
梅雨明け 

 7月末に、やっと長かった梅

雨が明けました。今年はこ

の長雨の影響で、各地で

土砂崩れなどの災害が起

こっています。また日照不

足で野菜が高騰していま

す。子山羊たちも雨の間は

ずっとお部屋の中で過ごし

てつまらなさそうでしたが、

晴れた日には外に出てお

日様の下で日光浴を楽し

んでいます。 
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畑に種を植えましょう 

畜舎の南側に畜産系の畑があります。一時は子

山羊をそこへ放牧して雑草処理をさせようという

話題も出ましたが実現には至らず、7月7日（金）

に生殖の研究室の皆さんと一緒に種を植えるこ

とになりました。その様子を椎野君と長命さんに

レポートしてもらいました。 

 

とりあえず、スケジュールは 

１７：００  畑集合 メンバー 畜資（椎野、長命さ

ん、熊谷先生、田端さんと金島さんは後で合

流）、生殖（南先生、山下君・築山君・今市君） 

１７：１５  熊谷先生が広島からもってきた小型耕

運機「こまめ」始動。しかし、どうしてもエンジンの

パワーがあがらず「これ動かんなぁ・・」と困り顔。

ハンドルのアクセルを回してないことを突っ込ま

れ、照れる熊谷先生。 

１７：４５ 「こまめ」という名に反し、予想外のパ

ワーで翻弄されながらも、機械の力であっという

まに耕されていく畑。しかし、「機械はつまらん」

と熊谷先生。クワをもって「こまめ」を捨て、やっ

ぱ皆で人力で耕すことになりました。金島さん、

田端さんも駆けつけ、しっかり耕された畑は「去

年と違い、黒くて良い土をしている」（長命・大石

さん談）そうです。 

１８：１５ 一通り耕し終えた畑に種と苗を植える

こ と に。植 えたの は「スイー トコ ー ン」「キャベ

ツ？」「スイカ？」「ト

マ ト？」（種 と 苗 は

詳しくわからないで

す。長命さんが、購

入してらっしゃった

ん で 聞 い て く だ さ

い） 

 

（次ページへ続く） 

 

 

 

 

