カミツキガメ

北アメリカ・南アメリカの動物

【鳥類・爬虫類】

分類：カメ目カミツキガメ科
英名：Snapping Turtle
学名：Chelydra serpentina

Photo : Suzaka Zoo

分布：アメリカ合衆国、カナダ南部

シチメンチョウ

甲長：最大約 60cm

（家畜種）

生態：肉食性が強く、魚・小動物などを

分類：キジ目キジ科

捕食する。日本ではペットとして

英名：WildTurkey／Common Turkey

飼われていたものが、野外に

学名：Meleagris gallopavo domestic

放されて繁殖しており、

分布：カナダ南部、アメリカ合衆国、

特定外来生物に指定されている。
Photo : Komoro Zoo

メキシコ
全長：オス約 122cm メス約 60cm
翼長：オス約 49cm メス約 44cm

ミシシッピアカミミガメ

体重：オス約 10 ㎏

分類：カメ目ヌマガメ科

メス約 4 ㎏

生態：キジ目最大種。開けた落葉樹と針葉樹の混合林に生息する。植物食傾向の強い雑食で果実、種子、

英名：Red-eared Slider

昆虫類、両生類、爬虫類等を食べる。オスの頭から首にかけての肉垂の色が、興奮具合によって

学名：Trachemys scripta elegans

変化することが和名の由来となっている。食用とされることもあり、家禽としても飼育される。

分布：アメリカ合衆国ミシシッピ川流域
甲長：最大約 30cm

Photo : Chausuyama Zoo

オオカナダガン
分類：カモ目カモ科

体重：400ｇから２ｋｇ

生態：アメリカ原産の外来種。「ミドリガメ」の名前で広く知られている。頭部両側に橙赤色の斑紋が目立つ。
日本では野外に遺棄され問題となっている。

英名：Canada Goose

ワニガメ

学名：Branta canadensis moffitti

分類：カメ目カミツキガメ科

分布：【夏季】グレートプレーンズ北部（繁殖）

英名：Alligator Snapping Turtle
学名：Macrocleｍys temminckii

【冬季】米国南部～メキシコ北部（越冬）
全長：最大約 110cm

分布：アメリカ合衆国南部

体重：2.3～6.8kg

甲長：最大約 80cm

生態：湖沼、水田など様々な水辺環境に生息し、

生態：口を大きく開けて口腔内の舌を

Photo : Matsumoto Alps Park

体重：最大 113kg

水草の根・茎・葉・実などを食べる。

ミミズのように動かし、近寄って

亜種により大きさの違いが著しい。

きた魚を捕食する
「ルアーリング」と呼ばれる

特定外来生物（外来生物法）に
指定されている。

Photo : Chausuyama Zoo

捕食方法をとる、待ち伏せ型のカメ。

アカダイショウ

ベニイロフラミンゴ

分類：有鱗目ナミヘビ科

分類：フラミンゴ目フラミンゴ科

英名：Corn Snake

英名：American Flamingo

学名：Elaphe guttata

学名：Phoenicopterus ruber ruber

分布：アメリカ合衆国東南部

分布：アメリカのフロリダ半島、ガラパゴス諸島、

Photo : Chausuyama Zoo

全長：120～180cm

南アメリカ北部。
生態：日本のアオダイショウを赤くしたような種で、生態もよく似ている。英名の「コーンスネーク」は、
全長：120～140cm
トウモロコシ畑によく現れることや、体の模様がインディアンコーンというトウモロコシの模様に
体重：2～4kg
似ていることからついたといわれている。ペットとして広く飼育されており、体色もさまざまな
生態：フラミンゴの中ではもっとも大きい。
バリエーションがある。
全身が鮮やかな紅色。塩湖や干潟に

カリフォルニアキングスネーク

大群で生息。水生昆虫や小型の

分類：有鱗目ナミヘビ科

甲殻類などを食べる。

英名：California Kingsnake

Photo : Chausuyama Zoo

学名：Lampropeltis getuls califomiae
分布：アメリカ合衆国西部、メキシコ北部
全長：150cm 以下

チリーフラミンゴ

Photo : Suzaka Zoo

生態：乾燥した森林から岩山、農地、住宅街とさまざまな

分類：フラミンゴ目フラミンゴ科

環境に生息している。他のヘビも捕食してしまう

英名：Chilean Flamingo

ことからキングという名前がついた。ペットとして

学名：Phoenicopterus chilensis

広く飼育されており、体色や模様もヨコじまや

分布：ペルーからチリ南端、

Photo : Chausuyama Zoo
Photo : Komoro Zoo

タテじまなどもさまざまなバリエーションがある。

ブラジルからアルゼンチン
全長：100～120cm
体重：2～3.5kg

グリーンイグアナ

生態：高山帯の塩水湖、干潟などで数百から数千羽の

分類：有鱗目イグアナ科
大きな群れをつくって暮らす。水生昆虫や
英名：Green Iguana
藻類などを食べる。体は淡いピンクで、
学名：Iguana iguana
脚の真ん中の関節と足先の指と水かきが
分布：メキシコ、中南米、
赤い色をしている。

