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 京都大学が主催する動物園大学シンポジウムを、安佐動物公園で開催します。京都大学や連

携する国内 11施設の動物園は、日頃から協力して、情報交換、共同研究、教育普及を実施し、

動物の飼育技術の向上や生態等の解明に取り組み、動物の健康や繁殖、福祉の充実を図ってい

ます。動物園大学シンポジウムは、これらの取り組みを一般市民にわかりやすく伝える機会と

して、年 1 回、連携する動物園のいずれかで開催されています。動物園大学シンポジウムは、

今回で 8回目の開催となり、安佐動物公園での開催は初めてです。 
 
１. シンポジウム名称 

「ず～なんよ。動物園大学⑧inひろしま安佐 －里山の生きものたちと動物園－」 
 

２. 日時 

平成 30年 3 月 21日（水・祝） 

9 時 15分～16時 15分（受付：9 時～、先着 200人） 
 

３. 主催 

京都大学野生動物研究センター 
 

４. 共催 

広島市安佐動物公園、京都市動物園、公益財団法人 日本モン

キーセンター、公益財団法人 横浜市緑の協会（よこはま動物

園、野毛山動物園、金沢動物園）、名古屋市東山動植物園、わ

んぱーくこうちアニマルランド、高知県立のいち動物公園、

愛媛県立とべ動物園、熊本市動植物園 
 

５. 対象 

  当日の入園者 

※ 先着 200 人は入園料無料。無料受付は 9：00～。定員に達し次第、無料受付を終了。その後

も入園料を支払っての参加は可能。 
 

６. 内容 ※詳細は別添チラシを参照 

・動物園のうらばなし：動物園 9施設から、飼育係や獣医師が、各園の動物や飼育に関する話

題を提供 

・特別企画“里山”を考える：人間と野生動物の生活の場が隣接している“里山”について考

えるシンポジウム 

・ポスターセッション：動物園に関わる調査研究・取り組みなどに関するポスター発表（ポス

ターの掲示は 3 月 21日～4月 1日まで） 
      

開園時間 午前 9時から午後 4時 30分まで（ただし、入園は午後 4時まで） 

入 園 料 大人 510円、65 歳以上・小人（高校生および高校生相当年齢）170円  ※中学生以下無料 
※65 歳以上の適用には公的証明書が必要 

休 園 日  毎週木曜日（ただし 3月 29日、4月 5日、5月 3日は開園） 

「動物公園 春まつり」平成 30 年 3 月 11 日（日）～5 月 6 日（日）の土日祝にイベント開催！ 

平成 30年(2018年)3月 14日(水)  

 広島市安佐動物公園 活性化担当課長：堂本 

 担当：企画広報係 市川、嶋田 ☎082-838-1111 

 

 

      動物園大学⑧in ひろしま安佐 
    里山の生きものたちと動物園 

昨年、愛媛県立とべ動物園で実施した動物園

大学シンポジウムの様子 



動物園大学　⑧
in ひろしま安佐

2018 年

受付 ・ 開場　9:00 ～

会場 :広島市安佐動物公園

先着 200 名様　入園無料

ずず～～ななんんよよ
里山の生きものたちと動物園

お問い合わせは E-mail で

〒731-3355 広島市安佐北区安佐町動物園 広島市安佐動物公園 TEL 082-838-1111

zoouniversity@wrc.kyoto-u.ac.jp

http://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/zu/nan-yo/

Falco peregrinus  

オヒキコウモリ

ハチクマ
Pernis ptilorhyncus

Petaurista leucogenys
ムササビ

ホンドタヌキ
Nyctereutes procyonoides viverrinus

ホンドテン
Martes melampus melampus

ホンドギツネ
Vulpes vulpes japonica

詳細は web へ

動物園大学 検　索

サンちゃん Click!

