
コウモリ

外来生物展 夜の動物園
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実は身近なところにも外来生物はたくさんい
ます。
北海道にいる外来生物たちを実際に見ながら、
外来生物がもたらす問題について学ぼう！
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通常、16時30分で閉園のところ、21時まで開園
時間を延長し、夜行性動物たちの生態を観察で
きます。
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※期間中は周辺道路が大変混雑しますので、可能な限り公共交通機関
　でお越しください。
　懐中電灯の使用やカメラのフラッシュ撮影は禁止です。

（Photographer Hideo Kishimoto）
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開催時間
16：30～21：00
（最終入園は20：00まで）
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開催場所 円山動物園内
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円山動物園内科学館ホール
まる   やま   どう   ぶつ   えん  ない    か    がく   かん

鳥のような翼を持っていますが、私たち人間と同じ哺
乳類です。
地球上に存在する哺乳類の４分の１弱をコウモリ
（翼手目）が占めており、約1,300種のコウモリがいま
す 。 日 本 に は
35種が棲息しており、北海道ではそのうちの19種が
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日本に棲息するコウモリの多くは、主にカやガなどの
夜に飛んでいる虫を食べています。
果物や花の蜜を主食とするコウモリもいますが、北海
道には棲息していません。
コウモリは1日に自分の体重
の3分の1くらい、多い時に
は自分の体重と同じくらい
の量を食べます。カだと500
～2,000匹くらいになるの
で、コウモリがいなければそ
こらじゅう虫だらけになって

なにを食べているの？
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血を吸うコウモリは、
約1,300種いるコウモリの
うち3種類だけ！
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洞窟に棲んでいるイメージが強いコウモリですが、建
物 の
隙間や木の洞、枯葉の中、橋の下などを利用していま
す。マンションの壁や、家の網戸にいたコウモリが保護
されてきたこともあります。実はあなたの家のすぐ近く

どこに棲んでいるの？
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体の大きさの割にとても長生きで、20～30年くらい生き
るといわれています。
※同じくらいの大きさのハムスターは3年くらいしか生
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昼間は、同じく虫をエサとする鳥がたくさん飛んでい
るため、コウモリは夜に活動時間をずらして進化して
きました。超音波を使って障害物との距離をはかり、
真っ暗な中でも物にぶつからずに飛ぶことができま
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翼は私たちの手と同じ
！

５本の指の間に膜が
張ったもの。

北海道の自然を守るためにできることってなんだろう？北海道の自然を守るためにできることってなんだろう？北海道の自然を守るためにできることってなんだろう？
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豊かな自然を守るために

　アメリカザリガニはとても身近な存在ですが、外来種の彼らは北海道にもともといた貴重な
昆虫・魚・植物を大量に食べてしまい、生態系のバランスを崩してしまうかもしれません。稲な
ども食べてしまうので、人間の生活に直接影響を及ぼす可能性もあります。また、繁殖力も
強いので一気に数が増えてしまい、被害がさらに大きくなっていく恐れがあります。
　ザリガニだけでなく他の外来種についても、扱い方には十分気をつけなければなりません。

　人の手で飼育されていた動物が野生に放されてしまうと、その動物がもともと棲んでいた地域でなければ生態系の
バランスが崩れる原因となり、最悪の場合、駆除しなければならなくなってしまいます。
　外来種は自然や人間の生活に大きな被害を与えることが多いため、厄介に思われがちですが、一番の被害者は人間の勝
手な都合で持ち込まれ外来種に指定されてしまった動植物なのかもしれません。
　北海道の自然を守り外来種による被害を大きくしないため、また、罪のない生き物たちを守るためにも、飼育している
動物は絶対に野外に放さず、責任をもって最後まで飼育しましょう。
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ウチダザリガニやアメリカザリ
ガニのほか、実はミドリガメや
アライグマ、カブトムシ、クロー
バーも外来種です。
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3月1日～10月31日…午前9時30分～午後4時30分
11月1日～2月末日 …午前9時30分～午後4時
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毎月…第2、第4水曜日（祝日の場合は翌日）
４月…9～13日　11月…12～16日　12月…29～31日
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大人年間パスポート/1,000円
大人（高校生以上）/600円
駐車料金  普通車 /1回700円

団体（30名以上）/540円
小人（中学生以下）/無料

おと　な ねんかん

おと　な

ちゅうしゃりょうきん ふ　つう　しゃ かい えん

こう こう せい　い じょう えん

だん たい

こ　ども ちゅうがく せい　い　か む りょう

めい　い じょう えん

ほ にゅう るい

ちょう　　　るい

は　ちゅう るい

りょう せい るい

ぎょ　　　 るい

そう　　　けい

しゅ

しゅ

しゅ

しゅ

しゅ

しゅ

てん

てん

てん

てん

てん

てん

飼育動物数

哺乳類
鳥　類
爬虫類
両生類
魚　類
総　計

56種
44種
54種
15種
1種

170種

301点
178点
164点
258点
8点

909点

（２０１8年5月末現在）
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02-J03-18-1155
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札幌市円山動物園公式HP
http://www.city.sapporo.jp/zoo/
札幌市コールセンター TEL011-222-4894
（年中無休　午前8時から午後9時）
動物取扱業に関する表示
■氏名：札幌市円山動物園 園長 加藤 修
■事業所の名称：札幌市円山動物園
■事業所の所在地：札幌市中央区宮ヶ丘3番地1
■動物取扱業の種別（登録番号）：展示（札健動セ登録第437号）、販売（札保動
セ登録第1081号）、保管（札保動セ登録第1082号）、貸出（札保動セ登録第
1083号）、訓練（札保動セ登録第1084号）

■登録年月日：平成19年5月21日（展示）、平成24年5月21日（販売、保管、貸出、訓練）
■有効期間の末日：平成34年5月20日（展示、販売、保管、貸出、訓練）
■動物取扱責任者：山本秀明
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