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P4に関連記事あり



　皆さん、こんにちは。４月から園長を拝命いたしまし
た鏑木 一誠（かぶらぎ かずまさ）です。
　動物公園は、市の主要な都市基幹公園に位置づけら
れ、動・植物とのふれあいをテーマに、動物園が持つ機能
に公園的要素を加え、市民の憩いの場として昭和60年
（1985年）に開園し、動物園の役割である「レクリエー
ション」「環境教育・生涯学
習」「調査・研究」そして「種
の保存」に取組んでまいり
ました。
　平成26年（2014年）に
は、開園50周年に向けた再
生と発展のビジョンを「リ
スタート構想」として取り
まとめ、現在、その実現に取
組んでいるところです。私
は、石田前園長の後任とし
て、この「リスタート構想」

の実現に向けた施策の絞り込みと練り上げ、実行（実効）
度の加速を図ってまいります。
　具体的には、園内の整備や各種イベントの充実、飼育
動物他に関する情報発信の強化等、様々な改善・改革、そ
して新たな付加価値創出を推進中で、来年春にはアフリ
カ平原ゾーンをオープンし、チーターやハイエナ等の展

示を開始する予定です。
　緑豊かな景観と特徴ある
動物の展示を核に、「驚きと
感動」「癒しと憩」そして「学
びの場」として、より皆様に
愛され、人と都市を育む千
葉市動物公園に発展させて
まいります。
　皆さんのご来園をこころ
よりお待ちしております。
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2019年5月末現在の飼育数

哺　乳　類　　　　　 56種　　　　504点
鳥　　　類　　　　　 59種　　　　230点
爬　虫　類　　　　　 7種　　　　 42点
両　生　類　　　　　 1種　　　　 2点
魚　　　類　　　　　 1種　　　　 3点
総　　　計　　　　　124種　　　　781点

フンボルトペンギン
2月27日生まれ

レッサースローロリス
3月28日生まれ

オニオオハシ
5月1日生まれ

フサオマキザル
5月1日生まれ
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　皆さんは、「類人猿」を知っていますか？
　彼らはとても知能が高く、信頼関係を築くのに他の動物よりも時
間がかかると言われています。今号から、新たにチンパンジー担当と
なった私の奮闘記をお届けします !
　担当初日、ペアを組む先輩と一緒に類人猿舎に入ると「ギャー
ギャー !」というすごい鳴き声と、激しく壁を叩く音。チンパンジーの
サンタ君は、新入りの私を見て興奮し、とても大きな音を立ててきま
した。チンパンジーは警戒心が強く、不安感から攻撃的な態度をとり
ます。先輩からは「初めは当たりがキツイかも…」と聞かされていま
したが、それは、私の想像をはるかに超えるものでした。

　チンパンジーが放飼場に出るときの通路は、飼育員通路の上にあるの
ですが、放飼の際、わざわざ私の真上に来て口に含んだ水を吐きました。
そして、またすぐに部屋に戻り水を含んでさらに吐き出してきました。
　翌日は、食べかけのリンゴを真上から吐き出されたほか、外から枯葉を
持ってきて私の真上でこするので私の頭が枯葉だらけに…。
　こんなときに、怒ったり逃げたりすると行動がエスカレートしてしま
うので、とにかく耐えるしかありませんでした。これから、こんなことが
毎日続くのかと思うと心が折れそうになりました(*_*)
　ここから、私がどこまで彼らと仲良くなれるのか？次号もお楽しみに !

飼育第一班　岡部 千裕

　今年も暑い夏がやってきました ! アイスやビールについつい手が伸びてしまい
ます…。
　オオカンガルーが生息するオーストラリア大陸東側は、日本に似て夏は30℃を超
え、湿度も高くなります。そのため、彼らは暑さ対策のために様々な行動をとります。
　気温が上昇してくるとまず、日陰に入ります。これは、私たちもやりますよね。次
は、前脚で土を掘り冷たい地面を出し、その上に寝そべります。これはミーア
キャットなどの動物も行いますが、意外と涼しいです。
　それでも暑いと、奥の手である「腕を舐める」という行動をとります。これは、気
化熱という仕組みを利用しているのですが、液体は乾く（蒸発する）ときに熱を奪

うという特性があります。皆さんも、雨で濡れたときに「早く体を拭か
ないと風邪ひくよ」と言われたことがありませんか？これは気化熱に
より体が冷えるということなのです。
　カンガルーの腕は細く血管も近いため、腕に唾液を塗ることによっ
て血液の温度を効率よく下げることができます。暑い日にご来園いた
だくと、腕が唾液で濡れているカンガルーの姿を見ることができま
す。
　濡れたタオルなどで腕を拭いてみると、似たような体験ができま
す。ぜひ、カンガルー展示場前のベンチに座って、彼らと一緒に「夏を
乗り切る知恵」を試してみませんか？

