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鹿児島市平川動物公園情報誌 � � � � �� � � � � �動物園でお外ランチしよう！！ お弁当
だ！春だ！食堂&売店

ワオキツネザルの人工哺育
特集

園内では休養広場、白鳥池前のベンチ、ゾウ舎前広
場などでお食事を召し上がっていただくことがで
きます。これから気持ちの良い日が続きますので、
ぜひ動物園でピクニック気分を楽しんでみてはい
かがですか？？

寒い冬も終わり、クジャクやダチョウのオスが羽を広げてメスに恋の猛アピールをしたり、メジロたち
がちょろちょろ飛び回る様子を観察できる季節になりました。すっかり春ですね、お天気がよい日は外
でランチでもしたくなります。食堂では、この度ピクニック気分を味わっていただけるお弁当3種の販
売を始めました！！

チキンライスと鹿児島県産鶏唐揚げ、薄
焼き卵が白米のホワイトタイガーを引
き立てます！！もりもり食べたら園内を
一周しても体力が持つ、かも！？

春とはいえ、鹿児島の最高気温は20度を超える日も珍しくあり
ません。園内を一回りすると喉も渇き、園路も終盤に差し掛かっ
た「ふれあいランド」周辺に来ると水筒もからっぽ…。そんな経
験のある皆さんへ朗報です！この度、マイボトルサービスを始め
ました！タンブラーでも携帯マグでも、水筒でもOK！ボトルを
持ってご来園ください（上限500㎖）。あなたのボトルを「いっ
ぱい」にします！！

チキンライスの上にコアラ形の卵焼き
を乗せてオムライス風に仕上げました！
耳と鼻には鹿児島県産「薩摩ハーブ悠
然どり」を使用したチキンナゲットを
使用し、お子様の大好物を揃えました。
あっと言う間に完食間違いなし！？

鹿児島人の大好物！そして鹿児島に来
たらぜひ食べていただきたい「キビナゴ
の唐揚げ」と「薩摩鶏のから揚げ」が入っ
ています！おにぎりの一つには「枕崎産
かつお節」をまとわせ、なんとも滋味深
い味わいのお弁当になっています！

※各種お弁当のトッピングに使用する食材が変更と
　なる場合があります。ご了承ください。

喉が渇いたら「象舎前売店かふれあい売店」へ
駆け込むべし！！

※対象ドリンクは、象舎前売店は緑茶、オレンジジュース、メロンソーダなど６種類、
　ふれあい売店はコーラ、緑茶、カルピスの３種類です
※ドリンクがなくなり次第サービスは終了致します

ホワイトタイガー弁 税込
500円 コアラ弁 税込

500円 滋味弁（じみべん） 税込
500円

お米大好きっ子には… オムライス大好きっ子には…
鹿児島の味を

楽しみたい方には…

期間
限定

赤字覚悟！？のマイボトルサービス！ 一律
税込１６０円
（Mサイズと同価格）

〇動物たちに食べ物をあげないでね！
〇ゴミ箱を各所に設置していますので、
　食べた後はゴミ箱へお願いします！

お 願 い

もう

かん　さつ

さつ　ま ゆう

ぜん
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ワオキツネザルの島では、3月から5月にかけてが出産シーズンです。昨
年は少し早い2月に2頭が誕生しました。そのうちの１頭は、母親が上手
く育てることができなかったため、飼育員が母親に代わって育てること
になりました（人工哺育といいます）。発見したときは、こんなに小さな命
が育つのか不安でしたが、すくすくと成長する姿に「しっかりしなけれ
ば！」と人工哺育を進めていきました。
名前が「ヨ」から始まる家系なので、「ヨカゼ」（メス）と名付けました。
今回は、「ヨカゼの成長と群れに帰るまで」をご紹介します。

こんな動物
分類：霊長目キツネザル科

分布：マダガスカル島南部

主食：果実、木の葉、昆虫（雑食）

2021月2月24日に生まれました。
しかし、母親が抱きかかえる様子がな
かったため人工哺育で育てることに
なりました。
発見したときは少し弱っている様子
で、すぐに園内にある動物病院に運び
ました。

