおこな

動物園です。ふれあいコーナーでヒョウモントカゲモドキ

われています。どのカメが１番にゴールに着くかを予想す

やボアコンストリクター、子どものメガネカイマンなどの爬

るのですが、思い思いに移動するカメたちを見るのは楽し

虫類を手に乗せたり、多種のリクガメやエボシカメレオンを、

く心が和みます。レースは、毎回とても盛り上がっているよ

ガラスを隔てることなく間近で見たりすることができます。

うです。

(レポーター：熊野一実)

アイドル図鑑〜イチオシのアイドルを紹介します〜
アフリカゾウのケニーは 1973 年(推定)にケニアで生まれ、1975 年、推定
2 歳のコドモの時に東山動植物園にやってきました。2017 年現在、42 年
間生活しています。昔は年上のメスのマルサ、オスのチーもいましたが、現
在はケニーだけです。そんなケニーは現在東山で飼育されてきたアフリカ
ゾウの中で最も飼育期間が長い個体で、全国に約 30 個体いるといわれる
アフリカゾウの中でも 5 本の指に入るほどの高齢です。性格は大人しくて
従順ですが、寂しがり屋な一面もあります。毎日飼育員による柵越しでのト
レーニングがおこなわれており、号令に従って足を上げたり、耳を出した
り、採血や削蹄をおこなうことが日課です。また、放飼場全体に隠された食
べ物を鼻でとったり、地面を掘り起こしたり、消防ホースに隠されたヘイキュ
ーブを鼻で振って出すなど活発に食べ物を探す行動もよく観察されます。

アフリカゾウのケニー

2016 年 9 月までは両方牙が生えていましたが、現在は牙が折れて短くな
っています。牙が折れた直後は痛みで暴れたり、食欲が無くなったりしまし

名前：ケニー
性別：メス
来園日：1975 年 11 月 10 日
1973 年ケニア生まれ(推定)

たが、患部の消毒などの治療が進み、食欲も以前のように戻っています。
アフリカゾウは海外からの新規導入が 20 年以上おこなわれておらず、
繁殖が難しいため今後日本で見られなくなるかもしれません。今のうちに
ケニーに会いに行ってみてください。
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(レポーター：神山拓海)

学生メンバーの言葉〜ZOO 学に入って〜
岐阜大学のサークル「ZOO 学」は、東山動物園くらぶの学生メンバーとして活動しています。ここでは、
2017 年度に活動してきた 4 年生と 1 年生からのコメントを掲載します。

4 年生

〜ZOO 学に入ってよかったこと・Z00 学での思い出〜

ZOO 学での思い出は、1 年目からイベントの司会

憧れの動物園の飼育員さんとお話できる機会が

や解説をした事です。最初はかなり緊張してしま

増えます！打ち合わせやイベント後の懇親会、シ

い、止まったり噛んだりと失敗ばかりでした。人

ンポジウムなどで、現場の声を直接聞けます！

前で話す場では全く喋れなかった引っ込み思案

NPO、動物園と正式に取り組む活動なので、大変

の私には、縁のなかった経験を ZOO 学では何度も

な事もありましたが、普通の大学生活では得られ

させて頂きました。それに留まらず、現在は人前

ないやりがいを感じることができました！「飼育

でも少し自信を持って話せるようになりました。

員になりたい！動物が好き！」という方はぜひ！

(神戸真理)

(田中郁晴)

こどもガイド、キャンプ、セミナー、検定、寄

こどもガイドなど、たくさんのイベントを通し

席など ZOO 学に在籍したおかげで様々なイベン

て社会に出るための必要な経験をたくさん積む

トを経験することができ、張りのある大学生活

ことができました。また、動物や動物園が好きな

を過ごすことができました。とくに動物好きの

多くの友人と出会うことが出来、その中で時に

仲間と動物園を回ったり、御嶽や南知多を旅行

は支えあいながら成長しあえた事が何より最高

したことは一生忘れられない思い出です。

でした。
「飼育員」
を目指す方はぜひ ZOO 学へ！！

(河合渉吾)

