




浜松市動物園は動物たちから、いのちの大切さや環境など

　について、わくわく しながら発見し、楽しみ、

 　ふむふむ と学ぶことができる場所です。

　　 等、なぜ？どうして？という疑問を、実際に

　自分自身の感覚を通して、ヒミツに気づき学ぶための

発見の場所として、動物園をご利用になりませんか。
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モルモットを
　　　　抱っこしてみよう

場　所

定　員

実施可能日

実施時間

持 ち 物

ふれあい教室

ハンカチやタオル

① 10：00～ 10：30
② 11：30～ 12：00

どちらか
お選びください。

月～金曜日
（※祝日・休園日は除く）

50名（応相談）

モルモットとふれあって、温かさや鼓動を感じます。
飼育員のガイドを通して、動物の特徴を学びましょう。

モルモットのさわり方の説明を受けたあと、
飼育員からモルモットを膝にのせてもらいます。

幼稚園：環境教育（身近な動植物に親しみを持って接し生命の尊さに気づく）
小学校：道徳（動植物に優しい心で接する・自他の命を尊重し大切にする）
　　　　国語（「どうぶつの赤ちゃん」）

の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

モルモットとふれあいましょう。
頭から背中にかけてやさしくさわりましょう。

全員がふれあい終わったら振り返りを行い、
手を洗って終了です。

１

動物園を活用したプログラム
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ヤギとヒツジにごはんを
　あげて観察してみよう

場　所

定　員

実施可能日

ヤギヒツジ展示場

30名

ヤギとヒツジに実際にエサを与えながらふれあいます。
体の特徴や、エサを食べているときの口の動きを
すぐ近くで観察してみませんか？

ヤギやヒツジの簡単なガイドを行ったあと
飼育員からエサを受け取ります。

幼稚園：環境教育（身近な動植物に親しみを持って接し生命の尊さに気づく）
小学校：道徳（動植物に優しい心で接する・自他の命を尊重し大切にする）
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

ヤギとヒツジにエサをあたえ、ふれてみましょう。
口の動きや毛質の違いなどを観察してみてください。

全員がふれあい終わったら振り返りを行い、
手を洗って終了です。

２

月～金曜日
（※祝日・休園日は除く）

実施時間

持 ち 物 ハンカチやタオル

① 10：00～ 10：30
② 11：30～ 12：00

どちらか
お選びください。
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ゾウと写真を撮ろう

キリンと写真を撮ろう

場　所

場　所

定　員

定　員

実施可能日

実施可能日

実施時間

実施時間

所要時間

所要時間

持 ち 物

持 ち 物

ゾウ広場

ミニサファリ

カメラ

カメラ

11:30 ～ 11:50

11:30 ～ 12:00

20分

30分

火～金曜日（※祝日・休園日は除く）

火～金曜日（※祝日・休園日は除く）

1組30名�５組まで

1組15名�２組まで

ゾウについてお話をした後、ゾウをバックに写真撮影をします。
間近で観察できるので、ゾウの鼻や目、耳などを観察してみましょう。

キリンについてお話した後、キリンをバックに写真撮影をします。
間近で観察できるので、キリンの目や模様などを観察してみましょう。

ゾウについて飼育員から簡単なガイドを行います。
（写真撮影のみご希望の場合は事前にご相談ください。）

キリンについて飼育員から簡単なガイドを行います。
（写真撮影のみご希望の場合は事前にご相談ください。）

※天候不順により中止となる場合があります。

幼稚園：環境教育（生き物の大きさや不思議さに気づく）
小学校：理科（生物は色・形・大きさなどの姿が違うこと）
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

1組ずつゾウをバックに写真を撮影していただきます。

1組ずつキリンをバックに写真を撮影していただきます。

３

４
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ペンギンの塗り絵を
　　　　　完成させよう

場　所

定　員

実施可能日

持 ち 物

ペンギン展示場前

筆記用具（鉛筆やカラーペン）・バインダー

50名（応相談）

ペンギンを観察してシートに塗り絵をします。
塗り絵の後にペンギンの体の特徴を観察してみましょう。

輪郭のみの学習シートの、体の色や模様がついていると思う
部分を塗ってみましょう。

幼稚園：環境教育（身近な動植物に親しみを持って接し生命の尊さに気づく）
小学校：道徳（動植物に優しく接する・自他の生命を尊重する）
小学校：理科（動物の体のつくり）
中学校：理科（脊椎動物の観察に基づいた特徴の比較と分類）
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

