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（撮影．中上正幸）

・ー－カバーウォ ッチング
フンホ．ルトペンギ ン

ペンギン目 ベンギン科

Splreniscus lr11mbold1i 

南米の太平洋沿岸織に分布して

います。

ペンギン類は南極に分布すると

恕われがちですが、本種は温暖な

土地に分布する代表植で、当国で

は、 夏でも屋外展示しています。

OH~ ：中よ正幸）
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｜｜｜｜｜｜｜｜｜動 物 色 私 ｜｜｜｜｜｜｜｜｜

Pボクらはみんな生きているP

音 の変化と共に夏の訪れを感じます。鳥の
ゆ

さえずり、水の流れ、葉の揺らぎ、風の

そよぎ、それ以外にも花の成長する音、雲の

流れる音、太陽の輝く音、セミたちガ土の中

でスタンパイしている音、大気の温度ガ僚々

に上昇してゆく音…・一実際には聞こえない音

でも感性の茸を使えば聞こえる音ガたくさん

あります。自然の中には、すばらしい音楽ガ

満ちています。

私ガ声楽を学び始め疋頃、動物園へ通いつ

め芝日々ガあります。動物達は実に自然に声

を出しています。そのうまさに見とれ、感／［＼，＼

し、何度も声に出しマネていましだ。他の人

から見れば少し異様な光景だっ芝でしようが

私自身は大まじめ。おかげで舎でも発声練習

5月21日に生まれたニホンジカです。

現在シカ舎で展示しています。可愛い姿を

見に来て下さい。

増由美樹さん

〈声楽家〉

にその時習得し芝鳴き声をとり入れ、自分で

も「鳥と話せる。Jと思う瞬間もあります。ガ

近所の人にこの家には伺ガいるのか…と不信

ガられると思って調子に乗って何回も、とい

うことは最近画論〈しています。

動 物園に通いつめて以来、声について即

ではなく儀々な事を者えるようになりま

しだ。当り前ではあるけれど、人間も動物であ

るということ。科学と文明の発達の障で本来

持っていた素晴らしい感覚ガ失なわれ、それを

再認識し、自然に寄り添い生さること。

情 報社会の中では、バーチヤルリ戸リティ

の発達で、メデイ戸によっても実体験に

近いものを得られるようになりまし疋。しか
なま

し生の感覚、生きだ感性を大切にしていき芝

いです。私達ガ動物に植物に音楽に実際触れ
,, 

ることで湧き出る感情、そこから生き芝言葉

ガ必ず生まれます。そのプロセスでしか宵て

られない能力や感性ガあることを忘れてはな

らないと私は思っています。

私自身、自然の一部として、大地に空に人

の山に響く演奏を、音楽教育を続けてゆける

よう、あらゆる自然の中から感受し芝いと思

います。

〈ます定みき〉

3 
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j 生手＼＼，~J化石ヤマネめ不思議と舎！

「リ スってどんな動物ですか ？Jと聞かれ

るとほとんどの人々は、その姿や行動

を正しく思い浮かべることができます。でも、

「ヤマネ」という名前を聞いて、多くの人々は、

どんな動物をイメージするでしょうか？ある

人は、魚の「ヤマメjとか、また「ヤマネコJと

思ってしまうほど、 日本人にはあまり知られ

ていない動物、それがヤ7 ネです。

ヤマネは、ネズミなどと 同じげっし類です。

ネズミと違うのは、しっぽにはふさふきとし

た毛が生え、背中には1本の黒いすじがあるこ

と。体重は18グラムほどで、ニワトリの卵（約

50グラム）の半分もありません。 口からおしり

までの長さは、 8センチと小さく、 目がかわい

い動物です。

ー ホンヤマネは、本州、四国、九州、｜層、岐
ーーー す

の森の木の上に楼んでおり、夜行性と体

が小さいことから、人々は、ヤマネがかりに

自分の家の裏山に稜んでいて もわからないこ

とが多いのです。

ヤマネの一つの特性は、体をボール玉のよ

うにして冬眠することです。冬眠中のヤマネ

に向かつて「起きろ」と大声で叫んでも動きま

