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 あかつかやま41 号でもお伝えしましたが、アニアニまあるでは9 月に4 匹のお母さんモルモッ

トが出産しました。そこで今回は、モルモットの赤ちゃんについてお話ししたいと思います。 

 では、はじめにクイズに挑戦してみましょう！（A とB、正しいと思う方に○をつけてください。） 

おなかに赤ちゃんがいるモルモットはどちらでしょう？ 

生まれたばかりのモルモットの赤ちゃんはどちらでしょう？ 

モルモットの赤ちゃんについて、正しいのはどちらでしょう？ 

・生まれた時から目が見える 

 

・生まれた時から耳が聞こえる 

 

・生まれた時から歯が生えている 

・生まれた時は目が見えない 

 

・生まれた時は耳が聞こえない 

 

・生まれた時は歯が生えていない 

※答えは編集後記をごらんください。 



 

あかつかやま  NO.42 （2012） 
３

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  毛 目 耳 歯 

モルモット 生えている 見える 聞こえる 生えている 

ウサギ 生えていない 見えない 聞こえない 生えていない 

生まれたばかりのモルモットの赤ちゃんは、第2問の写真Bです。ちなみに写真Aは

ウサギの赤ちゃんです。比較してみると、すがたのちがいがわかりますか？ 

では、モルモットとウサギの赤ちゃんのちがいを見てみましょう。 

モルモットの赤ちゃんは、生まれてから数時間で歩くことができます。さらに歯が生えて

いるのでお乳だけでなく、やわらかいものも食べることができます。なぜ、こんなに早くか

ら行動できるのでしょうか？下の図で見てみましょう。 

特に巣穴を作らずに出産する 

 

巣穴を作り、その中で出産する 

外敵に見つかりやすい 外敵に見つかりにくい 

ゆっくりと子育てができない 
ゆっくりと子育てができる 

生まれてから短時間で赤ちゃんが行動

できるように、おなかの中で十分育てて

から出産する（妊娠期間約68日） 

赤ちゃんの体がある程度、出来上がった

ら出産する（妊娠期間30～35日） 

表 出生時のモルモットとウサギの赤ちゃんのちがい 

赤ちゃんは生まれてすぐ行動できない 

（「晩成性

ばんせいせい

」といいます） 

赤ちゃんは生まれてすぐ行動できる 

（「早

そう

成性

せいせい

」といいます） 

ちなみにおとなのメスのモルモット（第1問B）の体重は約800gで、生まれたばかりの赤ち

ゃんの体重は約 80g です。お母さん 1 匹につき、約 2～4 匹の赤ちゃんを産むので、出産間

近のモルモット（第1問A）の体重は、1000ｇを越えます。人間に例えると、50kgのお母さんの

おなかに 5 人くらいの赤ちゃんがいることになりますね。ですから、出産間近になるとお母さ

んは、おなかが重くてほとんど動けなくなってしまいます。 

以上のことから、モルモットが生まれてすぐ行動できることが分かりますね。さらにウサギ

は約半年かけておとなの大きさになりますが、モルモットは生後30 日ほどで成長します。 

動けなくなるまでしっかりとおなかの中で成長させる母親の姿、生まれてすぐに動き出す 

赤ちゃんの姿、どちらもとてもたくましいものです。              学芸員 杉浦明美 
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したのえは、したのえは、したのえは、したのえは、    コイのコイのコイのコイの    よこのよこのよこのよこの    すがたです。すがたです。すがたです。すがたです。    

コイのコイのコイのコイの    ひれひれひれひれをををを    かいてかいてかいてかいて    みようみようみようみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈〈〈〈ヒントヒントヒントヒント〉〉〉〉    

 むなびれ、はらびれ、せびれ、しりびれ、おびれ、があるよ。 

こたえは、じぶんのめで たしかめてみてね。 

(こたえは、まどぐちに よういして あります。） 

さかな編
へん

 ～ ヒ レ ～ 
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赤塚山公園で集めた落ち葉を使ってしおり作りをしました。119 人の参加者のみなさんは 

それぞれ絵を描き、色を付けて素敵な作品を完成させていました。どれもかわいらしいですね。 

 

ミルクとココアの 2 歳の誕生日を、2 日間合わせて 270 人の方にお祝いしていただきました。  

飼育員特製ケーキを食べたり、園内でレースをしたりと、とても楽しい誕生日会になりました。 

「みんなの写真展」の募集について 

 

期間： 平成24 年8 月1 日（水）～12 月28 日（金） 

内容： 平成25年1月30日（水）～2月25日（月）の期間に実施する企画展「みんなの写真展」

に展示する作品を募集しています。 

 

応募方法： 園内で撮影した写真を窓口で直接応募 

 撮影対象は問いません。 

 （風景・植物・建造物・人物等、何でも結構です。） 

  プリント写真、または画像データを CD-R に複製してご応募下さい。 

どんな作品が

できるかな？ 

完成！！

よくでき

ました♪ 

レース中！！どっちがはやいかな？ 

エサやり体験！！ 

ケーキを食べるよ♪ 

ミニブタのおたんじょうび会  

2012年11月10日（土）、12月１日（土） 

ワクワク工房 「落ち葉でしおりを作ろう」 2012年 11月24日（土）  
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次号は 2 月15 日発行です。 