41日齢から離乳食を開始しまし
た。それまではミルクのみでした
が、少しずつ固形物を食べられる
ようにしていきました。バナナやリ
ンゴをすりつぶしたものをシリン
ジに入れ、少しずつ与えます。92
日齢からは自分で食べられるよう
になりました。

初めは、ヒト用ミルクを２～３時間おきに
与えました。まるでヒトの赤ちゃんのよう
な間隔ですが、飲む量は１～２㎖程度。体が
小さいので、詰まらせないように慎重に与
えます。また、便の状態や飼育室の気温・湿
度にも注意します。少しの変化が小さな命
には危険なのです。

順調にすくすく育ち、動き回るようになって
きたので大きなケージにお引越ししました。
体がしっかりしてきて、飛び跳ねるように。
葉っぱをくわえたり、柵を登るようになりま
した。

日に日に大きくなり、同居練習も継続して行いまし
た。初めは担当者が付き添いながら行っていました
が、少しずつヨカゼと群れの個体のみでの練習も始
めました。
飼育員二人体制で監視を行い、ヨカゼが他の個体に
攻撃された時や、池に転落しそうになった場合にす
ぐに助けにいけるようにしました。
５分～１０分の練習から始めましたが、私自身もドキ
ドキしてとても時間が長く感じました。ヨカゼも初め
ての環境に驚いていたようですが、慣れようと頑張っ
てくれていたと思います。練習を重ねるうちに、ヨカ
ゼや私自身も慣れてきたので少しずつ同居の時間を
長くしていきました。

誕生

離乳食

ミルク

▲ミルクを与えている様子

▲保育器の中で過ごしていました

▲担当者がプレゼントしたぬいぐるみも一緒です

▲同居練習中 ▲ヨーコとヨカゼ

▲木の上で緊張している様子 ▲少し慣れてきたかな？

▲同居練習に向かうヨカゼ。
　ぬいぐるみを抱き締め不安な様子

▲歯が生えて、体も大きくなってきました

▲バナナのすりつぶし ▲161日齢で固形のエサを食べるように

41日齢

引越し 54日齢

当園のワオキツネザルたちは、池にある島状の展示場（以下ワオ島）で群れ飼育を行っ
ています。５５日齢から、「群れ」で暮らせるようにワオ島での練習を開始しました（同居
練習）。飼育員は母親の代わりになり育てることはできますが、群れでのルールや挨拶の
仕方などワオキツネザルとして生きていくために必要なことは教えてあげることができ
ません。群れで暮らすということは、とても大切なことなのです。

群れに戻る練習を開始！ 55日齢

同居練習が続く 148日齢

人 工ワオキツネザルの特集 哺 育
～ヨカゼが群れに帰るまで～
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１歳目前になると、すっかり群れに馴
染み、様々な姿を見せてくれるように
なりました！太陽に向かって日光浴を
したり、毛づくろいをしたり。他の個体
と一緒に鳴き声を出したりうたた寝し
たり。ずいぶんワオキツネザルらしい
姿になりました。そんな姿に、私もとて
も嬉しくなりました。

同居練習も順調に進み、この頃は一日中
島で暮らすようになりました。しかし、なか
なかエサを食べにいけず１頭で過ごす姿
が多くありました。それでも、私たち人に
慣れてしまうと群れの仲間として暮らして
いけなくなります。心の中で「がんばれ
～！」と思いながら見守りました。
すると、ヨカゼが他の個体に近づき、大人
たちが匂いを嗅ぎに来たり少しずつ群れ
に馴染む姿が増えていきました。
その後も、仲の良い個体と一緒にいたり、
木を駆け登ってみたり、徐々にワオキツネ
ザルらしい姿になっていきました。群れで
暮らすうちに、ワオキツネザルとして必要
なことを覚えていったようです。 2月24日に1歳になったヨカゼ。群れのみんなと一緒にお祝いしました！小さ