飼育第二班　石田 郁貴
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知恵カンガルカンガルカンガル のの知恵乗り切る!乗り切る!
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1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位

アメリカビーバー
オオカンガルー
ケヅメリクガメ
エリマキキツネザル
ヒロハシサギ
ヒワコンゴウインコ
白票・無効票

693票
476票
461票
249票
229票
165票
148票
92票

★ZOO-1GPの結果★★ZOO-1GPの結果★★ZOO-1GPの結果★
2位2位

3位3位

アメリカビーバーアメリカビーバー

オオカンガルーオオカンガルー

1位1位
ショウガラゴショウガラゴ

ショウガラゴショウガラゴ

次世代スター発掘次世代スター発掘 イチオシ動物に投票！

　動物公園では、GWに次 世代スター発掘のための人気投票イベント「ZOO-1グランプリ」 を開催しました。
　出走した７種の動物の 中から、見事１位に輝いたのは動物科学館で飼育しているショウガラゴでした！
　2019年は、千葉市動物 公園の「イチオシ動物」として、ショウガラゴをPRしていきますので、今後の取組みに
ご期待ください！

ショウガラゴってこんな動物！

アフリカ大陸に広く分布している夜行性の小型サルで、樹上で生活しています。
暗闇の中でも枝から枝へ俊敏に移動し、その動きは目にも止まらぬ速さです！
ブッシュベイビーとも呼ばれ、目は大きくて丸く、耳が大きいところが特徴です。
跳躍力に優れ、体の10倍以上の高さでも、らくらく移動できます！
（体長：15cm程、尾長：20cm程、体重：200g程）

1位のご褒美にジャンボ
ミルワーム（昆虫）を
プレゼントしました！

５本ある指は長く、
指先はしっかり枝を
握れるよう平たく
なっています

木から降りても

俊敏に跳ね回りま
す！

園では果物などを
中心に与えていますが、
野生では昆虫類も
好んで食べます

寝床は展示場内の
高い位置に設置
してある巣箱です

の覇者はの覇者は

特集特集



　ふれあい動物の里で、毎年好評の「夏の星空バーベ
キュー」を今年も営業します。満天の星空のもと、みん
なで食べるバーベキューの味は格別です !
　動物公園で、夏の思い出を作ってみませんか？

　ふれあい動物の里で、毎年好評の「夏の星空バーベ
キュー」を今年も営業します。満天の星空のもと、みん
なで食べるバーベキューの味は格別です !
　動物公園で、夏の思い出を作ってみませんか？

　ふれあい動物の里内のキッズパーク
に、子ども用プールが登場します !
　暑い夏はキッズプールでクール
ダウン !!
　ぜひ、ご利用ください。

お
知
ら
せ

問い合わせ　ふれあい動物の里  TEL 290‐8989問い合わせ　ふれあい動物の里  TEL 290‐8989

連載第１回目は、私が特に注目してほしい動
物を紹介するよ ! 今回はライオンだよ !

ライオン!? 私も大好き !

動物公園には２頭いるんだけど、ガラス展示場
に「アレン」、外の展示場に「トウヤ」がいます

へ～。なんでアレンがガラス展示場
でトウヤが外の展示場にいるの？

アレンはやんちゃだから、外の堀に落ちたら大
変なので、ガラス展示場にいるんだよ

そうなんだ。そういえば外の展示場に新し
い洞穴ができたよねえ？

そうそう ! コピエと呼ばれる岩
山ね。タイミングが良ければ岩山
からのジャンプが見られるかも

ライオンが活動的になる時間帯は朝と
夕方だから、そのへんが狙い目だよ !

可愛い～♥ 写真を撮りたくなっちゃうね !
鼻のハートを見たら恋愛運がUPしそう♪

そういえば、しーくいーんのネタで
ライオンってないよね？

そうだね～、今度作って彼らにも見てもらお !

昼間は寝ていることが多いん
だけど、そんな時に注目して欲
しいのがアレンの鼻 !
横から見るとハートの形をし
ているんだよ !

昼間はどんな姿が見られるの？

すごーい ! 見てみたいなあ

・90分制の手ぶらでBBQセット（飲み物の持込みOK）
・90分制の持ち込みBBQプラン（食材の持込みOK）
・完全予約制（1週間前までに予約）
・台数限定で駐車場をご用意しています（要予約）

13(土)～15(祝)・
 27(土)・28(日)
10(土)～13(火)
15(木)～18(日)
14(土)～16(祝)

18：00～22：30
（最終受付21：00）

営業日・時間
7月▶

8月▶

9月▶

主なメニューなど

▲地ビール500円▲スタンダードセット
　1人前1,900円（写真は3人前）

キッズパークにプールが登場 !キッズパークにプールが登場 !キッズパークにプールが登場 !キッズパークにプールが登場 !