(水野圭)

ZOO 学の活動をする上で、NPO 法人の方々、イベ

私は普通の大学生でした。しかし、NPO スタッフ

ントに参加された方々、東山動物園の方々、その

として迎えるイベント当日は、いつもよりほん

他幅広い年代・職業・性格・思想・の社会人に出

のちょっと特別な存在になった気がしました。

会います。その人たちとの出会いは、普段の大学

自分たちが作り上げた企画で沢山の人を笑顔に

生活では得られない経験を与えてくれます。恐れ

することができる。これほど嬉しい瞬間はあり

ず、いろんな人と出会って話してください。僕が

ません。イベントの準備は楽なことばかりでは

ZOO 学に入ってよかったと感じたことを、ぜひ体

ないけど、かけがえのない経験を得ることがで

験してみてください。

きました。

1 年生

(足立凌)

(古賀光莉)

〜１年間活動をしてみた感想〜

・企画力が身につきます。 (大竹可那子)

・優しい人たちが多いです。(桑原佐季)

・友達が増えました。 (横山直哉)

・楽しくがんばれました。(熊野一実)

・動物についての知識が増えました。

(渡辺旭裕)
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先輩訪問
私が岐阜大学に入学した 2007 年には Zoo 学も NPO もありませ
んでした。きっかけは学部 1 年生の時、名古屋青年会議所主催の
第１回「東山こどもガイド」にボランティアとして参加したこと
です。「こんな素晴らしい事業をなくしてはダメだ！」と意気込
み、活動を続けたいと思ったことを覚えています。結局、新事業
の企画・実施、NPO の立ち上げ、理事への就任などを経て、一学
生から NPO 副代表にまで上り詰めてしまいました(笑)。それと同
時に私は研究の道に進みます。2011 年に京都大学に進学し、愛知
県犬山市にある霊長類研究所でチンパンジーの福祉に関する研
究をしてきました。2016 年には博士号(理学)を取得し、2017 年

櫻庭陽子

研究員

6 月から京都市動物園の生き物・学び・研究センター研究員(嘱

(NPO 法人東山動物園くらぶ、

託)として働いています。当センターは国内の動物園では珍しい

京都市動物園 生き物・学び・研究センター)

「研究・教育」のための課です。ですので、研究対象の動物はい

ゴリラの「お勉強」

ますが、飼育担当の動物はいません。研究と動物園での活動を行
ってきた身からすると願ってもない仕事です。現在は、チンパン
ジーとゴリラの「お勉強」の手伝い、調査、講演、新しいイベン
トの実施など、今までの経験を活かせるよう日々精進していると
ころです(京都市動物園のホームページもご参照ください)。
少し名古屋から遠くなってしまいましたが、まだまだ「現役」
として NPO の活動も頑張っていこうと思います。

東山動物園くらぶ information
東⼭動物園くらぶは動物園の「環境教育」のお⼿伝いを
するとともに、⼦どもから⼤⼈まで楽しめるイベントを
今後もおこなっていきます！そこで、私たちの活動に賛
同し協⼒してくださる賛助会員を現在募集しています。
申込み⽅法
⽒名、ご住所を下記アドレスまでご連絡ください。
⼊会申込書を送付いたします。
Email:higashiyama.zooclub@gmail.com

ニ

〜今後のイベント〜
第 7 回東山動物検定
日程：2018 年 5 月 13 日(日)
開催場所：東山動物園内動物会館

東山こどもガイド２０１８
日程：2018 年 9 月〜10 月頃
開催場所：東山動物園

第 2２回公開セミナー
日程：2018 年 7 月頃

第 6 回東山動物園寄席
日程：2017 年 11 月頃
開催場所：東山動物園内
動物会館
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答えは HP へ！
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賛助会員募集中！

https://www.higashiyama-zc.org

発行・編集 NPO 法⼈

8

お問い合わせ higashiyama.zooclub@gmail.com

