
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

がつ がつ にち

がつ じつまつ

ご ぜん じ ぷん じ ぷんご ご

ご ぜん じ ぷん じご ご

つい たち

がつ つい たち

大人年間パスポート/2,000円　　団体（30名以上）/720円
大人/800円　　高校生/400円　　小人（中学生以下）/無料
駐車料金　普通車/1回700円

おと な

な えん こう こう せい えん こ ども ちゅうがく せい い か む りょう

ねんかん えん だんたい めい い じょう えん

おと

ちゅうしゃりょうきん ふ つう しゃ かい えん

毎月…第2、第4水曜日（祝日の場合は翌日）
※8月は5日、26日
4月・11月…第2水曜日を含むその週の月～金曜日
12月…29～31日

がつ にち

がつ がつ だい すい よう び ふく しゅう げつ きん よう び

がつ か にちいつ

つき だい だい すい よう び しゅく じつ ば あい よく じつまい
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（2020年10月末現在）
ねん がつ まつ げん ざい

53種
41種
48種
16種
1種

159種

288点
157点
294点
249点
4点

992点
02-J03-20-973
R2-2-706-709令和4年5月20日（展示、販売、保管、貸出、訓練）

さっぽろ円山動物園だよりのナゾ～2021年冬号編～
まる やま どう ぶつ えん ねん ふゆ ごう へん

答えを記入して、クイズに正解すると動物園センター総合受付で「動物カード」がもらえます！
なお答えはHP、動物園だより次号でもお知らせします。

※動物カードは枚数に限りがあるため、他の動物カードに変更となる場合があります。

こた き にゅう せい かい どう ぶつ えん

どうこた ぶつ えん

そう ごう

じ ごう し

うけ つけ どう ぶつ

どう ぶつ まい すう かぎ ほか どう ぶつ へん こう ば あい

●さっぽろ円山動物園だよりのナゾ～2020年秋号編～の答えは「アジアゾウ」です！解読できたかな？
やま どう ぶつ えん ねん あき ごう へん こた かい どくまる

ナゾの答えは7文字！
こた も じ

さっぽろ
円山動物園
だより

Sapporo Maruyama Zoo 2021
Vol.172
冬号

編集・発行：札幌円山動物園
令和３年（2021年）２月１日発行

〒064-0959
札幌市中央区宮ヶ丘３番地１
TEL/011-621-1426 FAX/011-621-1428
http://www.city.sapporo.jp/zoo/

【Step1. だよりの中に隠されしコトバを探し出せ！】
なか かく さが だす て っ ぷ

【Step2. ナゾを解読せよ！】
かい どくす て っ ぷ

ひょうかしたはなんかのえ

どうたいかいぶつのあかし？

あし うら

じ めん

まえ ぼん

あしゆび

あし う もう

てい か ふせ

あし あと うし

ちい

①ネズミは足裏＿＿＿＿が
地面につく

②ペンギンの前にある３本
の趾には＿＿＿＿がある

③シロフクロウの足の羽毛
は＿＿＿＿の低下を防ぐ

④エゾリスの足跡は後ろに
ある小さいのが＿＿＿＿

冬になると雪が積もり動物たちの足跡をみつけやすくなります。動物園に
行くときは、動物たちの足跡を探してみよう!

