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 港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。

この印刷物は、古紙を利用した再生紙を使用しています。

　　　

さわれる展示室には、
ミンククジラやナガス
クジラのヒゲ、ヒゲで
作られた茶たくや
ペーパーナイフが展示
されているよ。

東京海洋大学 品川キャンパス（港区港南 4-5-7）にはセミクジラやコククジラなどの骨格標本が
展示されているよ。大きなクジラなので迫力満点！見に行ってみよう！！

の答え？

クジラの油は
せっけん、骨は肥料、
ヒゲは靴べらなどに加工され
ていましたが、現在では食用以外
での利用は少なくなりました。

クジラの祖先は何だろう？
調べてみよう！

ミンククジラのヒゲ

ナガスクジラのヒゲ 靴べら

茶たく

    文政４年（１８２１）、長崎に
到着したラクダ２頭は、３年後に江戸へ
連れて来られ、両国広小路で
　　　見世物になりました。
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イルカはクジラの仲間だよ。
知っていたかな？ 
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港郷土資料館にクジラの
全身骨格が展示されているね。
見に行ってみよう！
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イルカの骨も展示されて
いるよ。クジラの骨と
くらべてみよう。
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港郷土資料館〈さわれる展示室〉のクジラ
種名：ミンククジラ（ナガスクジラ科）
・宮城県鮎川で捕獲
・ヒゲクジラの仲間
・大きさは体長約8～ 9ｍ、体重約5～ 6トン
（港郷土資料館の全身骨格は約7ｍ）
・ほぼ世界中の海に生息
・1～ 3頭で行動する。
・オキアミなどの動物プランクトンやイワシなどの小魚を食べる。

ミンククジラの全身骨格

この骨は何だ？
ミンククジラのからだの後ろの
方にある長さ１８㎝ほどの骨。
何だろう？

↑ ハクジラ類の口

↑ ヒゲクジラ類の口 

１.ハンドウイルカ ２.マイルカ
３.ザトウクジラ

５.シロナガスクジラ

ヒゲクジラのヒゲはフィルターの役目
海水ごとオキアミや小魚などのエサを大量に
口に入れて、ヒゲの間から海水をこし出して
エサだけ飲み込みます。

！クジラの頭のあたりから、白いものが
吹き上がっていることがあるね。
あれは何だろう？

　　　享保１３年（１７２８）、ベトナムから長崎に
　　　雄と雌２頭のゾウがやってきました。
　　　雌のゾウは長崎で病死しましたが、翌年、
　　　雄のゾウは江戸へ連れて来られました。
長崎から江戸まで２ヶ月以上かかったそうです。
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の答えは最後のページ？

ヒゲクジラ、ハクジラ、どちらの仲間かな？
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大勢の人が見物に訪れて
いるね。江戸の町の人々に
とって、クジラはなかなか
目にすることのできない
珍しい生き物だったんだ。

？
？ 背中にコブがある動物も江戸の

人々を驚かせたよ。何だろう？

生物学上の違いはなく、
体長４mより小さなものを
イルカと呼んでいます。
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体長１６.５mほどの
大きなクジラだっ
たそうです。漁師
たちによって仕留
められました。

江戸時代の寛政１０年（１７９８）に東京湾（品川沖）にあらわれたクジラと見物の人々を描いたもの。
２頭のクジラが描かれていますが、実際には1頭でした。

品川沖之鯨高輪ヨリ見ル図

品川区立品川歴史館蔵

クジラのほかに
も江戸の人々を
夢中にさせた珍
しい動物がいた
のよ。
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クジラは口の中に歯が生え
ている「ハクジラ」の仲間と、
ヒゲ板と呼ばれるブラシ状の
ものが上あごにたくさんある
「ヒゲクジラ」の仲間に大きく
わけられます。
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４.マッコウクジラ