 
『こまめ』稼働中も鍬を持つ

熊谷先生 

研究室の皆様  

ヤギの世話、ご苦労様です。 

さて、梅雨が明け、コクシジウム等も心

配がなくなってきたことから、ヤギは順

調に成長をしているようです。給餌につ

いては以下の点に十分留意して下さい。 
 
1. 基本的に粗飼料主体（濃厚飼料は1日
１頭あたり200gに制限する）。 
2. 粗飼料を飽食させる（制限せず、食

べたいだけ食べさせる。チモシー乾草と

アルファルファヘイキューブの割合は

1：1）。 
3. 現在は成長が旺盛な時期なので、常

に同量の粗飼料給与とはならない。当番

の人は常に注意し、週１回は増量を検討

する。 
4. チモシー乾草は細胞壁構成成分が多

い茎部の嗜好性が悪いので、少々は残餌

が生じるが、著しくなければ給餌量を増

やしても問題ない。残餌が目立たなけれ

ば毎日残餌を計量する必要はない。逆に

多すぎれば、自らの唾液で汚してさらに

食べなくなるので、その場合は速やかに

残餌を除去する。 
5. ヘイキューブはよく砕いて給餌する

（のどに詰まらせないように）。 
 
ここ２週間ほど、給餌量が一定になって

いますが、成長が旺盛な時期は食べたい

だけ食べさせるのが基本です。当番は木

曜の体重測定時に給餌量を調整し、松平

さんに的確に伝えてください。よくわか

らなければ熊谷に連絡してください。指

示します。 
研究室のメンバーのほとんどが、大動物

はもとより中動物の飼養管理に携わった

経験がないので、わからないことが多い

と思いますが、不明な点を不明なままに

しないこと。また、関わりを避けないよ

うに。ヤギの飼養管理を通じて、研究室

のメンバー全員が現場感覚の一端でも身

に付けられることを願っています。 
 
熊谷元 
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雨は嫌い 

梅雨に入ってから、子山羊たちの動きが鈍っています。食欲も低

下気味で、コクシジウム発症のときのような下痢はしていないのに

増体も芳しくありません。毛ヅヤは悪くないけれど、ちょっと黄色っ

ぽくなって汚い… 

ここで思いつくのが、「山羊の雨嫌い」。山羊の本①にも『ヤギは乾

燥地を好み、低湿地を非常に嫌う。また前方に水たまりでもある

と、前足をつっぱってテコでも動かなくなるほど雨露を嫌い、昔か

ら「ヤギが鳴けば雨が降る」と言われるほどだ。』と出ています。

フィリピンの山羊牧場では、水飲み場の周りの水たまりを放置して

いたら、山羊が水場まで行けなくて餌の食い込みが悪くなったと

いうことがありました。一方、長野牧場の山羊たちは雨が降って

いても放牧されていて体調に影響はないそうですが、飼養管理

マニュアル②には、やはり『山羊は湿気を嫌う』と明記されていま

す。 

子山羊たちの表情がぱっとしないのも、じめじめしたお天気のせ

いかもしれません。梅雨の時期は、体調不良を起こしやすいもの

です。何か他に問題がないか注意して下さいね。 

①『新特産シリーズ ヤギ』萬田正治著 農文協 

②『ヤギの飼養管理マニュアル』独立行政法人 家畜改良センター発行 

畑に種を植えましょう（前頁からの続き） 

長命談：「去年はトウモロコシがめちゃく
ちゃおいしかんたんですよ。1回収穫した
後、次 収 穫し に 行 っ た ら 腐って ま し た
が・・・・。南先生から今の時期に植えれる
やつを買うてこいよ！！っていわれてたん
ですが、なかなかなくて・・・何とかなるや
ろ～と色々種を買ってきました。スイカとか
キャベツとか丸いもん植えたかったんで
買って来ました。ド素人に種買いに行か
すのはやめた方がいいですよね～。」 
あと、畑の中には、予想外に去年植えたじゃがいもの2世（3

世？）が力強く生き延びており、そいつらも種芋として畑の中に戻

されました。 

１８：４５ 畑作業終了 そこで熊谷先生の一言「じゃあ7時に『樽

八』で」僕は、この日まだ風邪が尾を引いていました、ほとんど力

になれませんでした・・・・その後の飲み会も、お休みしちゃったん

で、西尾さんや長命さんに聞いて見てください。 

（次の記事へ続く…） 

畑に種をまいたあと 

というわけで、種まき後の宴会風景を長命さんにレポートしてもらいまし

た。 

１９：００ 樽八→参加者：熊谷先生・南先生・大石さん・築山君、遅れて：

田端君・チョーメー 

チョーメーは遅れて２０：００過ぎに到着。 

男ばっかり・・・（￣□￣；） 

気を取り直して「とりあえずビール（とりあえず・・・？なぜみんなとりあえず

ビールなんだ・・・）」 

本日より平日ビール半額につられてみんなビール！ビール！！ビー

ル！！！のオンパレード。 

|| 

中略(築山君暴走！！！チョーメー、ラーメンオーダー) 

|| 

２５時過ぎラストオーダー。田端君月曜日のファーストオーダーと金曜日

のラストオーダー制覇！！！！ 

その後、お開きするムードもなくミックへ。大石さん帰宅・・・・。ミック、予想

外に人・人・人・・・・。南先生のボトルで盛り上がり・・・（会話忘却（ToT）） 

2７時過ぎからみな体力の限界が・・・。南先生寝る・・・起きる・・・・熊谷先

生も・・・寝る・・・・再び起きる。 

築山君ボトルの注ぎ方で南先生に怒られる（笑） 

29時過ぎ体力の限界を向かえ地上に上がると・・・・太陽の光が～～～

ん？曇りだった。解散m（_ _）m 

山羊の歯の話 

   山羊は、乳歯の生え替わりを見ることで、おお

よその年齢を知ることができます（牛や羊もそうで

すね）。月齢推定方法、つまり見分け方ですが、前

歯上顎に歯はありませんので、下顎を見ます。前

歯下顎が乳歯だけなら１歳未満、中央一対のみが

永久歯であれば１歳、２対が永久歯なら２歳、３対

が永久歯なら３歳、４対（前歯は全部で４対です）と

も永久歯なら４歳以上で、歯が擦れていたり、歯と

歯の間に隙間があるようだと、結構なお年寄り、と

いうことになります。簡単ですね。なお、山羊の歯

式は、右表の通りです。 

 

    山羊の永久歯の歯式                   

 
  

 

 

 

山羊の乳歯の歯式 

 

 切歯 犬歯 前臼歯

  

