


ーQ1ー「ネコ」はどれ？
いちりんしゃ せいかい

②一輪車 が正解

まつば じつ ふくおか ほうげん

③の「松葉ぼうき」は実は福岡の方言で、
いっぱんてき くまで よ

一般的には「熊手」と呼ばれるんだ。
て

たしかに、クマの手についている
かぎづめ さき ま

鈎爪のように先が曲がっているね！

どうぶつしゃ せいけつ たも まいにち そうじ

動物舎は清潔を保つために毎日掃除をします。
おおがたどうぶつ ねどこ し

大型動物のフンや、寝床として敷くワラは
そうじ おも

掃除のとき、とてもとても重いのです。
はこ こうりつ よ

そんな重いものを運ぶのに効率が良いのが
いちりんしゃ

この一輪車！
げんり りよう おも

てこの原理を利用していて、重いものでも
いちど はこ

一度にたくさん運べるのです。
なまえ ゆらい ほそ あしば なん とお

また名前の由来は、細い足場も難なく通れる
よ

ことから「ネコ」と呼ばれるようになったの

だとか… （諸説あります！）

ふくおかし どうぶつえん しいくいん

①のバイクは福岡市動物園で飼育員
いどう の

さんが移動するときに乗っているよ!
じつ

実はたくさんデザインがあるんだ！
どうぶつえん ちが

ぜひ動物園ですれ違うバイクを
かんさつ

観察してみてね！（全12種!）

しょせつ

しゅ



ーQ2ー「ドンゴロス」はどれ？
あさぶくろ せいかい

①麻袋 が正解
ご

ヒンディー語の「dungaree(ダンガリー)」が
にほん

日本でなまっていくうちに「ドンゴロス」に
なったそう。（現在ダンガリーは薄いデニム生地のことです）

ふくおかし どうぶつえん

福岡市動物園では、オランウータンのミミが
さむ ひ かぶ

寒い日によく被っていたり、、
ねどこ

カワウソファミリーの寝床になっていたり、、
も はこ

ライオンのネネがくわえて持ち運んでいたり
だいにんき

と大人気アイテムなんですよ(笑)

そうしょく どうぶつ とくてい よ かた

ちなみに…③の「草食動物のフン」に特定の呼び方
うま い

はないけど、馬のフンのことは「ボロ」と言ったり
し かん

もするよ。 知っているとツウな感じがするね！

げんざい うす きじ



ーQ3ーこれはだれのごはん？
せいかい

①マレーグマ が正解
きょうぼう にくしょく

「凶暴で肉食」という
つ

イメージが付きがちなクマ
じつ き み くだもの

ですが、実は木の実や果物
おお た ざっしょくせい どうぶつ

を多く食べる雑食性の動物
にほん ほんしゅう しこく せいそく

です。日本の本州・四国に生息
おな

するニホンツキノワグマも、マレーグマと同じ
しょくぶつせい しょくもつ おも た ざっしょく

く植物性の食物を主に食べる雑食のクマです。

フラミンゴの
ごはん

モルモットの
ごはん

【ペレットとオキアミやキビナゴ】
いろ たも

フラミンゴのきれいな色を保つ
せいぶん

ためにカロチンという成分が
ふく あた

含まれるエサを与えています。
みずどりよう みず

また、水鳥用のペレットは水に
う

浮きやすくなっていますよ！

たいない

モルモットが体内でつくることの
しー しょくじ おぎな

できないビタミンCを食事で補う
ひっす

ことが必須です。
福岡市動物園ではビタミンCが
ふく ほか

含まれたペレットの他にもパイン
かわ た

の皮やピーマンをモリモリ食べて
いますよ！

かんそう は やさい くだもの

【ペレットと乾草、葉野菜や果物】



ーQ4ー何をする場所かな？
せいかい

正解はこちら↓

①

②

③

④

しせつ なまえ どうぶつ いりょう はんしょくとう

施設の名前は ①動物医療センター②ツシマヤマネコ繁殖棟
たいひ しょり しせつ どうぶつえん ちょうりしつ

③堆肥処理施設 ④動物園調理室 です。
ふだん きゃくさま らん しせつ

①、②、④は普段はお客様にはご覧いただけない施設です。
きかい げんざい こうじちゅう しゃ うら しゃ

③の機械だけは現在工事中のゾウ舎裏にあり、ゾウ舎ができ
きかんげんてい み さが

るまでの期間限定で見ることができます。探してみてくださ
ほか しせつ せつめい つぎ

いね！他の施設の説明は次のページへ！



ーQ4ー何をする場所かな？
しせつ

①,②,④の施設、もっとくわしく！

どうぶつ いりょう

①動物医療センター
ちりょうしつ にゅういんしつ しゅじゅつしつ けんえきしつ かいぼうしつ

治療室、入院室、手術室、検疫室、解剖室などから
えんない どうぶつ ほか やちょう やせいどうぶつ ちりょう

なる。園内の動物の他にも、野鳥や野生動物を治療し
やせい あんぜん かえ てだす

野生に安全に帰れるよう手助けをしてくれる。
とりかんれん でんせんびょう う い ちゅうし

(鳥関連の伝染病があるときは受け入れを中止することもある）
ふくおかけんない やせいちょうじゅう ほご う い しせつ

福岡県内で野生鳥獣の保護受け入れをする施設は、
ふくおかし どうぶつえん いがい しょそんざい

福岡市動物園以外では3か所存在する。

はんしょくとう

②ツシマヤマネコ繁殖棟
にほん ながさきけん つしま せいそく きしょうしゅ

日本では長崎県対馬にしか生息していない希少種
はんしょく しせつ けいかいしん つよ

ツシマヤマネコの繁殖のための施設。警戒心の強い
きゃく み

ツシマヤマネコのために、お客さんからは見られな
ばしょ しず いのち はぐく しせつ

い場所にある、静かに命を育める施設。
かく へ や せっち

各部屋にビデオカメラも設置してあり、ストレスを
おやこ ようす みまも かのう

かけずに親子の様子を見守ることが可能！
ふくおかしどうぶつえん とう こ う

福岡市動物園ではこれまでに56頭の子ネコが生まれ
ねん がつ げんざい

ています。(2021年9月現在)