Tadarida insignis

ナゴヤダルマガエル
Pelophylax porosus brevipoda

まちごうても 「じゃけん」 じゃあ ないんよぉ～！

うちらの広島弁にゃあね、 「 ・ ・ ・ じゃけぇ」 みとうな言葉だけじゃのうて、

やさしゅうて、 かわいい女子言葉もようけあるんよぉ～！

オオサンショウウオ
Andrias japonicus

Zoouniversity

事前申し込み不要

ハヤブサ

覚えときんちゃい！

（水・祝）

会場についてのお問い合わせは

Zoouniversity

動物科学館

3  21月   日

事前申し込み不要



ずず
～～ななんんよよ

これまでの動物園大学シンポジウム
2011 年　ず～どすえ。　　動物園大学 in 京　都　(京都市動物園）

2012 年　ず～だがや。　　動物園大学 in 名古屋  ( 名古屋市東山動植物園）

2013 年　ず～ばってん。　動物園大学 in 熊　本　(熊本市動植物園）

2016 年　ず～だなも。　　動物園大学 in 犬　山　(日本モンキーセンター）

2015 年　ず～ぜよ。　　　動物園大学 in 高　知  ( 高知県立のいち動物公園）

2014 年　ず～じゃん。　　動物園大学 in 横　浜  ( よこはま動物園）

2017 年　ず～ぞなもし。　動物園大学 in と　べ　(愛媛県立とべ動物園）

動物園大学　⑧ in ひろしま安佐

特別企画　“里山”を考える

動物園のうらばなし

安佐動物公園のご案内
動物園大学とは？

動物園大学が目指すもの

京都大学および連携する動物園が協力して、

情報交換・共同研究・教育普及を行うプロジェクトです。

1．動物のよりよい暮らしのサポート (飼育技術の向上）

2．動物や、動物を取り巻く環境の理解 (飼育下から野生まで）

3．動物の健康・繁殖・福祉の充実

主催

プログラム

9：15　開会

9：30　動物園のうらばなし

12：00　会場参加者とのフリートーク

12：30　お昼休み

13：30　ポスターセッション

14：30　特別企画　“里山”を考える

16：15　閉会

16：30　閉場

共催 後援

京都大学野生動物研究センター

（公財）日本モンキーセンター京都市動物園

名古屋市東山動植物園

（公財）横浜市緑の協会（よこはま動物園,野毛山動物園,金沢動物園）

熊本市動植物園

わんぱーくこうちアニマルランド

高知県立のいち動物公園 愛媛県立とべ動物園

広島市安佐動物公園 ( 公社 )日本動物園水族館協会

広島市 広島県教育委員会 広島市教育委員会

広島市安佐動物公園　田口 勇輝　　我々はなぜ“オオサンショウウオ”なのか？　～安佐から生まれた多様な活動の核心～

愛媛県立とべ動物園　田村 千明　　コウモリてんこ盛り　～みんなが知らないコウモリの魅力～

名古屋市東山動植物園　加藤 俊紀　　密着タヌキの大家族

わんぱーくこうちアニマルランド　井上 春奈　　園内野生動物病院の裏側　～野生動物の命について考えよう～　

熊本市動植物園　上野 明日香　　ば !クマおらんと？！　～ふるさとのいきものと園とのかかわり～

よこはま動物園　平賀 真紀　　みんなに愛されすぎて困ってます　～赤ん坊誕生によるチンパンジーの反応～

高知県立のいち動物公園　金﨑 依津子　　いろんな動物がやってくる　～のいち動物公園と保護動物たちの紹介～

京都市動物園　瀬古 祥子　　動物園でみどりを育てる　～京都の森での環境教育～

広島市安佐動物公園 第二飼育・展示係長

・アストラムライン上安駅から あさひが丘，または飯室行きバス

開園 9:00 ～ 16:30（入園 16:00 まで）　木曜休園

高校生 170 円 , 中学生まで無料 

・広島駅南口Ｂホーム 9番乗り場から ,あさひが丘行きバス（70-3）

・自家用車　広島ＩＣ，五日市ＩＣ，広島北ＩＣから各約 20 分

大人 510 円 , 65 歳以上 170 円

アクセス

開園時間・休園日

入園料

Tales of Bats  ～ What Charming Animals they are! ～

Various rescued animals are with us!　 ～ Introduction of Noichi Zoological Park and rescued wild animals ～

There is something about ME. ～ Reactions of other chimpanzees to a new infant ～

The role of the Kumamoto City Zoological and Botanical Gardens on local creatures.