実際に観察しながら体の色や模様がついていると思う部分を
塗りましょう。

塗り絵が完成したら、ペンギンの体の色や特徴について
飼育員がガイドを行います。

５

� 6 ～９月　火・木・金曜日
10～５月　火・水・木曜日
（※祝日・休園日は除く）

実施時間 11：00～ 11：30
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ダチョウのタマゴを割ってみよう

場　所

定　員

実施時間

持 ち 物

ミニサファリ前
動物愛護教育センター２階
　　　　　　　　　のどちらか

※ �4～ 9月上旬（産卵期）のみのプログラムです。�
タマゴの数に限りがありますのでご希望の場合は実施希望の�
1 か月前までにご連絡ください。

筆記用具（鉛筆やカラーペン）・バインダー
ハンカチ

火～金曜日（※祝日・休園日は除く）

10～50名（応相談）

みんなが知っているニワトリのタマゴと何が違うのか
ダチョウの卵を割って観察してみましょう。

割る前にタマゴの中身を想像して
学習シートに絵を描いてみましょう。

幼稚園：環境教育（生き物にふれて、その大きさや不思議さに気づく）
小学校：理科（生物の体のつくり・動物の発生と成長・細胞からなる生物の体）
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

実際にタマゴを持って重さや質感を知りましょう。
そのあと、割って中身を観察し、学習シートに記入します。

飼育員からまとめのガイドを行い、手を洗って終了です。

６

実施可能日

11：00～ 12：00

所要時間 60分
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ゾウのトレーニングと健康管理

場　所

定　員

ゾウ舎観覧通路

※４、５、10～３月限定のプログラムです。

50名

ゾウのトレーニングと健康管理について
何のために、どんなことをしているのかをお話をします。
実物のゾウを目の前にして、命について考えてみませんか？

小学校：�道徳�
（生命の尊さを感じ取り生命あるものを大切にする・動植物に優しい心で接する）

� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

ゾウの健康管理について足型や大腿骨の標本を使って飼育員
がガイドを行います。ゾウを間近で観察してみましょう。

どのようにトレーニングをしているのか
見学してみましょう。

７

実施時間

火～金曜日（※祝日・休園日は除く）実施可能日

14：00～ 14：30

所要時間 30分
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場　所

定　員

実施時間

レッサーパンダ展示場前

火～金曜日（※祝日・休園日は除く）

40名

レッサーパンダが誕生してから独り立ちするまでに、
何を学び、どのように成長するのかを飼育員がお話をします。
ヒトと何が一緒で何が異なるのか、親子のつながりから見てみましょう。

小学校：道徳（生命の尊さを感じ取り生命あるものを大切にする）
小学校：国語（「どうぶつの赤ちゃん」）　　　　
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

レッサーパンダの赤ちゃんの頃の写真やイラストを使いなが
ら飼育員がクイズを交えたガイドを行います。

レッサーパンダを観察しながら、命について考えましょう。
その後、学習シートに記入しながらガイドの内容を振り返り
ます。

８

実施可能日

11：00～ 11：30

所要時間 20 ～ 30分

レッサーパンダと
　　　　　いのちの繋がり
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サルと生物多様性

実際に園内でサル類を観察しながら
体の特徴や生息環境、多様性についてお話をします。

小学校：道徳（生命の尊さを感じ取り生命あるものを大切にする）
中学校：理科（生物多様性・食物連鎖・生物と環境の関わり）　
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