せん。毛糸玉のまんまです。世界には26種 類

ほどのヤマネの仲間が、ヨー ロッパ、アフ リ

カ、中央アジア、中園、そして日本に生息し

4 

ています。 「シマウマjが、 “縞のあるウ？”で

ある ように名前はその特徴を表すことがあり

ます。ロシアでは、ヤマネのことを Iソーニヤ」

左言います。意味は「ねぽすけJ。 ドイツでは、

「ジーベンシュレーファーJと言い、 意味 は

「よくねむるもの」です。イギリスでは、「ドウー

マウス」と言い、「ねぽすけなネズミ Jの意 味

です。「不思議な国のアリス」の物語の中でも

「ぽうし屋jや「三月ウサギ」にクッションがわ

りにされても、あつい紅茶をかけられても、

平気でねむっています。日本では漢字で「冬眠

鼠」と書きます。

ー のように世界の人々は、ヤマネのことを
、ー圃回

「ねぽすけJと思っているようです。でも、

最近の泣伝学的研究の結果、ニホンヤマネが
ぷんき

大陸産ヤマネ類と分岐したのが2000万年前と

推定されました。ニホンヤマネの仲間の化石

がヨーロッパの数千万年前の地層から出てい

るので、はるか大昔、ニホンヤマネは、大陸

から明鮮半島を経由し、日本にやって来た と

考えられるのです。ですから、ニホンヤ7 ネ

は、日本の最古参の晴乳類の一つ で、 日本 へ

の固有度が高い生きた化石なのです。ニホン

ヤマネの歯の化石は約50万年前の地層から日

本各地で・見つかっています。 その時代は トウ

ヨウゾウがのしのしと歩いていたのです。大

きなゾウは滅んだが、小さなねぽすけは生き

残ったのです。でも、「ねぽすけJなのになぜ

大昔から生き抜いてこられたのでしょう。

~ れは、まず、ヤマネは樹上生活に適応し

た体つきをもっているからです。 4本の足

は体の横から出ているので幹や枝をだきかか

えやすくなっています。人の手のひらにあた

る部分には、肉球といって皮膚表面のふくら

みがいくつかあるので、枝をつかみやすくなっ

ており 、爪はかぎ爪といって先端がとがり、

枝をひっかけやすくなっています。しっぽは、

樹上を移動するときに、バランスをとるとき

f可
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に有効で、、

さらに 、

天敵にし

っぽ’を室長

1っh..ると、

まるで人

が手袋を

ぬぐよう

にしっ』ま

の毛と皮

膚がすぽ

っとぬけ、 樹上のヤマネ

後には白い骨だけが残ります。しっぽだけとっ

た縫いている天敵を尻自にヤマネは逃げるの

です（しっぽの毛は再生しないので、この方法

を使えるのは1回だけです）。そんな1＊をもっ

ているので、ヤマネは組｜い枝でも音をたてず

にすばやく移動します。その速いこと 、すば

しっこいこと、まるで森の忍者です。

ヤマネの雄は、甲子園の半分ほどの約20000

平方メートルほどの行動範囲をもっています。

雌の行動範囲は800-10000平方メ ー トルほど

です。森のネズミと比べると広いのです。

ま た、ヤマネは、いろいろな物を食べるこ

とです。自分の行動範囲の中で、ヤマネ

は植物てい

は、カ ラ

マツやド

ウタdンツ

ツジの花、

アケビな

どの実、

動物では

カ二トン

ボなどの

昆虫やザ

トウムシ 逆さまになって食べるヤマネ

など、さまざまな物を食べます。

そして、夜の活動が終わったヤマネは、昼

間、繁殖期以外は特定の巣を持たず、朽ちた
じゅどう

校の中、樹洞、フ宇ツシュの中などで休みます。

ヤマネはどこででも、休んでしまうのです。

次に、ヤマネは暗閣でも互いに意思を伝え

ることができる音声をもっていることです。

求愛に関

する声、

子どもと

母の関係

をつむぐ

声、威嚇

の戸など

があり、

夜の木の

上の世界

で話して

います。 木の穴から顔をだすヤマネ

次に、省エネによる冬眠です。例えば起き
－＼！－...， し

ているとき、体温は摂氏36度ほどですが、冬

眠すると 0-5度ほ どまで下げることで、 体 内

