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別表2.3 特別展における野生生物保全に係わる広報活動実施状況
園館名

コー
動物
ド
A001 特定せず（チゴハヤブサ含
む）
A001 特定せず（オジロワシ含
む）

内容

傷病鳥獣の保護事業、本園の年間保護件数、治療目的の断翼
による放鳥不能のチゴハヤブサについて（パネル）
種の保存と動物園の係わり、熱帯雨林の減少、生物多様性条
円山
約解説、オジロワシ野生復帰事業（パネル2枚）
ワシントン条約に基ずく、緊急保護収容について（パネ
A001 インドホシガメ
円山
ル1枚）
A002 フクロウ
旭山
北海道産フクロウの解説
A002 コオロギとキリギリス
旭山
北海道産コオロギとキリギリスの解説
A002 トラ
旭山
トラ展（WWＦJ）に独自の解説を加えたもの
A003 エゾリス
帯広
動物園周辺のエゾリスの状況・道内のリス類について解説
A003 ウサギ
帯広
干支にちなんでウサギ全般･国内のウサギについて解説
A003 トラ
帯広
干支にちなんでトラ全般・WWFのパネルも使用
A003 十勝の生物
帯広
十勝に生息する生き物全般の解説
A003 野鳥
帯広
動物園周辺の緑ヶ丘公園で見られる野鳥の現状と解説
A003 レッドデータアニマルズ
WWFパネルも使用､絶滅について解説
帯広
A007 国内に住む生き物たち
盛岡
パネル展｢国内に住む生き物たち｣
A007 保護された野生動物たち
盛岡
パネル展｢保護された野生動物たち｣
A007 身近に見られる生き物たち パネル展｢身近に見られる生き物たち｣
盛岡
A007 ニホンツキノワグマ
盛岡
パネル展｢岩手のツキノワグマについて｣
写真と説明文で絶滅したトラの現状について、理由を示し紹
かみね A013 トラ
介
A019 日本産野生動物
上野
東京の野生動物｢見直そう東京の自然｣
A019 トラ
上野
｢神秘のトラ・ＬＡＳＴ5000｣展
東京に住む小動物をの紹介(モグラ､ネズミ､タヌキ、コウモ
A020 小動物
多摩
リ…）
A020 ニホンザル
多摩
｢東京の野生動物｣をテーマに生態、観察方法など紹介
A020 ツキノワグマ
多摩
｢東京の野生動物｣をテーマに生態、観察方法など
A020 ニホンカモシカ
多摩
｢東京の野生動物｣をテーマに生態、観察方法など
A020 ニホンシカ
多摩
｢東京の野生動物｣をテーマに生態、観察方法など
野毛山 A031 傷病鳥獣全体
その中でタヌキを例にあげ、疥癬など病気について紹介
A036 生物全般
富山
パネル展示 森林における生物のつながり
A036 トラ
富山
パネル展示、生体展示 トラの現状
A036 富山県に生息する動物
富山
パネル展示 富山県に生息する動物の現状
A038 ジャイアントパンダ
石川
種の保存事業や絶滅について紹介
A038 アホウドリ
石川
種の保存事業や絶滅について紹介
A038 トキ
石川
種の保存事業や絶滅について紹介
A038 ゴリラ
石川
種の保存事業や絶滅について紹介
A038 石川県内のＲＤＢ動物
石川
石川県内のＲＤＢに該当する動物を写真で紹介
A039 故郷の動物達
鯖江
ふるさとの生き物と動物園の動物達
A053 水生小動物(メダカ等)
東山
｢田んぼの生きものたち｣水田､タガメ、ゲンゴロウなど
御在所 A057 カモシカ類
世界のカモシカ 大集合(はく製、標本、パネル)
天王寺 A063 トラの保護
トラフィックジャパンと共催、トラの保護を訴える
トラの保護キャンペーンを実施。パネル展示、クイズ、Tシャ
A067