飼育員のガイドを聞きながら、サルの仲間を観察します。
体の特徴や野生での生息環境について、
分かったことを学習シートに記入しましょう。

学習シートをもとに食物連鎖や、生物の多様性について
お話をします。

９

場　所

定　員

サルのアパート前広場

50名
実施時間

火～金曜日（※祝日・休園日は除く）実施可能日

10：00～ 14：00（要相談）

所要時間 30分
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動物の赤ちゃん

動物の食性とからだの関係

場　所

場　所

定　員

定　員

実施可能日

実施可能日

実施時間

実施時間

所要時間

所要時間

動物愛護教育センター
2階

動物愛護教育センター
2階

11:00 ～ 11:30

11:00 ～ 11:30

30分

30分

月～金曜日（※祝日・休園日は除く）

月～金曜日（※祝日・休園日は除く）

100名

100名

学習シートや動物園の動物の出産・子育ての映像を使って
動物の赤ちゃんについてお話をします。

肉食動物と草食動物の頭骨の標本や学習シートを使って、動物の食性
とからだの関係についてお話します。
また、映像を見て、食物連鎖について考えてみましょう。

動物の赤ちゃんの写真や映像を見て、赤ちゃんについて
学びましょう。専用の学習シートも活用できます。

講義の前に園内で実際に肉食動物と草食動物を
観察して違いを見つけてみましょう。

小学校 : 理科（生物と環境の関わり・「食う食われる」の関係があること）
中学校 : 理科（生態系と食物連鎖・消化のしくみ）
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

幼稚園：環境教育（生き物にふれて、その大きさや不思議さに気づく）
小学校：道徳（生命の尊さを感じ取り生命あるものを大切にする）
小学校：国語（「どうぶつの赤ちゃん」）
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

映像を見て、食物連鎖や動物の食性について学びます。

骨格標本を見て、発見したことを学習シートにまとめてみましょう。

10

11
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動物園の仕事

動物のお世話の裏側ではどんなことが行われているのか
動物園で働く獣医師と飼育員の仕事についてお話しします。

小学校：道徳（生命の尊さを感じ取り生命あるものを大切にする）
　　　　総合（キャリア教育・仕事について）
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

園内で働く獣医師や飼育員について写真や映像を使ってお話
します。

動物の世話とは何か、いのちとは何かを一緒に考えます。

12

場　所

定　員

動物愛護教育センター 2階

100名
実施時間

火～金曜日（※祝日・休園日は除く）実施可能日

11：00～ 11：30

所要時間 30分
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動物たちのいのちと向き合う

動物愛護教育センターを活用したプログラム

地域猫活動って何？

場　所

場　所

定　員

定　員

実施可能日

実施可能日

実施時間

実施時間

所要時間

所要時間

動物愛護教育センター

動物愛護教育センター

10:00～14:00で応相談

10:00～14:00で応相談

40分

40分

月～金曜日（※祝日・休園日は除く）

月～金曜日（※祝日・休園日は除く）

100名

100名

動物愛護教育センターの仕事を紹介します。
獣医師と一緒に、犬猫の幸せのために何が出来るのかを考えます。

愛護センターの活動の１つである、地域猫活動の進め方について
お話します。

DVDを鑑賞した後、犬猫の飼養施設を見学します。

DVDを見ながら、センターの職員が
どのような活動をしているのか考えてみましょう。

小学校：道徳（生命の尊さを感じ取り生命あるものを大切にする）
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

小学校：道徳（生命の尊さを感じ取り生命あるものを大切にする）
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

見学後、学習シートを使用した座学を行います。
身近な動物のいのちについて考えてみましょう。

13

14
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動物とのつながりについて学ぼう

譲渡犬･猫に会いに行こう

場　所

場　所

定　員

定　員

実施可能日

実施可能日

実施時間

実施時間

所要時間

所要時間

動物愛護教育センター

動物愛護教育センター

10:00～14:00で応相談

10:00～16:00で応相談

40分

30分

月～金曜日（※祝日・休園日は除く）

月～金曜日（※祝日・休園日は除く）

30名

10名

学習シートを使って、ヒトと動物のつながりについて
一緒に考えてみましょう。

動物愛護教育センターの譲渡犬・猫について紹介し、いのちの大切さ
やペットの幸せのために私たちが出来ることを一緒に考えます。

DVDを鑑賞して、身近な動物たちの命について
考えてみましょう。

獣医師や職員の話を聞きながら、犬猫の飼養施設を見学します。

幼稚園：環境教育（身近な動植物に親しみを持って接し生命の尊さに気づく）
小学校：道徳（生命の尊さを感じ取り生命あるものを大切にする）
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

小学校：道徳（生命の尊さを感じ取り生命あるものを大切にする）
� の単元を学ぶプログラムとしてご活用ください。

※譲渡犬・猫の譲り受けについては、職員にご相談ください。

獣医師や職員の話を聞いて、学習シートをまとめましょう。
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