後臼歯 

上顎 0 0 3 3 

下顎 3 1 3 3 

 乳切歯 乳犬歯 乳前臼歯  

上顎 0 0 3  

下顎 4 0 3  



連載特別企画 馬好きさんにインタビュー 

第３弾 博士課程３年 長命洋佑さん 

好評企画の『山羊好きさんにインタビュー』も第３弾を向かえました。今回は、

「畜産資源学研究室に山羊が来てから頻繁に畜舎へ通っているらしい」と噂を呼ん

でいる長命さんにお話を伺いました。 

ー山羊は好きですか？ 

長命ー難しいですねぇ…山羊はかわいいと思いますよ…馬の方がかわいいですが･･･ 

ー…？今まで山羊を見たことはありましたか？ 

長命ーないですねぇ…ハイジくらい…あ、ありました。九州農試に行ったときにト

カラとザーネンがいたいた。 

－…話つながりませんねぇ…∑（￣о￣|||）何か山羊の話を… 

長命ー山羊やっとる人、思い入れの強い人が多いですよねぇ。すげーいいとこたく

さんを見ちょるよね。ヤバ過ぎぐらい。小さいころ

に接する機会を増やしていくと、その子供が大きく

なった時、50年くらいのスパンで見よると山羊は

普及すっかもしれへんと思いますね。多くの社会問

題なんかとおんなじで、今すぐどうこうってゆって

ると話がなかなか進まへん。無理やり現代の社会に

当てはめようとすっから余計、格差がでてくると思

うんっすよね。もうちょい長い目で見て・・・、思

いを持っている人らはそれを絶へんように・・・。

いいものは残っていくやろうし、と思います。ぼく

も山羊に接してみてはじめてこーゆうもんなんやと

わかったところもありました。なんも山羊を知らん

のと関わってみたんでは、同じ言葉を使うにしても

全然意味合いがちゃうやろうし、考え方もちゃうや

ないかと思う。大人の考え方で大人の社会に当ては

めんやなくて、もうちょい次世代に小さい子らを見据えてそん子らが後々普及させ

てくっていう考え方もひとつあんやないんかと、一家に一頭は山羊を飼うとか。 

ー最後に一言 

長命ー研究室も動物系もそうやねんけど、もっと横のつながりを持たなあかんと思

いますねぇ。研究だけやなしに。周りどんな人がいてど～いう人かなどなんも知ら

んことが多すぎる！もったいねぇと思います。人がいて自分がいて協力したり時間

を共有でけたらもっと楽しくなるんちゃうかな～と思います。 
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飼育棟で子豚の赤ちゃんが7頭生ま

れました。かなりかわいくて、仔山羊

の人気を持っていかれそう… 

ヤバイ!? 

第４号 

遠くを見つめるチョーメーさん 

 7/6 7/13 7/20 7/27 

①トン 21.6 22.6 22.4 25.2 

②ナン 23.1 24.1 23.2 25.0 

③シャー 24.8 24.8 26.2 28.6 

④ペイ 28.2 29.1 28.4 30.0 

７月の子山羊の体重  

今月のお誕生日会（７月２１日） 

今月のお誕生日さんは大石さんとレニンさ

ん。今回は手作りケーキでお祝いしました。

イチゴのショートケーキ、ココアスポンジの

フルーツケーキなど、どれも美味しく頂きま

した。 

    

暑気払い 

7月5日に『暑気払い』が行われました。この

日のために広岡

先生が安愚楽牧

場から最高級黒

毛和牛のお肉を

お取り寄せしてく

ださり、すきやきに

して皆でいただき

ました。そのお肉からはジューシーな肉汁が

たっぷり出てきて、野菜とともに卵黄にからめ

て最高においしかったですね。みんな贅沢

なすきやきに舌鼓。これでスタミナついたしこ

れからの暑い夏もパワフルに過ごせるはず!!  

（この当たりから長い長い梅雨に突入したの

ですが・・）                （さき） 
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お知らせ 

花火大会のお知らせ 
納涼花火大会＆前期打ち上げBBQを7日

（月）18時より鴨川デルタで開催しま

す。皆さん奮ってご参加下さい。差し入

れも大歓迎です♪ 

山羊の外科的去勢手術方法マニュアル 
畜産資源研究室作成の山羊の去勢方法マ

ニュアルがHPで閲覧可能です。また4階

の研究室にもファイルがありますので、

自由にご覧下さい。なお、パワーポイン

ト版もCDに保存してあります。 

飼育当番表 2006年 8月 

日 

 

月 

 

火 

 

水 

 

木 

 

金 

 

土 

 

7/30 

田端・椎野 

31 1 2 3 

上原・金島 
体重測定・予防接種 

4 5 

上原・金島 

6 

上原・金島 

7 8 9 10 
熊谷・フランシス 
体重測定 

11 12 

熊谷・フランシス 

13 

熊谷・フランシス 

14 15 16 17 
大石・レニン・竹内 
体重測定・予防接種 

18 19 

大石・レニン・竹

内 

20 

大石・レニン・竹

内 

21 22 23 24 

西尾・塚原 
体重測定 

25 26 

西尾・塚原 

27 

西尾・塚原 

28 29 30 31 

塚原・椎野 
体重測定・予防接種 

9/1 2 

田端・椎野 

応用生物系ソフトボール 中間速報!! 
7月中旬に予定され、雨のためなかなか試合ができなかった応用生物系ソフトボール大会ですが、下旬に入りやっと晴れ間を見つけて試合

が行えるようになりました。われら南先生率いる『メガネッシュ』（動物系チーム：生殖･栄養･畜産資源連合）は、『手堅い守備力に加え、何点

取られても絶対取り返すすさまじい打力』との講評を得ながら順当に勝ち進んでいます。畜資のメンバーはここでも大活躍！負傷するまで張り

切る熊谷先生、あっという間にダイヤモンドを一周する長命さん、きれいなスライディングを見せる元野球部上原さんの活躍ぶりが、勝利に大

貢献しています。8月1日現在の順位は、1位動物連合、2位海洋分子微生物、3位植物病理、4位海洋生物生産利用、5位果樹園芸となっ

ています。あと残り1試合です。優勝に向けてカウントダウン☆がんばりましょう！ 

北海道の海の幸 

７月１３日に北海道から花咲ガ

ニ、ほっけ、宗八鰈、氷下魚

（こまい）の干物などが送られ

て来ました。美味美味！ 

８月のお誕生日会 
今月のお誕生日さん

は、西尾君（8月3

日）です。お誕生日

会は、1日（火）に行

いました。 

http://www.animprod.kais.kyoto-u.ac.jp/