かった体も大きくなりました。
無事に1歳の誕生日を迎えるこ
ができて、よかったです。これか
らも健康で幸せに暮らせますよ
うに♪

ヨカゼの成長記録はどうでしたか？私自身も飼育員として人工哺育をするこ
とは初めての経験で、命の大切さや動物に向き合う姿勢など多くのことを学
ぶ機会となりました。
また、この１年間多くの方にお手伝いいただきヨカゼも成長することができま
した。ヨカゼ自身が一生懸命生きようとしてくれたこと、群れの個体が受け入
れてくれたこと、担当者として「本当にありがとう」という気持ちです。
ワオキツネザルはワオキツネザルらしく、群れの個体がこれからも健やかに
暮らせるようにサポートしていきたいと思います。
また、ヨカゼのことを知ってワオキツネザルについて少しでも興味をもってい
ただけたら嬉しいです。ぜひ動物園に会いにきてくださいね！
 担当：松本茉麻

▲群れの仲間たち

▲みんなで日光浴

▲木の間からのぞいています

▲誕生日のケーキ 

▲トマトをほおばるメロン

▲体重は８１０ｇになりました

▲みんなで仲良くいただきます▲ヨカゼもトマトをゲット！

群れに馴染めるかな？

１歳になりました！

242日齢

ワオキツネザル島で
暮らす日々

うまれたころ 
体重測定230g 

ダンボールの中で
暮らしていました

エサを食べてご満悦

みんなで日光浴

ミルクを飲むのも慣れてきたよ

これまでの

おわりに

成 長 記 録
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平川動物公園ミステリー
「犯人をさがせ！！」 

最近、平川動物公園のエサを保管している倉庫や調理室、冷蔵庫から「エサが
なくなる」という事件が頻発しているらしい。犯人の手掛かりは、無くなった「エ
サ」と残された足跡のみ。犯人は一体どの動物か、一緒に考えてみてくれ！！

ブロイラーや馬肉

野菜やイモ 

ハチミツ 

野菜や果物、食パンなど

なくなったエサ

犯人はわかったかな？正解は次ページへ！急げ！！！

現場に残されていた足跡

こんな跡も
残されていた！

足跡の近くにこんな
物が落ちていた！

どうやら細い穴から
なめたようだ！ 

平川動物公園では、亡くなった動物から
採取した体の一部（または全部）や、今も
元気で過ごしている動物の副産物（羽や体毛、卵など）を「標
本」として保管し、団体向けの学習プログラムの教材や、各種
イベント、動物ガイドなどで活用しています。一部は展示用ガ
ラスケースに入れて常設展示していますが、標本のほとんど
は収納ボックス内で保管し、必要に応じて使用しています。

視覚などに障がいがある方など、より多くの方に標本を
使って動物の体について知っていただくことを目的とし
て、2020年12月に「てのひらどうぶつえん」は始まりま
した。これまで
「肉食動物」「草食動物」「鳥類」「は虫類」
4つのテーマに沿った様々な標本を紹介し、
のべ638名の方に参加していただきました。
（2022年2月現在）

スタッフが１グループ毎に解説をしながら、標本に触れていただきますので、これまで行っていた標本タッチングよ
りじっくりと観察し、その場で疑問を解決することができます。
私達スタッフも、お客様からの質問を受け、新たな視点に気付くことができています。実際に障がいのある方の参
加はまだ少数ですが、これをきっかけにお手伝いが必要な方にも動物園に足を運んでいただき、不思議が詰まっ
た動物の体のつくりを「触覚や嗅覚、聴覚を使って」知っていただけるよう続けていきたいと思います。どうぶつ学
習館の「てのひらどうぶつえん」でお待ちしています！

