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オグロプレーリードッグ
北アメリカの草原地帯（プレーリー）
にすむリス科の動物です。少し高いとこ
ろで体を持ち上げて見張りをおこない、
巣穴に敵が近付くとイヌのような鳴き声
を出して知らせます。このことが名前の
由来となっています。
東山動物園では巣穴の中や、頭上のト
ンネルを通る姿を見ることができます。
東山動物園くらぶニュースは動物園学生くらぶ（通称：ZOO 学）が作成に協力しています。ZOO 学とは、岐阜大学
生を中心とした動物が大好きなメンバーが集まった学生団体です。NPO 法人東山動物園くらぶが開催するイベントの
お手伝いの他、ZOO 学メンバーで日本各地の動物園を訪問して、取り組みなどの調査や勉強をおこなっています。

ZOO リポート
動物園学生くらぶでは、メンバーが記者として各地の動物園へ取材として訪れたり動物園関連の学
会やシンポジウムに参加したりしています。ここでは私達が取材し訪れた動物園や参加したシンポジ
ウムなどについて(ときに趣味全開で)紹介します！

長野市茶臼山動物園

2012 年 9 月 11 日訪問

長野市茶臼山動物園に着いたと思ったら強い雨が降り
始めました。観察しやすいとは決して言えない天候でし
たが、おかげで雨の日の観察のしやすさについて着目す
ることができました。園内の広さも私にとって丁度よく、
見晴らしもよく雰囲気のいい動物園でした。木が多いた
めか野鳥（カラ類）も多くいました。長野市茶臼山動物
園の目玉動物といったらやはりレッサーパンダでしょう
か。ただ、私の目玉はなんといってもスバールバルライ
チョウでした。夏羽からすでに冬羽に換羽が終わり、そ
の姿はまさに歩く雪見大福でした。展示されていたのは
ケージ内に 4 羽、屋外に 2 羽でした。何をしてもかわい
らしい。カカカカカ・・・という細かい乾いた鳴き声も
かわいい。長野市茶臼山動物園はもっとライチョウのか
わいらしさを推していっていただきたいです。まずはラ
イチョウのクリアファイルを作ってほしいです。

長野市茶臼山動物園のライチョウの看板

レポーターは、

さいとうです！

須坂市動物園

2012 年 9 月 12 日訪問

須坂市動物園は獣舎が比較的広く、また動物種の説明にも工夫
が施されており、とても楽しく回ることができました。
展示されている動物には、ボクシングで有名なアカカンガルー
である「ハッチ」の家族や日本最長老のオジロワシ、脱走を試み
たフンボルトペンギンなど、個性的な個体が多くいました。個人
的に非常に面白いと感じた展示は、
「ヒト」の展示です。この展示
は、獣舎の中には何もおらず、ヒトの説明が展示されているのみ
でした。しかし、獣舎の中に自由に出入りすることができ、獣舎
内に入ると自分自身が展示される、という面白い展示でした。こ
のような、少し笑ってしまうような工夫も須坂市動物園の魅力の 1
つだと感じました。須坂市動物園は規模の小さい動物園ではあり
ますが、園内には職員の方の手作り看板や、園内にいる動物を模
した飾りやポスターなど園内の随所に施された様々な工夫や個性
的な動物たちなど、訪問者を引き付けるものが数多くありました。
須坂市動物園は家族で見て回るのにぴったりな動物園だと感じま
した。

レポーターは、

のだ

須坂市動物園の最長老のオジロワシ
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です！

札幌市円山動物園

2012 年 11 月 18 日訪問

北海道の札幌市円山動物園に行ってきました。その日の天候
は雨+雪+風という動物園日和とはほど遠い天気でした…しか
し、そこはさすが北海道！こういう日に備えてか円山動物園は
屋内施設が多く、動物を観察するには意外と苦にはなりません。
他にも、爬虫類館は魔法瓶のような構造をしており、万一電気
が落ちたとしても温度を数日保てるように設計されているそう
です。そんな札幌市円山動物園の私のおススメはオオカミです。
ここのオオカミたちは見ていて飽きることがありません。とて
も優しい顔をしたオオカミのリーダーや左右の目の色が異なる
オオカミなど個々の特徴がかなりはっきりしています。北海道
に来たらオオカミ見どころの札幌市円山動物園へ！ぜひ！