に蓄積した脂肪の消費を少なくしながら、冬

の6ヶ月ほどを何も食べずに眠るのです。加え

て、冬眠場所は、朽ちた幹や落ち葉の下、樹

洞、 土中などと選択の幅が非常に広いので森

への適応性が広いのです。

ー のような特性をヤマネはもっているため、
‘・・・

はるか大昔から生息してこられた生きた

化石なのです。

でも、今の日本は、ヤマネや森の動物にとっ

て必要な自然林が激減しています。森への森

林開発が進んでいます。 主主きた化石とはいえ、

森をなくしては生きていくことはできません。

山梨県の八ヶ岳山麓の清里では、道路工事のた

めにヤマネが生息する森が伐採され、孤立化し

た森がでいきました。それで、 山梨県はヤマネが

周聞の森とその森とが行き来できるヤマネブ

リッジを建設中です。ヤマネが実際に これを

用いるかは、今後の関係者の努力次第です。

清里では、この4月25日にヤマネミュージア

ムがオープンしました。森の中の小さな小さ

なミ ュージアムですが、 日本の人々にヤマネ

の不思議さと森の大切さを知らせていこうと

しています。

生きた化石ヤマネがこれからも森の自然と

共に安息に生きていくことができる 日本は、

日本の人々にも安息な固となるのです。

~~~t~2万5ゐ官漢と ~k71i
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日まじめに］ 従来、天王寺動物園における動物の展示は、無柵放養式を中心とした系統分

類学的展示が主流となっていました。

ところでlO数年前から北米の先進動物園や水族館では動物の生息環境を再現した環境展

示を新しい展示手法として取り入れ、主役と花王る動物だけでなく、それを取り巻く動物相

や植物相、地質、地層等をも配慮し、尚昆つ、動物の行動を含めたいわゆる生態的展示が

台頭しはじめ、展示の改革として急速に広がってきました。

乙のよう主主新しい情報が徐々に動物園に入ってくる砿かで、当国では移転問題の浮上や

偶々の動物舎の建替え計画の検討に、有識者の助言もあって平成3年より本格的に乙の展

示手法の調査と研究を開始し、平成7年に腿虫類生態館「アイファーJを、平成9年lζ力パ

舎を完成、公開しました。

+zoo21計画の経緯
天王寺動物園将来繕想 rzoo21計画Jは平成元年

10月｜ζ多目的ドーム誘致計画が持ち上がり、動物園を

含む天王寺公園が候補地の1っとして浮上したために、

新しい動物園の移転構想を至急、検討することがととの

始まりでした。

その後、平成2年4月に入って天王寺動物園の存続に

ついて検討会が持たれ、 5月からId:専門家、学識経験者、

職員をまじえたブ口ジ工ク卜が組織されました。

との間に同年7月には大阪の政財界文化人で第1自の

多目的ドム建設検討委員会が組織され、翌年7月まで

計4画会議が持た

れました。

天王寺動物闘で

は動物園改革基本

構想作業部会が組

織され、

l).多目的ドーム

誘致に伴う天王寺

動物園の移転と将

来計画の策定。

2）.従来の展示に

対するこれからの

展示手法の研究、

等が討議され、生

態的展示の考え方

を全面的に取り入

れた天王寺動物園将来構怨 「Z002l計画」報告書を

翌平成3年3月に作成しました。

しかし、この「Z002l計画J報告書は、全ての既存館

設を撤去した条件で、新たな展示方法の可能性を検討し

たものであり、亡の計画を具体化するためには、築後年

数の浅い既存施設を切り捨てる等、問題があるため、そ

の後2屈にわたり見直し修正を加え、平成7年3月に

rzoo21基本計画」として報告警を作成しました。

・計画の根拠
83年の歴史を有する天王寺動物園では開園以来、数

次にわたって拡張を行い、また、昭和36年より9カ年

計画で無柵放養式を中心にした系統分類学的展示で動

物含の改築を行って、現在の天王寺動物園の全容を形

作りました。この系統分類学的展示で｜芯学習効果や作

業効率等に一定の成果が見うれますが、動物舎の配置

については必ずしも統一された考えには基づいてい芯

かったようです。