障害者週間、国際障害者デーとは？？
12月3日～12月9日は「障害者週間」です。平成16年6月の障害者基本法の改正によって、国民が広く関心
と理解を持つことと、障がいを持つ方が社会・経済・文化その他あらゆる活動に参加することを促進するた
めに定められました。12月3日は、1982年に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日
で「国際障害者デー」、12月9日は1975年に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日で「障害者の
日」、とされており、この期間が「障害者週間」とされています。（内閣府ホームページより抜粋）
「てのひらどうぶつえん」は、障害者週間に合わせてスタートしました。

▲「は虫類」がテーマのときはカメの甲羅やワニの頭骨がずらり ▲見やすくわかりやすいラベルを心掛けていきます

見るだけじゃな
い！動物園の楽しみ方 

てのひら
どうぶつえん
やってます！！ 

このポス
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※これはフィクションです。実際に動物たちが倉庫や調理室からエサをとって食べることはありませんので、ご安心ください。
※６ページで使用した動物の足型は、麻酔下の健康診断時に水溶性のインクを使用してとったものです。

なんとか解決できて一安心…。みんなはわかったかな？？動物園では、動物たちが足の裏を見せてくれるときもあるし、展示
場に足跡が残っているときもあるから、注目してみてくれ！！

残されていた細長い跡は、尾

だった！物をつかむことができ

るように、裏側には毛が生えて

いないんだ！！長い指を持つ

が、手の親指は退化している。

指は５本あるが、やはり親指は

足跡には残らない。足裏全体

をつけて歩くので、肉厚。落ち

ていた物は、体を覆う針だっ

た！生えている場所によって太

さが違うぞ！

指は５本。木の上で暮らしてい

るから鋭い爪があるぞ！細長い

舌で花の蜜を吸ったりするん

だ。蜜の他には果実を食べる

が、今回はハチミツにまっしぐ

らだったようだ。

ヤブイヌ

ジェフロイクモザル

キンカジュー

アフリカタテガミ
ヤマアラシ

犯人は…この動物だ！！ 
前脚には5本の指。但し、親指

は離れて付いていて、足跡には

残らないぞ！少し離れて付いて

いたのは、「手根骨」という骨を

守る「手根球」。クッションのよ

うな役割をするんだ。

本誌32号でご紹介したコアラの子ども2頭

の名前について、一般公募により応募の

あった総数726（2頭合わせると1452）票

の中から選定会議を行い、名前が決定しま

した。

顔は母親のヒマワリそっくりです。性格は好奇心旺

盛で、同居しているキボウとも一緒にユーカリを食

べることがあります。日なたのように暖かく明るく

育ってほしいと込めて「ヒナタ」と名付けました。

性格は甘えん坊で、母親のイトによくくっついていま

す。父親と母親の名前をもらい、コロナ禍を明るく照ら

してほしいと願いを込めて「ライト」と名付けました。

ヒナタ
（メス）
2021年

3月27日生まれ

父

ブンダ

母

ヒマワリ ライト
（オス）
2021年

5月14日生まれ

父

バンブラ

母

イト

2022年2月27日に「コアラの名前命名式」を行い、お披露目

となりました。今回は「まん延防止等重点措置」の適用期間中

だったため、命名者とそのご家族のみでの開催となりました

が、ヒナタとライトも登場し、始終和やかな雰囲気となりました。

飼育担当者より一言

たくさんのご応募ありがとうございました。みなさまのご協

力のおかげで2頭に素敵な名前を付けることができまし

た。2頭のかわいい姿と成長の様子を見に平川動物公園

へ是非遊びに来てください。 
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10月頃になると園内のあちこちに落ちてくるドングリ。それを拾い集めてピ