札幌市円山動物園のシンリンオオカミ
レポーターは

くぼ

SAGA15（Support for African / Asian Great Apes）

です！

2012 年 11 月 17、18 日参加

SAGA とはチンパンジー、ボノボ、ゴリラ、オランウータンの大型類人猿の現状と将来について、研究・飼
育・自然保護という立場から考えるために集まった団体です。この団体は毎年日本各地でシンポジウムを開
催していて、大型類人猿のみに留まらず、動物全体の明日を考える趣旨のものが幅広く取り扱われます。第
15 回目のシンポジウムは北海道で開催されました。17 日は札幌市立大学・芸術の森キャンパスにおいて、動
物園や動物の保全に関する講演、その後ポスター発表がおこなわれました。私たちは NPO 法人東山動物園く
らぶ代表として「東山動物園検定」、
「東山こどもガイド」、
「公開セミナー」について発表しました。18 日は、
札幌市円山動物園において飼育員の方による園内解説や、アフリカの自然保護を語る上で重要な人物である
保護活動家のジェーン・グドール氏の講演がおこなわれました。
私は今回 SAGA に参加して、動物と関わる仕事としては同じでも視点が異なる方々から話を聞くことがで
き、仕事の内容の違いをあらためて感じました。また、札幌市円山動物園は雪国特有の施設構造となってい
て驚きました。次回の SAGA16 は 2013 年 11 月 9(土)、10 日(日)に高知県で開催予定です。動物に興味があれ
ば誰でも参加できる非常にオープンなシンポジウムなので、これを読んで興味が沸いた方は参加してみては
いかがでしょうか。
レポーターは、

おくむらです！

岐大祭

2012 年 11 月 3、4 日出店

岐阜大学の学園祭で、模擬店を出店しました。「Café de Zoo」と
いう店名で、その場で豆を挽いて淹れるコーヒーと手作りクッキー、
オリジナル缶バッチを販売しました。クッキーはプレーン・ココア・
抹茶の 3 種類の味を 1 セットで販売しました。コーヒーは予想の倍
以上、クッキーも予想以上の売上となり、前日に徹夜して作った甲
斐がありました。コーヒー、クッキーという商品からか客層は学生
よりも地域の方など、学園祭らしからぬ高めの年齢層が中心となっ
ていました（笑）
。
レポーターは、

さいとうです！
店舗で使用した看板
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東山アイドル図鑑

-私のイチオシなアイドル紹介します東山動物園って飼育動物の種数が日本で一番多い動物園
だと知っていましたか？このコーナーは、そんな東山動物
園で飼育されている動物の中でスタッフお気に入りの個体
を皆さんに知ってもらおう！というコーナーです。

本名：蘭丸（オス）
誕生日：1998 年 5 月 2 日

今回紹介する東山動物園のアイドルはドールシープの蘭
丸(らんまる)くんです。彼の魅力は寝ているときの何とも
言えない可愛らしさと、たまに見せる凛とした立ち姿のギ
ャップです。その大きな体で無防備な体勢で眠っている姿
はとても気持ちよさそうで彼を眺めていると癒され、こち
らまでついウトウトしてしまいます。
そんな癒し系ドールシープの蘭丸くんですが、運が良い
と彼が起きて歩き回っている姿を見ることができます。そ
の立ち姿は堂々としていて風格を感じ、岩山の上にたたず
むその姿は自然の中で出会ったかのように見えます。
現在日本にドールシー
プは東山動物園の蘭丸く
んのみです。そして、現
在最年長記録を更新中で
す。東山動物園でしか出
会えないドールシープの
蘭丸くんの魅力が少しで
も伝わればうれしいで
す。
（レポーター:斎藤）
お昼寝中の蘭丸くん

東山動物園くらぶ information
☆今後のイベント☆

☆ご報告☆

東山動物園検定

東山こどもガイド 2012 を開催しました！

日程：2013 年 5 月 12 日(日)
開催場所：東山動物園

日程：2012 年 9 月 30 日(日),10 月 6 日(土),7 日(日)
開催場所：東山動物園

第 8 回公開セミナー

第 6 回公開セミナーを開催しました！

テーマ：活動報告と先輩からのメッセージ
日程：2013 年 3 月 1 日(金)18：30～20:00
開催場所：ハートフルスクエア G 研修室（岐阜）

テーマ:オラウータンと消防ホース
講師：東山動物園飼育員 木村幸一さん
日程：2012 年 6 月 29 日(金) 18:30～20:00
開催場所：市民活動推進センター集会室

第 9 回公開セミナー

第 7 回公開セミナーを開催しました！

テーマ：未定
日程：2013 年 6 月下旬
開催場所：市民活動推進センター集会室（名古屋）

テーマ: 飼育員と大学院生とときどき父親
～「自称」頭の悪い飼育員の挑戦～
講師：東山動物園飼育員 藤谷武史さん
日程：2012 年 10 月 19 日(金) 18:30～20:00
開催場所：市民活動推進センター集会室

第 10 回公開セミナー
テーマ:動物園と動物落語（仮）

日程：2013 年 11 月下旬～12 月上旬予定

賛助会員募集中！
中日新聞社出版・東山動物園くらぶ編

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、こ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下さる賛助会
員を現在募集しています。
申し込み方法

東山動物園公認ガイドブック

ず～っといっしょ
好評発売中！
通販サイト・書店でお買い求めいただけます。

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。
E-mail: higashiyama.zooclub@gmail.com
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