Photo : ＩｉdaZoo

西インド諸島

フンボルトペンギン
分類：ペンギン目ペンギン科
英名：Humboldt Penguin
学名：Spheniscus humboldti

分類：カモ目サケビドリ科

体重：3～5kg

英名：Southern Screamer

生態：熱帯雨林に生息し、水辺を好み、泳ぎもうまい。水面に張り出した樹上に

学名：Chauna torquata

いることが多い。植物の葉や花、果実などを食べる。幼体は鮮やかな緑色だが、

分布：南アメリカ中東部

成長すると黒っぽくなる。

全長：80～95cm

分布：ペルー北部からチリの中部
全長：55～72cm

アンデスコンドル

体重：3.5～6kg

分類：タカ目コンドル科

生態：胸に黒帯模様がある。年に

英名：Andean Condor

一度、換羽期があり全身の

体重：3～4.5kg
生態：湿地、湖沼、草原などの水辺を
歩き回って、植物の種子や葉などの
餌を探す。両翼翼角部分に爪が

学名：Vultur gryphus

羽が生え変わる。温帯性の

生えている。遠くまで聞こえる

分布：南アメリカ大陸

ペンギンで、海中を泳ぎながら、
全長：1～1.3m

大声で鳴くことから、

体重：7～15 ㎏

小魚の群れを追って採食する。

この名前がついた。

翼開長：最大 3m

泳ぐ速度は７～１０ｋｍ/ｈ。

生態：アンデス山脈に生息。空を飛ぶ

岩穴や砂を掘ったトンネルの

鳥の中で世界最大級。羽を

中に巣をつくる。日本で一番

Photo : Ｉｉda Zoo

カンムリサケビドリ

全長：最大 180cm

多く飼われているペンギンだが、

広げると 3m ほどにもなる。

産卵場の環境破壊などのため、

気流にのって滑空する。

野生の個体数は減少している。

動物の死体に頭を突っ込んで

キエリボウシインコ
分類：オウム目インコ科
英名：Yellow-naped Amazon

肉を食べるため、頭部の
学名：Amazona auropalliata ssp.
汚れが落ちやすいように

寿命は 50～70 年。

Photo : Ｉｉda Zoo

ベニコンゴウインコ

英名：Blue-and-yellowMacaw

分類：オウム目インコ科

学名：Ara ararauna

英名：Green-winged Macaw

分布：ブラジル・ボリビアなど
体重：0.9～1.3kg

翼開長：120cm
生態：世界最大級のインコ。熱帯雨林に生息。

羽毛のない顔は白く、興奮すると
薄いピンク色になる。クチバシの力が

分類：オウム目インコ科
英名：Blue-frontedAmazon

全長：約 90cm

学名：Amazona aestiva

体重：1.2～1.4kg

全長：35～37cm

クチバシでヤシ類の実も割って

生態：熱帯雨林でつがいや小さな群れを

ヒナの採集のため、数は各地で減少している。

ペアは死ぬまで続く。互いに
Photo : Komoro Zoo

分布：ブラジルなど

羽があり、尾は著しく長い。力が強い

モノマネは苦手。森林伐採とペット用の

割ることができる。一夫一妻で、

アオボウシインコ

分布：中央・南アメリカ、メキシコなど

食べることができる。頭が良く器用だが、

強く、ヤシのような固い果実でも

Photo : Ｉｉda Zoo

学名：Ara chloroptera

生態：翼の上部は赤色の羽の下に青緑色の

瑠璃色の羽と器用な足が特徴で、

大きな声を出す。

体重：480～650g

好む。全体的に緑色で、首のうしろに黄色い部分がある

分類：オウム目インコ科

コミュニケーションをとるために

全長：36～40cm
Photo : Suzaka Zoo

生態：熱帯雨林、低地の森林などに群れで生息。果実・種子・木の実・花などを

ルリコンゴウインコ

全長：76～86cm

分布：メキシコ南部からコスタリカ

羽毛が生えていないとされる。

Photo : ＩｉdaZoo

体重：350～450g

つくって生活する。果実や植物の
種子、花などを食べる。全身が
緑色で、頭が青色をしていることから、
この名前がついた。とても長生きで
１１７年生きた記録がある。