1980年｜こIUCN（国際自然保護連合）がWWF世界自然

保護基金やUNEP国連環境計画と呼応して地球の生物

資源を保護する「世界環境保全戦略jを発表し、動物園、

水族館lζ対して、野生動物を飼育展示するための原則を

6 

勧告しました。このなかで

l).「野生動物の飼育は良好な飼育管理と増殖計画によ

って種保存に貢献し怠ければならないJ、
2）.「野生動物の展示は丹念恕教育計画により展示動物

が生態系で果たす役割を理解させ砿ければならないJ

としており、北米の先進動物国ではいち早く、この精

神を踏まえ生態的展示の手j去をとって環境教育の成果

を上げています。

これはSSC（種保存委員会）、 CBSG（保全繁殖専門家

集団）、 AAZPA（北米動物園水族館協会）等の連携と理

解！こ基づくもの

で す 。 また、

密主歪言苧事さき山eゆ 1992年には

匙Jハ唾.・：＼IUDZG（世界動

一’J －－ぺ 物園機構）が
オ 祖 国 量r占企Jrて IUC N、SS C、

一一弘 ~ CBSGと連携し、

’ 世界の動物園ー

水族館が全地球

的な環焼保全に

関する役割を明

確にするため、

世界動物園保全

戦略を発表して
Z0021計 画 第4弾 います。

サバンナゾーン ， 従来から動物

園の目的や役割

に「レクリエーション、教育、研究、自然保護」と4
つが挙げられていますが、最近では集約されて、種保

存と環焼教育の2つの柱が叫ばれています。乙の種保

存と環境教育の2つをアピールし理解させるには生態

的展示が最も効果的で、 これが最近の趨勢（すうせもっと

なっています。海外での例がシアトルウッドランド動

物園、タコマデファイアンス岬動物園、アリゾナソ

ノラ砂漠博物館、ブ口ンクス動物園、シンシナティ動

物園、モン トリオール動物園、ダラス動物関等々、ま

た、園内では「大阪J毎遊館j、「葛西臨海水族園j、「名

古屋潜水族館Jや当園の腿虫類生態館「アイファ－J
で取り入れられています。そとで、当園ではアメ二テ

イ性、エンターテイメント性、エデュテイメン卜性に

優れた高晶位な展示に積極的に取り組むために、また、

それ以上に自然保護と種保存を目的にした環境教育を

訴えるために生態的展示を取り入れた動物園の改修計

画に本格的に取り組み、平成5(1993）年から具体化の

第1弾として腿虫類生態館「アイファーjを建設し、

平成9年にはカパ舎を完成しました。

そして現在ではZ0021計画が本市の総合計画21や

重要施策あるいは主要プロジ工ク卜にも取り上げられ

る位置づけが芯されています。

ノ
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具体的な
Z0021計画

スケジュール

zo口21計画

計画区分

第 2期
極地と海岸ゾーン
アシ力7ザラシホッキョクグマホッキョヲギツネペンギン
黙帯降雨林ゾーン｛アジア南アメリカ）
トラシシオザルパヲメガネグマジャガーケモザル等
教育子供ゾーン

平成元年に端を発した

多目的ド ム誘致問題は、

平成2(1990）年の天王寺

動物園改革基本構想作業

部会による動物園の

Z0021将来計画構想に

引き継がれ、具体的には

平成3年の~虫類生態館
「アイファ jの基本構想

を端緒！こして、ほぽ毎年

順次、生態的展示による

改修計画を打ち出しまし

た。しかし、基本的芯考

第 1期

腿虫類生態舘「アイフ7ーj（完成）

草原ゾーン
熱帯草原（アフリカサバンナ）
力パ含 （完成）
サイ舎 （平成10年7月末完成）
草食獣工リア

（キリン舎、草食猷舎本年10月着工予定）
肉食獣工リア（平成13年度建設予定｝

温帯草原（アジアステッブ）
フタコブラクダモウコノウマオオカミ等

温帯林ゾーン
アジアの森（一部）ゾウ舎（平成12年置建設予泊守 Yジアソウ

管理ゾーン
繁殖ストックヤ ド倉庫車庫作業場資材置場等

動植物科学資料館芋供動物国

第 3期

草原ゾーン
温帯草原（南アメリカパンパス）
ラマ。パンパスジ力マーラヌ トリアレア等

混幣林ゾーン