行事・イベントの報告行事・イベントの報告行事・イベントの報告行事・イベントの報告        平成24（2012）年10 月～    

平成24（2012）年11 月 

10/1   豊橋市立幸小学校1年生 

      170 人 モルモットのふれあい 

10/3   豊橋市立野依小学校2 年生120 人 魚の話 

10/4   古当ふれあいサロン会 

40 人 ぱくぱくタイム見学 

10/7   犬のしつけ教室 動物保護管理センター 

10/10・11・12 豊川市立代田中学校2 年生 

      1 人職場体験 

10/14  写生大会 40人参加 

10/17  新城市立東陽小学校2 年生 

      26 人 モルモットのふれあい 

10/19  碧南市立中央小学校 2 年生 

      103 人 ヤギのふれあい 

10/20・21 小中学校作品展 

11/1   水の広場リニューアル工事開始 

11/7・8 全国飼育のつどい 那須どうぶつ王国に参加 

11/10  ミニブタ（ミルク）のおたんじょうび会 

11/14・15・16 豊橋市立青陵中学校2 年生 

      1 人職場体験 

11/16  展示魚（アブラハヤ）採捕 段戸湖 

11/24  ワクワク工房「落ち葉でしおりを作ろう」 

      119 人参加 

編集後記編集後記編集後記編集後記    ｋｋｋｋ    

 今回の特集では、モルモットの赤ちゃんに

スポットを当ててみました。生まれたばかり

の赤ちゃんはすぐ動き出し、おとなのミニチ

ュアのようで可愛らしいです。その陰で、お

なかが大き過ぎて動けなくなるまで赤ちゃん

を成長させ、出産を待つ母親の姿もありまし

た。私も母親なのでおなかの重みはよく分

かります。でも、私たちとは比較できないほ

どの重みに耐え、出産後も休むことなく子育

てをしているモルモットの母親には本当に感

心させられてしまいました。    杉浦明美     

（特集答え 第1 問A、第2 問B、第3 問A） 

動物取扱業に関する表示動物取扱業に関する表示動物取扱業に関する表示動物取扱業に関する表示    

氏名又は名称 ： 豊川市長 山脇 実 登録番号 ： 動東第119号   

事業所の名称  ： 豊川市赤塚山公園 登録年月日 ： 平成18年9月28日 

事業所の所在地 ： 愛知県豊川市市田町東堤上1‐30 有効期間の末日 ： 平成28年9月27日    

動物取扱業の種別 ： 展示  動物取扱責任者 ： 前田 民男 

編集・発行編集・発行編集・発行編集・発行    

あかつかやま Ｎｏ．42 2012/12/15 

豊川市赤塚山公園 

〒442‐0862 豊川市市田町東堤上1‐30 

TEL(0533)89‐8891 FAX(0533)89‐8892 

 

企画展 干支の生き物 

場所場所場所場所：ぎょぎょランド：ぎょぎょランド：ぎょぎょランド：ぎょぎょランド1111階ロビー階ロビー階ロビー階ロビー    

    

期間期間期間期間：：：：平成平成平成平成24242424年年年年12121212月月月月19191919日（水）～日（水）～日（水）～日（水）～    

平成平成平成平成25252525年年年年1111月月月月7777日（月）日（月）日（月）日（月）    

※※※※12121212月月月月25252525（火）・（火）・（火）・（火）・26262626日（水）・日（水）・日（水）・日（水）・29292929日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～    

1111月月月月2222日（水）は休館日です。日（水）は休館日です。日（水）は休館日です。日（水）は休館日です。    

    

内容内容内容内容：平成：平成：平成：平成25252525年の干支「巳（ヘビ）」に年の干支「巳（ヘビ）」に年の干支「巳（ヘビ）」に年の干支「巳（ヘビ）」に    

関連した生き物と、パネル展示を行います。関連した生き物と、パネル展示を行います。関連した生き物と、パネル展示を行います。関連した生き物と、パネル展示を行います。    

・生きたヘビ（アオダイショウ）と・生きたヘビ（アオダイショウ）と・生きたヘビ（アオダイショウ）と・生きたヘビ（アオダイショウ）と    

小さなきれいな魚（グッピー）を展示します。小さなきれいな魚（グッピー）を展示します。小さなきれいな魚（グッピー）を展示します。小さなきれいな魚（グッピー）を展示します。    

・ヘビの骨や皮、マムシ酒、ヘビ玉花火などを・ヘビの骨や皮、マムシ酒、ヘビ玉花火などを・ヘビの骨や皮、マムシ酒、ヘビ玉花火などを・ヘビの骨や皮、マムシ酒、ヘビ玉花火などを展示します。展示します。展示します。展示します。    

・ヘビのオモチャやおりがみもできます。・ヘビのオモチャやおりがみもできます。・ヘビのオモチャやおりがみもできます。・ヘビのオモチャやおりがみもできます。    

    

みにきてね 


