
セルフガイド
＆

クイズラリー

コアラコアラ

 
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 コアラはほとんど水を飲みません。水分は
エサであるユーカリの葉から摂取します。
ただしオーストラリアでは、夏の高温時に
ひんぱんに水を飲むコアラがいるようです。

Q2 約 2cm、0.5g、無毛の状態で産まれ、自力で
母親の袋の中に入ります。

Q3 約半年たつと、母親の袋から出入りするよう
になります。

Q4 野生では夜間の動きが多いため、もう少し短
いようですが、東山の調査では、起きている
時間は 4～6時間です。

Q5 前歯が 10 本、奥歯が 20 本あります。

Phascolarctos cinereus
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
オーストラリアの南東部。ユーカリ林。

 

ＬＣ（軽度懸念）

ＥＷ
野生絶滅

ＣＲ
絶滅危惧
ⅠA類

ＶＵ
絶滅危惧
Ⅱ類

ＮＴ
準絶滅
危惧

ＥＮ
絶滅危惧
ⅠB類

ＬＣ
軽度懸念

ＥＸ
絶　滅

●●●●●●●どうぶつ ズ
Q1　“ コアラ ”とはオーストラリア先住民アボリ
　　ジニの言葉で何という意味でしょう？

①　袋のあるクマ

②　水を飲まない

③　尾がない

Q2　コアラの赤ちゃんの産まれたときの大きさは？

A1 A3A2 A4 A5

Q3　コアラの赤ちゃんは母親の袋でどれくらいの
　　期間を過ごすでしょうか？

①　約 3か月

②　約 6か月　　

③　約 10 か月

Q4　動物園のコアラの一日の睡眠時間は？

①　約 10 時間

②　約 15 時間

③　約 20 時間

Q5　コアラの歯は何本？
①　10 本

②　20 本

③　30 本

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
体長 65～82cm、体重 4～15kg。
ずんぐりとした体型で、体毛は厚く柔らかい。
頭部が大型。尾はほとんどない。外耳は小さいが周囲の
体毛が長いため大きく見える。
樹上生活に適するように、手足には鋭く長い爪のついた
5本の指を持つ。指には指紋がある。盲腸の長さは体長
の約 3倍で､ほ乳類の中では最も長く、2.4mもある。

習性
主に樹上で生活するが巣は作らない。夜行性で昼間はほ
とんど木の幹につかまったままじっとしている。木から
移動する際にまれに地上に降りることもある。一日のほ
とんどを寝て過ごし、エネルギーを節約している。野生
下では単独または小さな群れで行動する。性質は穏やか
で、地上での動きはのろいが、樹上では木から木へ 3～
4mほどのジャンプをすることがある。
寿命は 8～12 年。

食べ物
草食性。飼育下、野生下ともにユーカリのみを食べる。
ユーカリに含まれる毒素は、採食した葉を発酵させる際
に、長い盲腸で分解する。

繁殖
妊娠期間は 30 日くらい。体重 0.5～1g ほどの幼体で産ま
れ、自力で母親の育児のうに移動して乳首に吸いつく。
ここから 6か月ほど育児のうの中で成育する。

動物名の語源
コアラは先住民の言葉で「水を飲まない」を意味する。

コアラを知る

生息数
407,500 頭（オーストラリア環境省　2010 年）

クイ

①　約 2cm

②　約 10cm

③　約 20cm
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