四川省の森
ジャイアントパンダレッサーパンダキジ等

B本の温帯林
ツキノワグマシカニホンカモシカヱホンザル等

アジアの森（一部）
フランソワルトンマレーグマ等

オーストラリアの温帯林
コアラ。カンガル 工ミユ キウィ等

えはあくまで老朽化施設の建替え更新を目的としていま 画では6つのゾ一三ングの砿かに広大主主繁殖センターは

不可能なようで、また、順調に繁殖する希少動物の全て

を保有するにも限度があり、譲渡引受先にも限りがあり

ます。そこで日本動物園水族館協会種保存委員会とも連

す。

Z0021計画では11haの天王寺動物園を草原ゾーン、

熱帯降雨林ゾーン、 jlffi帝林ゾーン、極地と海岸ゾーン、

教育子供ゾーン、管理ゾーンの6
つにゾーン二ングし、改修工程では

3期に区分し、第l期では主に北園

を10年余りかかって熱情草原、温

帯草原の展示に改修する計画です。

とこには昭和36年からの9カ年計

画で建てうれた動物舎が多く、これ

らの施設の老朽化が目立っため最も

整備しやすい筒所として出発点とな

りました。第2期では動植物科学資

料館、極I也と海洋館等、新規施設の

建設を計画し、第3期では南園を中

心に、最近10数年以内に建てた耐 Z0021計画第1弾11際虫類生態館アイファ一

携し、台国館で調整して各園が繁

殖を推進する種を限定保有するよ

うに努める必要があります。そこ

で、当園では種保存委員会の園内

調整者となっている種、唯一の飼

育種、主主主繁殖種などの動物を中

心lζ繁殖推進種と位置づけ、これ

らをストックできるスペースを確

保するとととしました。との芯か

にはシシオザル、 ドリル、メガネ

グマ、マレーグマ、ホッキョクグ

マ、クロサイ、キーウイ、ジュケ

イ、ヨウスコウワ二と準繁殖推

進種としてフランソワル トン、周年数のある動物舎を活用し、取り

巻くようにしてアジア、 オセアニア、日本の温帯林の展

示｜ζ改修する予定です。これら3期の改修lζは20年余

りを要する予定です。計画区分は上表のように芯ります。

4砂種保存の役割と機能
動物園では従来、展示動物は動物商から購入すること

が専らでしたが、 野生動物はかけがえのない人類共通の

地球財産であるという認識から、動物の捕獲や、必要以

上に購入しないよう、また、これらの動物の生存を脅か

すことのないよう動物園間では繁殖研究に努め、余剰繁

殖動物は動物園闘で譲受譲渡、貸借、あるいは野生復帰

に努めています。すでにジャイアン トパンダ、ゴリラ、

クロサイ、コウノ トリ、タンチョウ、シシオザル、アム

ールトラ等、数多くの種でその実績が見られます。

天王寺動物園のZ002l計画では動物舎の建替え、展

示景観の変革だけのややもすると

ハ ド面辺倒に思われがちです

が、動物園の目的・機能として希

少動物の種保存の役割も考慮、検

討しています。狭い面積のなかで

も管理ゾーンのエυァ！こ繁殖ス ト

ックヤード‘も建設する予定になっ

ています。

当初、基本計画のなかでは繁殖

センターという名称で、ある一定

の面積を確保する予定でしたが、

11 haの面積で企画するZ0021計

オランウータン、チンパンジー、二ホンコウノトリ、コ

ンドル、パラワンゴクジャク、タンチョウ、ナベヅル、

ソデグロヅルが含まれています。しかし、面積に制限の

ある繁殖ストックヤ ドでは奇蹄類、類入費、大型食肉

類はスペスと安全上の問題から収容しない考えです。

+zoo21計画の企画と進行
この生態的展示の概念に基づくZ002l計画に当た

っては工リアごとのプランニング委員会や動物舎建設

プロジヱクト委員会を職員で組織するとともに、景観

設計、建築設計コンサルタント、学識経験者を参画さ

せて計画を推進しています。

計画では動物舎、施設の建設計画に対し、ます1年
自に構想 ー計画を、 2年自に基本設計 ー実施設計を、 3

年目に建設工事とスケジュールを

立て、予算企画を行っていますが、

規模によって設計、建設が多年度

にわたったり、あるいは税収等の

経済状況によっても事業年度が多