円山
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宝塚

トラ

A098 県内生息希少鳥類

ツやバッチなどの販売
トラの生態、人との係り等紹介。ＷＷＦの保護パネル展示
地域の動物の紹介と保護
野生種の解説を中心にカイウサギの歴史やアマミノクロウサ
ギ等の保護を紹介
野生生物の減少にスポットをあて、環境保全、生物多様性の
保全を解説
野生での現状､生態、動物園等での研究や保護について紹介
絶滅の危機に瀕しているトラの現状をパネル14枚で説明
動物紹介や、野生下で、の状況紹介
動物の現状、自然保護の必要性等
四国に生息するヘビ全8種類の生体を展示し、正しい知識の啓
蒙・普及
当園で保護した鳥の保護方法から野生復帰までと、一般での
正しい保護方法について
瀬戸内海(しまなみ海道)にまつわる動物や自然の現状
四季のたんぼの表情とそこに生きる動物を紹介
トラの生態や現状
太田川源流の自然や生物
ジャイアントパンダとレッサ－パンダの現状について
愛鳥週間に、動物園近郊に飛来してくる野鳥のパネル・はく
製の展示
天然記念物について説明
希少動物｢トラ｣のパネルをＷＷＦＪより借用し展示
県内に生息する希少野生動物を紹介し、環境保全の大切さを
啓発する
傷病鳥獣救護データ、正しい救護方法、救護現場写真等の解
説
絶滅危惧種の解説、生息環境保全の啓蒙

B008 ニッポンバラタナゴ

移入問題を考える

B008 ニホンザリガニ

移入問題を考える

B008 メダカ

移入問題を考える

王子
王子

A068 トラ
A068 六甲山系の動物

王子

A068 ウサギ

王子

A068 全般

王子
淡路
とべ
とべ

A068 ジャイアントパンダ
A071 トラ
A075 干支の動物
A075 身近な生き物

高知

A076 四国に生息するヘビ

のいち A077 保護鳥類
安佐
安佐
安佐
安佐
安佐

A078 瀬戸内の生物
A078 田んぼの生物
A078 トラ
A078 太田川の生物
A078 パンダ

福山

A079 野鳥

久留米 A086 野鳥
海中動 A087 トラ展
熊本

A093 熊本県内の希少動物

沖縄こ A098 傷病鳥獣
沖縄こ
サケの
科学館
サケの
科学館
サケの
科学館
松島
新潟

B011 テツギョ
B014 県内淡水魚

天然記念物に指定されてる｢魚取沼｣のテツｷﾞｮの起源等を紹介
｢日本の絶滅のおそれのある野生動物｣の掲載種の解説
スナヤツメ、オオウナギ、ﾐﾔｺタナゴ、ゼニタナゴ、ニッポン
B014 日本の希少淡水魚Ⅰ
新潟
バラタナゴ、｢ヒナモロコ、ウケクチウグイ」
シナイモツゴ、アユモドキ、ナガレホトケドジョウ、ハリ
B014 日本の希少淡水魚Ⅱ
新潟
ヨ、カマキリ、オヤニラミ、を展示解説
B018 シラウオ・テナガエビ・ヌ 汽水湖｢涸沼｣に生息する生物にスポットをあて自然環境保全
大洗
マガレイなど30種700点
をテーマにした展示
埼玉水 B021 日本の淡水魚
レッドリストに載せられた日本産淡水魚の保全について
日本産のメダカが希少魚となり絶滅が心配される事を広く知
埼玉水 B021 メダカ
らせた
人と東京湾との関わりを紹介しながら東京湾にくらす生物に
葛西水 B023 東京湾全般
ついて紹介した。平成11年度実施
B031 ウミガメ
下田
産卵、上陸、孵化調査及びビニール誤飲等のパネル展示
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琵琶湖 B042 里山の水生生物
琵琶湖 B042 北海道の淡水魚
琵琶湖 B042 琉球列島の淡水魚
琵琶湖 B042 滋賀県産希少淡水魚
琵琶湖
志摩
志摩
二見
和自博
和自博
姫路水
姫路水

B042
B045
B045
B046
B050
B050
B054
B054

都市部に生息する淡水魚
フンボルトペンギン
日本産希少淡水魚
メダカ他
帰化淡水魚類
ワシントン条約対象動物
播磨の水草
船場川の生き物

姫路水 B054 捨てられたペット
姫路水 B054 県下の希少生物
姫路水 B054 田んぼの生物

川、ため池田んぼなどの水辺にすむ水生生物の現状を紹介
北海道に生息する淡水魚を紹介するとともに、その現状につ
いて紹介
琉球列島に生息する淡水魚を紹介するとともに、その現状を
紹介
環境庁のレッドリスト見直しにより、県内に生息しリスト
アップされた淡水魚紹介
環境の変化と、魚類相の変化を紹介
南米チリにおる野生の状態を写真で紹介
滅びゆく日本の淡水魚（希少種を集めて展示）
メダカ等の生活圏である小川の環境｢小川の生物展｣
和歌山県における帰化淡水魚類の現状を紹介した。
ワシントン条約の周知と対象動物への保護の認識をたかめる
兵庫県下の水草と現状を紹介
多くの生物が必死で生きている環境浄化を訴える
野外で保護されたり、買主に見放されたペットと生態系につ
いて
レッドデータブック記載の全75種の現状を紹介
身近な水田環境を見直す