ふゆ ゆき つ どう ぶつ

い どう ぶつ あし あと さが

あし あと どう ぶつ えん

前にある大きい方が後
ろ足、そのすぐ後ろに
小さい前足が横並びに
なっています。

まえ

よこ なら

おお ほう うし

あし うし

ちい まえ あし

エゾリスキタキツネ

さが あとどうぶつ

ふゆ ゆき つ どう ぶつ あし あと

さがさが あとどうどう つぶつ

探してみよう！動物の　　跡

あし あと け と こた
ヒト　、クマ　、スズメ　、ペンギン　、
の足跡をすべて消し、問いに答えよ！

※ひらがなで書こう！

左右の足跡がぶれずに
直線になっています。

さ ゆう あし あと

ちょくせん



体温の低下を防ぐため足の周りに
はたくさんの羽毛が生えています。

たい おん てい か ふせ あし まわ

う もう は

ホッキョクグマ
カナダ、ロシア、グ
リーンランドなどの
沿岸部周辺に生息
えん がん ぶ しゅうへん せい そく

シロフクロウ
北極圏の
ツンドラ地帯に
生息

ほっきょく

せい そく

けん

ち たい

足裏が体毛で覆われていることで、
雪や氷の上を歩くときに寒さから
身を守り、すべり止めの役割も果
たしています。

あし うら たい もう おお

ゆき こおり うえ ある さむ

み まも ど やく わり は

　ハイイロカンガルーの「
サンドラ（メス、15才）」は

、2020年5月から、右足の
かかとの裏のパッド（いわ

ゆる肉球）が裂けて傷にな
り、そこへ細菌が感染して

膿が出る化膿した状態に
なってしまいました。ほぼ

毎日、傷を洗って薬を塗り
、包帯を巻く治療を行って

いましたが、7月には左足
のかかとにも同じような

傷ができて化膿してしま
いました。カンガルー特

有の両足でのジャンプも
できなくなってしまいま

した。

　カンガルーは脚と尾の
力がとても強く、通常は

安全のために全身麻酔を
かけるか、何人もの飼育

員で

押さえて治療をしますが
、円山動物園生まれの「

サンドラ」は、幼い頃人
に多く接触して飼育され

たた

め、人に対する警戒心は
ありません。そのため、

麻酔をかけずに横に寝か
せて足の治療を行うこと

がで

きます。カンガルーの獣
医学書によると、パッド

は元通りに再生するのが
非常に遅く、完治するま

で1

年はかかるようです。そ
れでも傷はゆっくりとふ

さがってき

て、「サンドラ」は元気
にカンガルー跳びができ

るまでに回

復しています（2020年1
2月現在）。

　円山動物園では、今回
紹介した「サンドラ」の

ように動物

に協力してもらって麻酔
をかけずに治療したり、

健康診断の

ための採血などができる
よう、多くの動物種で、

ハズバンダ

リートレーニング（受診
動作訓練）を進めていま

す。　

ねん
さい

がつ みぎ あし
うら

にくきゅう さ きず
さい きん かん せん うみ で か のう じょうたい

まい にち きず あら くすり ぬ ほう たい ま ち りょう おこな
がつ ひだりあし

おな
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なん にん し いく いん

お ち りょう
まる やま どう ぶつ えん

う

おさな ころ ひと おお せっしょく し いく

ひと たい けい かい しん

ま すい
よこ ね あし ち りょう おこな

じゅう い がく しょ
もと どお さい せい

ひ じょう おそ かん ち

ねん

きず

げん き
と

かい

ふく
ねん がつ げん ざい

まる やま どう ぶつ えん
こん かいしょうかい

どう ぶつ

きょうりょく
ま すい

ち りょう
けん こう しん だん

さい けつ
おお どう ぶつ しゅ

じゅ しん どう さ くん れん すす

しています。

サンドラ（メス 15才）
さい

「麻酔を使わない治療
」ま すい つか

ち りょう

さむ ち いき てきおう どうぶつさむさむ ちち いきいき てきてき うおう どうどう つぶつ

寒い地域に適応した動物の

暮らしにあった
いろいろな　

く

じ めん つ あし うら ぜん たい

しょ こう せい

蹠行性
地面に着くのは足裏全体

るいにゅうほ

哺乳類
るいちょう

鳥類

地面に接する面が大きい
ため、バランスがとりや
すいが推進力は劣る。

じ めん せっ めん おお

すい しん りょく おと

ヒト、クマ、
ネズミなど

じ めん つ ゆび

し こう せい

指行性
地面に着くのは指

バランスと推進力の両方
を兼ね備えている。
食肉目の多くがこの形。

すい しん りょく りょう ほう

か そな

しょく にく もく おお かたち

オオカミ、
トラなど

じ めん つ

ひづめ

てい こう せい

蹄行性
地面に着く
のは蹄

地面との接地面が小さく
力が集中するため、推進
力が優れているが、バラ
ンスをとるのには不向き。

ちから しゅうちゅう すい しん

じ めん せっ ち めん ちい

りょく すぐ

ふ む

シマウマ、
キリンなど

ペンギン、
フラミンゴなど

オウム、インコ、
フクロウなど

ダチョウのみ

うし

うし ほん まえ ほん

ぽん まえ ぼん

さん ぜん し そく

せい そく
三前趾足
（正足）
後ろが１本、前が３本
スズメ、カラス、ワシなど

（最も一般的）
もっと いっ ぱん てき

たい し そく

対趾足
後ろが２本、前が２本

に し そく

あしゆび ほん

二趾足
趾は２本だけ
速く走ること
ができる。

はや はし

木にとまるだけでなく、
地面も歩きやすい。

き

じ めん ある

まえ ぼん あしゆび

みず

ぼく そく

蹼足
前にある３本の趾に
水かき

水中でしっかり水をと
らえることができる。

すい

動物園の動物や身近な動物
の足はどんな形か観察して
みよう !

どう ぶつ えん どう ぶつ み ぢか どう ぶつ

あし かたち かん さつ

長時間安定して木に
とまることができる。

ちょう じ かん あん てい き

ちゅう みず

ほかにもたくさん
あります!

　　　とは、動物の胴体から分かれ、体を支えたり歩いたりすることに使う
部分です。足首からつま先までの地面に着く部分を「足」、足首から骨盤ま
でを「脚」と表現します。動物たちは様々な暮らしに役立つように足の形を
変え進化してきました。動物たちの足のひみつを探ってみましょう。

どう ぶつ どう たい わ からだ ささ ある つか

ぶんぶ あし くび さき じ めん つ ぶ ぶん あし くびあし こつ ばん

あし ひょう げん どう ぶつ さま ざま く やく だ あし かたち

しんか か どう ぶつ あし さぐ
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