年にわたったり、延伸されること

もあります。

この天王寺動物園のZ0021計画

が順調に推進し、全国の動物園｜ζ良

い刺激と影響を与えられるととを期

待しています。（飼育課中川哲男）

Z0021計画第2弾水中遊泳のカパ舎

7 
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新カパ舎の1日

E面，，引I•圃

屋内寝室のカパに異常は
ないかな？ 元気にして
たら、カパを外の展示場
に出します。

⑨ 
カパを表に出した
あと寝室の掃除を
します。ウンチや
食べ残しもカパの
健康状態を教えて
くれるのです。

⑥ 鰍が…餌間）作り 1頭の
カパが1日に30kg前後も食べるので
食事作りも大仕事です。

TENNOJI ZOO 
HIPPO POOL 
総 面積 ： 2.soom•
建築面積 692.58m2
塵外プール ：450t
屋内ブール .60t×2 
水処理．
宙開式加圧急速漣過償B塞
スクリーン トレーナー4~基

完成 ：平成9年7月15日

去年の9月にオープンした新力パ舎も早くも半年が経ちました。

力パ達もやっと新しい家に馴れてきましたが、まだまだ表か5
見えない苦労もあるのです。そんな心配続きの担当者、中山係

員の1日を追っかけてみました。 （飼育課：西村慶太）

．． 
巳にιE... ' 

コ 亡工ヨニr;:o・.・' . 
日 “占ノ‘
6・

動物だけでなく、きれいな水
を維持する巨大な機械類の操
作や点検にも気がぬけません。

空いた時間にもカパとの会話を通じて観
察をします。言葉の話せないカパのこと
を感じとってあげるのも大切な仕事です。

今日 1日の作業や
出来事を記録しま
す。毎日の記録が
後で貴重な資料に
もなるのです。

⑥ 
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巨互亙 小鳥舎でコウギョクチョウの展示

を始めま

した。こ

の鳥はア

フリ力に

生息し、

赤色の羽

を持つこ

とから別名ルビーとも呼ばれるきれ

いな鳥です。

5/3.ピューマのメスの健康診断を行いま

した。身体測定のほカ＼血液や歯、爪

の状態などを検査しました。続いて、

ジャガーとヒョウも行う予定です。

5/7.今季E頭目のニホンザルが生まれまし

た。

5/8.ヒツジとトカラヤギの蹄（ひづめ）が伸
さ〈てい

びたので、削蹄しました。

5/10.小鳥舎で展示中のアカハシウシツツ

キの血液検査を行いました。

5 /l l.ブラックパックのメスB頭を九州｜自然

動物公園に贈りました。

5/13. “鳥の楽園”でインドガンが産卵しま

した。

フクロウとホシハジ口を各l羽保護

しました。

匡互豆E気温の上昇にともなって、寒い地

域に生患しているオウサマペンギン、

イワトピペンギン、マカ口二ペンギ

ンを屋内 圃圃m;JJ~黒部議開

の冷房展 ．．． 臨憲懇，I ~
示室に移・胴・・~~話通軍一一一
動させま一一一－＝ '• • 

した。同

時に、体

重測定と

爪切りなども行いました。

5/17.キジバトとムクドソを各1羽保護しま

した。

5／旧．チュウゴクオオカミ、コヨテ、 セグ

ロジヤツカルにワクチンを接種しま

した。

5/19.マレージャコウネコの赤ちゃんがE頭

生まれました。

匡互亙E “鳥の楽園”でシユパシコウ （ヨー

ロツパコウノトリ）が6羽，3、化してい

舎月もおもしろ情報満蹴

ZO 
DIARY 

を透視プールに展示しました。

姫路セントラルパークからダマジ

カのメスE頭が贈られてきました。検

疫終了後、シ力舎で展示する予定です。

5/26.カルガモのヒナをl羽保護しました。

5 /27.キジ舎で人工ふ化を試みていた二ジ

キジが3羽ふイじしました。

・お知らせ・

a・・・・圃...

一一一一、ー＝＝？？星空も!II/I 

キーウ ィ

・動物園のおじさんのお話

「キーウィのお話j

日時：日月lB日日 午後1時～

湯所 ：レクチャールーム

・天王寺公園・動物園写真コンクール

