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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 英名で “ボルケーノ・ラビット ”（火山うさ
ぎ）と呼ばれています。
活火山に生息しているため、噴火が起これば
絶滅してしまうおそれがあります。

Q2 メキシコウサギは、小さく丸い耳が特徴的で
す。体毛は背部が灰褐色で、腹部は背部より
少し淡い色をしています。毛は短く、密に生
えています。

Q3 野生では主に、サカトンというイネ科の植物
をエサにしています。東山動植物園では、サ
カトンに似たイネ科の植物を与えています。

Q4 メキシコの首都であるメキシコ市は、人口
2000 万人を超える世界有数の大都市です。
( 東京都の人口は約 1350 万人）
人口の増加により土地開発が進み、メキシコ
ウサギの生息域をおびやかしています。

Q5 日本に生息するウサギの固有種は 2種います。
白い毛に赤い目をしているウサギは、日本白
色種という種類ですが、もとは日本のウサギ
と外国の家畜用のウサギを交配して品種改良
したものです。

Romerolagus diazi
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
メキシコにのみ生息する固有種。
メキシコ市に近い標高約 3000ｍの火山帯の草原に生息。
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●●●●●●●どうぶつクイズ
Q1　メキシコウサギの生息地はどこでしょうか？

①　海岸

②　森林

③　火山帯の草原

Q2　メキシコウサギの特徴で正しいものはどれ？

A1 A3A2 A4 A5

①　体毛は白く、目が赤くて、耳が長い

②　耳は丸くて小さく、尾は短い

③　オスのほうがメスより大きい

Q3　メキシコウサギの主な食べ物は？
①　リンゴ

②　イネ科の植物

③　昆虫

Q4　野生のメキシコウサギが減少している理由は
　　次のうちどれでしょうか？

①　病気・外来種

②　火山の活動

③　人口の増加

Q5　メキシコウサギはメキシコの固有種ですが、
　　日本の固有種は次のうちどれでしょうか？
　　　　　　　　　　　　（ひとつとは限らないよ）

①　ニホンノウサギ

②　日本白色種

③　アマミノクロウサギ

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
ウサギ科の中では小型で体長 27～35cm､体重 300～500
g。小さく丸い耳と短い尾が特徴。体毛は背部が灰褐色、
腹部は背部より少し淡い。メスはオスよりやや大きい。

習性
長さ 5mの巣穴に､2～5頭の群れをつくり暮らしている。
神経質な性質で気性が荒く、飼育や繁殖は難しい。
巣作りの時に自分の毛を抜き、子どもを覆う習性がある。

食べ物
草食性。
主にサカトンと呼ばれるイネ科の植物を食べる。

繁殖
繁殖期は決まっていない。繁殖用の巣穴を掘り交尾する。
妊娠期間は 5～6週間で、一回に 1～4頭の子どもを産む。
産まれたての子どもは毛が生えているが､目は閉じている。
約 1週間で目が開き、数週間は巣穴で過ごす。3週間ほど
で草を食べ始め､約 1か月で自立する。約 1年で親と同じ
大きさになる。

減少の原因
土地開発、ヒツジやウシの放牧などにより、エサやすみか
となる草原が減少し、絶滅が危惧されている。

メキシコウサギを知る

生息数 約 7500 頭　（IUCN　2015 年）

保護の取り組み
メキシコ市にあるチャプルテペック動物園では、1984 年
から飼育・繁殖に力を入れており、世界唯一の長期飼育に
成功している。
日本では東山動植物園が 2014 年に､国内動物園初の飼育・
繁殖に成功した。
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