どうぶつえん ちょうりしつ

④動物園調理室
どうぶつ まいにち た しんせん ほかん

さまざまな動物たちが毎日食べるエサを新鮮に保管
せつび どうぶつ あ

しておける設備がある。それぞれの動物に合わせて
しょくざい き ちょうり ばしょ ほか どうぶつしゅ

食材を切ったり、調理をする場所。他にも動物種ご
おお せいぶん ちが しゅるい

とに大きさや成分の違うさまざまな種類のペレット
み たの

を見ることができて楽しい。
おお いっき こま さいだん きかい

大きなはっぱを一気に細かく裁断できる機械もあり、
じかん お しいくいん おおだす

時間に追われる飼育員さんも大助かり！



ーQ5ー 今からなにをする？

か どうぶつ うし

トラやライオンなどのネコ科動物のオスは、後ろにおしっこを
ふんしゃ こうどう

噴射することがあります。(スプレー行動)
じぶん そんざい し やくわり

これには、自分のなわばりや存在を知らせるための役割があると
はいにょう こし さ

されています。ただの排尿のときにはオスもメスも腰を下げて
こうどう

おしっこをしますが、このスプレー行動をするときには
た じょうたい ねもと も あ

立った状態のまま、しっぽを根元から持ち上げ、プルプルっと
おこな おお

ふるわせてから行われることが多いです。
どうぶつえん どうぶつ かんさつ とき こうどう

動物園で動物を観察する時には、こういった“行動のサイン”を
み たの

見つけるのも楽しいですよ♪

③おしっこをします

しゃ

ライオン舎に
けいじ

掲示されている
ちゅういかんばん

注意看板↓



ーQ6ーこれは何をするためのもの？

た どうぐ

ちなみに③の「わざとエサを食べにくくするための道具」は
い ひと しいく どうぶつ たいくつ

「フィーダー」と言います。人に飼育される動物が退屈せずに
せいかつ やくだ どうぶつえん かたち

生活をするために役立ち、動物園ではさまざまな形のフィーダー
め さが

を目にすることができます。ぜひ探してみてくださいね！

どうぐ せいかい

②トレーニングの道具が正解

このトレーニングは「ハズバンダリ―トレーニング」と言い、
どうぶつ ひと りょうほう あんぜん けんこう かんり おこな

「動物と人の両方がストレスなく安全に健康管理を行うことを
もくてき どうぶつ じはつてき こうどう と くんれん

目的に、動物に自発的な行動を取ってもらうための訓練」です。
くんれん ぼう よ どうぐ つか

この訓練には「ターゲット棒」と呼ばれる道具を使います。
からだ いちぶ ぼう しめ いち つ こうどう

体の一部をこの棒で示す位置に付ける行動ができればごほうび
おぼ もち

をもらえることを覚えてもらうために用います。
い

どうぶつえん じっし ようす うん み

動物園で実施している様子も運がよければ見られるかも…？

しょうぼう せい

消防ホース製の
フィーダー→

えん せい

塩ビパイプ製のフィーダーから
くふう と だ

工夫してエサを取り出そうと
ころ

転がるマレーグマ→

←キリンのニコの
ふうけい

トレーニング風景
ぼう ふ

ターゲット棒に触れている
あいだ さき はり

間に先をつぶした針でチク
しげき はり しげき な

チク刺激し、針の刺激に慣
れさせていきます。
さいけつ かのう

採血を可能にするための
トレーニングです。
はり しげき

針の刺激にじっとすること
おーけーあいず ふえ

ができたら、OK合図の笛を
ふ あた

吹き、ごほうびを与えます。
すこ まな にんげん どうぶつ

少しずつ学ぶ、人間も動物
こんき ひつよう

も根気が必要です。



ーQ7ー飼育員の仕事をすべてえらぼう！

動物のエサをつくる

動物をよく観察し
毎日の日誌に記録する

獣舎のそうじ

動物のことを考えて
獣舎やエサに工夫をする

お客さんに動物について
知ってもらうためガイドや
接客をする

動物に薬を与える

貴重な動物の赤ちゃんが
生まれるように計画を立てる

ぜんぶ

7つ全部えらべたかな？
しいくいん しごと

【飼育員の仕事】
しいくいん しごと どうぶつ せ わ

飼育員の仕事は「動物のお世話」と
たんじゅん

いっても単純ではありません。
どうぶつ かんが どうぶつ

動物のことを考え、動物たちを
しあわ ひ び かんが

どれだけ幸せにできるかを日々考え
しごと

ながらおこなう仕事なのです。
こた むずか なや おお

答えがないため難しく、悩むことも多
しごと

いですが、とてもやりがいのある仕事
なのです。

動物をよく観察し
毎日の日誌に記録するお客さんに動物について

知ってもらうためガイドや
接客をする

動物のエサをつくる

獣舎のそうじ

動物のことを考えて
獣舎やエサに工夫をする

動物に薬を与える

貴重な動物の赤ちゃんが
生まれるように計画を立てる

飼育管理

教育普及
種の保存・

動物の研究

など

など など

↓こたえはこんなに！

しいく かんり

きょういく ふきゅう

しゅ ほぞん

どうぶつ けんきゅう


	QUIZOO!!こたえ（完成版）