応募締切り日月31日間

問合せ 天王寺動植物公園事務所

TEL 06-771 -8401 

JJ 



愛ある暮し、応援します；

近鉄百貨店

生態・飼育・図鑑~~認さり
.・&'milt.逼・5，温情.s，~亘－－＝ヨP:-i':書副匹調・E圃

動物園で暮らす様々な生き物達、

自然の中ではどん~暮らしをし

ているのか9 動物園での世話

の仕方は？ 仲間はワ など、

写真と精密イ ラλ トをまじえ紹

介します。
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マヨg・の鷹羽2・u
⑩♂砂ややや

〈営業品目〉 製造機械 ・保温機 他

生コーン・袋詰ポップコーン・原材料一式

（株）増田食品宅控訴取引－，1げ

の
繍
同

m
w
g
g
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狼と生きて
父平岩米吉の思い出

平岩由伎子［編著］ ⑨新刊

3,500円＋税⑨限定1000部

狼と犬と猟の生態を研究し、 動物文

学をはじめて世に紹介した平岩米吉

の波i闘に富んだ創造性豊かな生涯を

娘の限から探く描く 。

夏の旅の，思い出、ふしぎな巡りあわ

せ、動物画家大崎普司、日本好き

~さ摂予習！｜ のスタール博士など、名品を掲載。

平岩米吉の本

狼 その怖と闘 犬の行動と心理
2,600円＋税⑨4刷 2,000円＋税

犬と狼 私の犬
⑨2刷出来 2,5凹円＋税 2,200円＋税

犬の生態 猫の歴史と奇話
⑨6刷 2,000円＋税 2,200円＋税

動物文撃復刻版［全10巻＋脳索引1
174, 757円＋税 ⑨限定300部（分売不可）

南方熊楠、柳田国男、小川未明…・・・鋒々たる執筆陣が数々

の作品・論考を寄稿し発表した幻の戦時中資料。

地書 干l削附東京都中央区築地山－201T山 35423731 FAX03-354 l-5799 （発送料一律400円）
館 ⑨ご注文は最寄りの舎店または直接上記姉まで。 E叫

新作

惇号「楽しい天王寺動物園」
19分 （10本常備）

・対 象／保育園・幼稚園・小学校の先生

・貸出期間／10日間

・貸出料／無料（但し郵送料510円は必要〉

・申 込先／当協会まで手紙かハガキで

お申込下さい。

ヨアタテν;t:Iカード（限定販売）

好評発売中￥800(50度用）

天王寺動物園の本
入園の記念・手引に・

オールカラー

500円

d明？’レ 4干、.r’p ， ~.~ ' 

圏内売店にあります。

大阪市天王寺動物園協会 干543-0063大阪市天王寺区茶臼山町6-74n(06)771-0201 



－医学実験用動物

・宣伝用、 テレビ用、貸動物

・原色世界維類図鑑（34種1枚もの）要郵便券250円

一七 Ill 百詰 b 
有限会社古川闘再

本社神戸市中央区中山手通3丁目11番 4号 電話（078)221-8195（内

飼育場兵庫県小野市来住町15 1 3番地

たのしいと動物のお話とは、
ガイドマシン（動物説明機）で、どうぞグ

圏内、主要動物舎
30数カ所にあります

関西特機株式会社

電話 06-762-2333

1回 30円

〈エヌ

動物園内－－－－－－．．．．．．

中央売店

お食事・飲もの・おみやげ

‘” 



カルシウムを摂るなら牛乳や乳製品が理想的それは、牛乳のカルシウムは、とても体

に吸収されやすいからです．この牛乳のカルシウム吸収のよさはそのままに、カルシウ

ムの量を600mg（成人1日あたりの所要量）までアップさせた、雪印毎白骨太．日本人

に不足しがちなカルシウムを、効率よく補給するために、ぜひ毎日お召し上貴司jください． ／ 干 、

雪印毎日骨太 ＠ 戦
雪印 ・・E函置画面画面画孟函圃圃

。圏内3ヶ所（南園高架下・北圏

中央デッキ北側・北園高架下）に

各種、のりものもがあります。

久竹娯楽株式会社
TEL(Q6)541-3938（代）

一日
愉快に

たのしめる
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