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動 物 観 察 の注 意 点 

 音や動作などで動物を驚かせないように観察する。 

（気づかれないのが一番） 

 他の見学者に迷惑をかけないように観察する。 

 動物に手など出さないよう、安全に注意して観察する。 

 立ち入り禁止の場所・区域には入らないこと。 

 双眼鏡などで拡大して見ると良い。(太陽は見ないこと) 

 スケッチや写真を残すと良い。（特徴をとらえたスケッチ

が一番） 

なまえ

どうぶつクイズのヒント

Q1 動物の体を、直立させた状態でイメージして
ください。

Q2 肉食動物ですが、虫を食べることもあるよう
です。

Q3 南方に生息するトラほどなわばりが小さくな
り､20～50 平方キロメートル程度になります。

Q4 美しい毛皮目当てや漢方薬の原料にするため
の骨や生殖器目当てで今も密猟され、日本に
も密輸入されています。
また、日本などに木材を輸出するため森林伐
採が進み、獲物が減って個体数が減少してい
ます。生き残った個体の中には、飢えから人
や家畜をおそうものがいて、害獣として駆除
されることもあります。

Q5 100 年ほど前の 200 分の 1しかいません。
スポーツハンティングの対象として、人や家
畜をおそう害獣として、毛皮や骨などを目当
てにしてなどと、人間の都合で殺されて現在
も減り続けています。
なかでも、スマトラトラの野生下の生息数は
300～500 頭といわれ、近い将来の絶滅が危
惧されています。

Panthera tigris sumatrae
本園エリアに展示しています

ＩＵＣＮ（国際自然保護連合）によるレッドリストのランク

分布・生息地
インドネシアのスマトラ島の森林。

 

 

ＣＲ（絶滅危惧ⅠＡ類）
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●●●●●●●どうぶつ ズ
Q1　トラのしま模様は？

①　縦　　②　横　　③　斜め

Q2　東山動植物園では、スマトラトラに馬肉や鶏
　　頭などを与えていますが､野生で食べないもの
　　は何でしょう？

A1 A3A2 A4 A5

Q3　トラはなわばりを持つ動物ですが、スマトラ
　　トラのなわばりの広さはどれくらいでしょう？

①　20～50 平方キロメートル

②　100～300 平方キロメートル　　

③　800～1000 平方キロメートル

Q4　スマトラトラは数が激減していますが理由は
　　何でしょう？

①　密猟

②　森林開発

③　交通事故

Q5　トラは 100 年ほど前までは全部で 100 万頭
　　以上生息していましたが、現在はどれくらい
　　いるでしょう？

①　10 万頭くらい

②　1万頭くらい

③　5千頭以下

かんさつノート

・体の色は？

・体の特徴は？

・何をしていることが多い？

観察日：　　　年　　　月　　　日

（※看板やボードで個体の紹介をしていることもあるよ）

全体をスケッチしてみよう！

東山動植物園の動物に注目してみよう！

気づいたことを書いてね！

体
トラの中ではもっとも小型で、体長 2.2～2.7m、体
重 100～150kg。体色は茶色が濃く、しま模様が多
くはっきりしている。

習性
夜行性だが、昼間でも活動することもある。
群れは形成せず繁殖期以外は単独で行動する。数十
平方キロメートルにもなるなわばりを形成して生活
し、フンや爪あとを残したり、尿をまいたりしてな
わばりを主張する。
温暖な地域に生息するトラは、避暑のため水浴びを
好み、泳ぎがうまく、泳いで獲物を追跡することも
ある。

食べ物
肉食性。おもにほ乳類（シカ・イノシシなど）を食
べる。昆虫類や果実、種子を食べることもある。

繁殖
妊娠期間は約 100 日で、一回に 3、4頭の子を産む。
産まれた子の体重は 1kg ほどで、授乳期間は約 3か
月。2週間ほどで目が開く。生後 2年は母親と一緒
に過ごし徐々に独立する。生後 3～5年で性成熟する。

動物名の語源
学名の “tigris” は「トラ」を意味する。

スマトラトラを知る

生息数
推定 300～500 頭（IUCN　2015 年）

クイ

①　シカやイノシシ

②　魚・木の実や果実

③　樹皮や葉
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