The realities of wildlife hospital in Kochi  ～ What do you think about saving all wildlives? ～

Close to large family of raccoon dogs

How and why we take up the tasks on Japanese Giant Salamander.  ～ The core spirit in the diversity of activities created by Asa Zoo ～

If we hold on together  ～ Relation between Miyajima and JMC ～

Environmental education in Kyoto City Zoo

日本モンキーセンター　根本 慧　　宮島にすむニホンザル　～モンキーセンターとの関わりは？～

わんぱーくこうちアニマルランド 園　長

　広島の隣町「呉」で生まれ育ち、東海大学　　　　　　　　　

海洋学部で植物プランクトンの化学分析を学　　　　　　　　

ぶ。一度は郵便局の窓口に座り、ネクタイ姿　　　　　　　　　

で切手を売り捌いていたが、1年しか我慢で　　　　　　　　　

きず転職。1988 年から安佐動物公園の飼育技　　　　　　　　　

師・学芸員。博物学者的動物園人の育成が目標。生物多様性広島

戦略会議 希少生物分科会(RDBひろしま)哺乳類分科会代表委員。

9：00　開場

 「里山」は、私たちにとって最も身近な自然である。人間と野生の動物た

ちの生活の場が隣接している、あるいは重なり合っているゾーンである。

里山のくらしは、どこか郷愁的な印象を与えるかもしれないが、一方で人

間が荒々しい自然と対峙する場でもある。人間と野生動物が調和ある関係

を築いて生活することは容易ではない。近年、多くの人が都市の生活を求め、

自然は日常とはかけ離れた世界に置かれている。そのため、「里山」という

言葉は日本の田舎を連想させるかもしれないが、実は、里山は世界中に存

在する。人々が信仰を寄せる山、自然の恵みを享受する森などで、そこに

はチンパンジーやゾウやジャガーが棲んでいる。経済的に豊かになった日

本は、世界から見たら“里山先進国”ともいえるだろう。いま、日本人が

里山とどう向き合うかは、世界の途上国の 50 年後、100 年後の姿と重なっ

ていくだろう。　中国、四国の地で、先人の知恵を思い

返しながら、人間によって生活の場を奪われた

動物との里山暮らしについて考えてみる。

京都大学野生動物研究センター  教 授　

3 名の登壇者による自由討論

渡部  孝

伊谷 原一 畑瀬  淳

　　　　　　　　　東京生まれ、埼玉県育ち。麻布大学獣医学部

　　　　　　　　卒業後、同大学院修士課程修了。1984 年から高

　　　　　　　　知市立動物園に勤務。動物園において獣医師・

　　　　　　　　学芸員業務に従事。1993 年、動物園が移転改名。

　　　　　　　　1995 年から園長。現在、郷土産動物、特にサン

ショウウオ・カエルの調査研究に取り組んでおり、高知県レッド

データ (動物編 )改定委員会 爬虫類・両生類分科会委員。

コーディネーター

　             愛知県生まれ、京都府育ち。

　沖縄の伝統的漁撈に関する生態人類学的

研究を経て、1984 年よりザイール（現コン

ゴ民主共和国）の熱帯雨林で野生ボノボの

社会生態学的研究に従事。その一方で、

1994 年にタンザニア西部の乾燥疎開林で、

アフリカのチンパンジー分布域東限に棲む

サヴァンナ・チンパンジーの研究にも着手。

2013 年からはコンゴ民主共和国西部のサ

ヴァンナ・森林混交林で、分布限界域に生

息するボノボの調査を進めている。

各動物園の獣医師・飼育係が
九人十色のお話しをお届けします

日本モンキーセンター

京都市動物園学術顧問 ,

（いずれも兼任）

京都水族館

常務理事 /園長 ,

アドバイザー　

（公財）

エクゼクティブ・

（要・公的証明証）

参加者には、

どれか一個をプレゼント！

オリジナル缶バッジ

全 8種　＋？

発表者による解説　（掲示は終日）

正門受付

動物科学館 2F ホール

2F ホール

１F企画展示室

共同利用・共同研究拠点事業「絶滅の危機に瀕する野生動物（大型哺乳類）の保全に関する研究拠点」

京都大学霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院
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