カピカに磨き上げます。

動物園にやって来る子どもたちは動物も好きですが園内バスが大好き。バス

待合所で待っている子どもたちの中にはバスが見えると跳び上がって喜ぶ

子もいます。乗車してくる子どもたちにドングリをプレゼントするとうれしそう

な顔をします。「ドングリはクマやイノシシの大好物なんだよ」「これはクヌギ

のドングリだよ」と小ネタも紹介します。以前にプレゼントしたことのある子ど

もたちから「ドングリのおじちゃんだ！」と言われることもあります。

そんな笑顔の子どもたちに接すると私もうれしくなります。

秋から春までの季節、私にとっての必須アイテムはドングリです。

※ドングリは西村独自の必須アイテムです。また、季節によっては用意できない場合もありますのでご了承ください。

バススタッフはおしゃべり好き！ご乗車の際は、ぜひ会話をお楽しみください。

「ドングリ」
管理係 園内バススタッフ 西村正見の必須アイテムは

どうぶつどうぶつ
テンジクネズミ（モルモット）

館z o o

動物の赤ちゃんって、大人と見た目が少し違うことが多い
けど、モルモットは生まれた時から毛が生えていて、目も
開いていて、親をそのままギュッ小さくしたような姿。
歯も生えているから、生まれた日からエサを食べることが
できて、二週間ぐらいでお母さんのお乳を飲むのは終わ
るんだ。
ネズミの仲間だから、妊娠期間は約70日間と短く、一度
に2～4頭の赤ちゃんを産むよ！タッチングコーナーには、
ある程度成長して、みんなの膝の上に乗る練習をしてから
デビューするから、タッチングコーナーが再開して会える
日を楽しみにしているよ！

私の必須アイテム 
ひっ　　す

父　　親：ブンダ
母　　親：ジェイン

性　　別：メス
生年月日：2021年6月29日
　　　　（2022月1月18日 出袋）

性　　別：オス1羽とメス1羽のペア
生年月日：オス2013年4月に奄美大島で保護
 　　　　メス2016年3月11日
分　　類：スズメ目カラス科
分　　布：日本（奄美大島・加計呂麻島・請島）
食　　性：雑食（昆虫などの小さな生物・木の実・果物など）

2021年12月17日、東京都恩賜上野動物園（以下上野動物園）から来園し
ました。生息地の一つである奄美大島では保護活動が行われており、平川
動物公園でも上野動物園と協力して繁殖活動に取り組んでいます。
来園直後は落ち着きなく飛び回っていたものの、今ではエサをよく食べ、
ゆっくり休憩している姿も見せてくれています。名前の通りきれいな瑠璃色
の羽を持ちますが、鳴き声は小鳥のようなかわいい声だったり、カラスの仲
間らしくとても大きな声で鳴いたりもします。ぜひきれいな羽や様々な鳴き
声に注目してみて下さい！

ニューフェイス

分　　類：有袋目コアラ科
分　　布：オーストラリア
生息環境：林帯
食　　性：ユーカリ

コアラ ユーカリの林に単独ですんでいます。鋭い爪を持ち、枝を握
ることができる手指の構造をしており、樹上での生活に適
しています。朝と夕方に活動し日中は樹上で眠ります。他の
動物にとって有害な成分を含むユーカリを主食とするた
め、非常に発達した盲腸と肝臓を持っています。

たん　どく

こう　ぞう じゅじょう

もうちょう かん ぞう

するど つめ にぎ

袋から顔の一部を覗かせる
1月18日 全身が袋から出ている様子を観察できま
した。その後は袋の中に入っていることが多く、体の
一部が袋からでている事が多かったです。

2月に入ると袋の外にいる時間が長くなってきまし
た。ジェインのお腹の上で休んでいることが多いで
すが、時々背中や肩にしがみつくなど元気に行動し
ています。

背中に乗る

ぶん　　　　るい ゆうたいもく

ぶん　　　　 ぷ

国の天然記念物及び鹿児島県の県鳥に指定

きれいな瑠璃色の羽を持っています

巣箱の周辺にいるペア

こんな
動物

ルリカケス

1/22 2/5

のぞ

あま  み おおしま

か　け　ろ　ま　じま うけじま

ざっしょく

とうきょう と おん し うえ の どうぶつえん

せい そく　ち

はん　しょく

る　　り いろ

なか

ま

てんねん き ねんぶつ

みが

しょうかい

すがた

にん　しん

ひざ
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