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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 極寒を生き抜くため、皮下脂肪が厚くなっていま
す。アザラシの肉をたくさん食べ、皮下脂肪をた
めこみます。また、体毛が二重構造になっており
寒さを防ぐしくみ（空気の層）になっています。

Q2 足の裏の肉球をのぞいたところに、毛がたくさん
生えており、すべり止めの役割を持っています。

Q3 体毛の下の地肌は黒い色をしており、熱をよく
吸収します。

Q4 白菜です。ホッキョクグマは肉食のイメージが
強いですが、クマは本来雑食性ですので、ホッ
キョクグマはなんでも食べます。しかし野生下
では肉食性が強く、アザラシや魚を食べていま
す。飼育下ではいろいろなものを与えています。
蒸しイモ、蒸しニンジンも好みますし、リンゴ、
オレンジ、食パンなども食べます。甘いものも
大好物です。

Q5 地球温暖化により、北極圏の氷および氷河が融け
だしています。ホッキョクグマはおもに氷の下に
隠れているアザラシを食べますが、足場の氷が融
けてしまうとじゅうぶんなエサが獲れなくなり、
体重の減少、繁殖率の低下、個体数の減少につな
がります。エサを求めて長い距離を泳がなくては
ならないため、体力の消耗が激しくなります。

Ursus maritimus
本園エリアに展示しています

分布・生息地
北極海沿岸。
ノルウェー、ロシア、カナダ、米アラスカ州など。

ＩＵＣＮ（国際自然保護連合）によるレッドリストのランク
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●●●●●●●どうぶつ ズ
Q1　なぜホッキョクグマは北極の寒さのなかでも
　　いられるのでしょうか？

①　分厚い脂肪と特殊な体毛のおかげ

②　体が白いから保護色となっている

③　大きな体をしているから

Q2　ホッキョクグマはなぜ氷の上でもすべらない
　　のでしょうか？

A1 A3A2 A4 A5

Q3　ホッキョクグマの体毛は白く見えますが、
　　地肌は何色でしょうか？

①　白　　②　ピンク　　③　黒

Q4　ホッキョクグマは一般的に肉食のイメージが
　　強いですが、意外なものを食べています。東
　　山動植物園では何を食べているでしょうか？

①　干し草

②　コオロギ

③　白菜

Q5　ホッキョクグマが地球温暖化の影響を
　　　　　　　受けやすいのはなぜでしょうか？

①　氷が融けてしまうから

②　冬眠できなくなるから

③　太ってしまうから

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
オスの体長 2.5～3m、体重 350～650kg、メスの体長 2～
2.5m、体重 175～300kg。「地上最大の肉食獣」といわれ
る。体のつくりは寒冷地に適応している。
①体毛は透明で中が空洞になっているため、光をよく通
　し、熱を逃がさない。
②体から熱を逃げにくくするため、耳が小さい。
　（※アレンの法則）
③足の裏には、毛が生えているため（肉球の部分を除く）、
　氷の上でもすべらないようになっている。

習性
基本的に単独で生活する。海岸付近にすみ、流氷にのっ
て遠くへ移動する。泳ぎがとてもうまく、2分くらいもぐ
れる。性質はとても荒い。

食べ物
肉食性が強い、雑食性。
野生下では、アザラシや魚など。
飼育下では、馬肉や魚のほか、食パン、果物、野菜など。

繁殖
妊娠期間は約 240 日で､1～3頭の子を産む。冬眠はしない
がメスは出産前に雪に穴を掘ってもぐりこみ､そこで子を
産む。子の大きさは体長 30cm、体重 600g ほどで、ごく
短い毛が生えている。

ホッキョクグマを知る

動物名の語源
学名の “Ursus” はラテン語で「クマ」という意味で、
“maritimus” は「海にすむ」という意味。

クイ

①　足の裏がいぼいぼになっている

②　足の裏まで毛が生えている

③　いつも爪を立てて歩いている

生息数 約 26,000 頭（IUCN　2015 年）

アレンの法則とは

体からの熱の放散を少なくするため、寒い地方にすむ動物

は突き出た部分（耳・首・尾など）が、暖かい地方にすむ

動物よりも小さくなる傾向があるという法則。
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