日時：7/13（土）～9/1（日）
　　  （休園日を除く）
　　 10：00～16:00
対象：2歳～6歳
料金：20分 500円

しーくいーんが Youtube チャンネルを開設 !しーくいーんが Youtube チャンネルを開設 !
詳しくは詳しくは 検 索

クリック！
クリック！特任広報宣伝部長
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三田寺理紗です 日野麻衣です

Vol.１Vol.１

特任広報宣伝部長特任広報宣伝部長

　動物園では誰もが楽しく学べるよう、さまざまな
工夫を凝らしています。

　例えば、動物の頭骨を使った取組みです。肉食で
あるライオンの奥歯はギザギザ、草食のシマウマの
歯はデコボコ、カピバラの前歯は一生伸び続けま
す。動物の歯をよく観察すると、食べものや暮らし
に適応して進化しているのがわかります。

　出張授業や園内ガイド
では、参加者を獲物に見立
て、ライオンがどんな方法
で狩りを行うのかを実演
したり、歯を見てその動物
が動物食か植物食かを考
えるなど、体験やクイズを
通じて楽しく学べるよう
工夫しています。

　こうやって身についた知識は、動物を観察する際
のヒントになります。今までは、「眠そうな昼間のラ
イオン」としか見えなかったものが、彼らの「大あく
び」が歯を観察するチャンスだと思えるようになり
ます。そんな気づきの積み重ねが、骨身にしみる動
物園体験となるでしょう。
　これからも、「動物園は楽しい学びの場」であるこ
とを普及する取組みを進めていきます。

教育普及担当　森 由民 · 鵜澤 和生

　現在、千葉市動物公園には約100名のボランティ
アが在籍し、皆さん、日々楽しみながら意欲的に活動
しています。
　動物公園ボランティアは、園のため、来園者のため
に行うものですが、同時に自分自身のために行う活
動でもあります。そして、在籍の皆さんは、個々の趣
味趣向や特性に
合った活動を見
つけて、個人や
チームで取組ん
でいます。
　例えば、ある方
は「絵本のお話会
チーム」に入り、小さな子どもに絵本の読み聞かせを
することに楽しみ・やりがいを見つけたそうです。
「絵本のおはなし会」は毎週土曜日に開催しています
が、心のこもった読み聞かせは来園者に大変好評で、
毎週、これを楽しみに来園される方も多いです。

　このほか、チーム
の枠を超えたボラ
ンティア全体での
取組みとして、動物
の生態などをクイ
ズにした「おもため
クイズラリー」を定

期的に行っています。来園者からは、楽しみながら動
物のことを学ぶことができると好評であり、園とし
ても非常に助かっています。
　現在、次期ボランティアを募集しています。動物公
園での活動にご興味を持たれた皆さん、ライフワー
クを豊かにするために、園のボランティアとして活
動してみませんか？ご応募、お待ちしています !

企画広報班　中村 智行

詳しくは 検 索
クリック！
クリック！

千葉市動物公園ボランティア

GO!
GO!ボランティア!!ボランティア!!GO!
GO!

楽しみ・やりがいを見つけてみませんか？動物体験動物体験
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ツイッターで情報を配信中！

　今年もやります！ちばZOOフェスタ2019！

　動物ファンの、動物ファンによる、動物ファンのための、年に一度の
「動物文化祭」です。
　今年は豪華版、なんと３日間開催です！（11月２日・３日・４日）。
　現在、ZOOフェスタを支援していただける方、一緒に盛り上げて
いただける方を募集中です。

ＺＯＯフェスタ協賛と参加者を募集中！

お得な
年間パスポート
販売中！

大人 2,500円

お得な
年間パスポート
販売中！

大人 2,500円

9：30～16：30まで
（最終入園は16：00まで）

■開園時間

•毎週水曜日
 （水曜日が休日の場合は翌日）
•12/29 ～ 1/1

■休 園 日

◆普通車　700円
◆大型車 2,800円
（開門時間9：00～17：00）

■駐 車 場

◆大人（高校生以上） 700円
◆中学生以下 　　無 料
※団体割引：有料人数30名以上で2割引

■入 園 料

千葉市動物公園
公式Twitter アカウント

@ChibaZoo
フォロワー数
現在 102,284人
（5月 31日現在）

詳しくは ちばZOOフェスタ2019

ステージイベント「アニマルコスプレコンテスト」

飼育員しか撮れない動物写真のほか、イベント
情報などを毎日配信中！ぜひ、ご登録ください。

動物園でビールと音楽を楽しむ
大人向けの催しを開催します！
動物園でビールと音楽を楽しむ
大人向けの催しを開催します！
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