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2008 年は、皆様にとってどのようなスタートとなりましたか？しっぽでは、店頭のお正月セールにたくさんのお客
様に足を運んでいただきまして、本当にありがとうございました。そしてプレゼントさせていただきました卓上カレ
ンダー、皆様お手元に届いておりますでしょうか？とってもかわいい♡と好評です。今年も皆様のご期待に添えるこ
とができるよう頑張ってまいります！さて今回の特集は、先日１月１２日に行われました、マガジンランドさんとの
共同企画「ふれあい新年会」の紹介です。この模様は２月１９日発売の「うさぎと暮らす２７号」に掲載されま～す！
お楽しみに♪新商品紹介はちょっとびっくり！しますよ♪なんと炭が入ったおやつ、「炭入り麩」の紹介です♪

厳しい寒さがまだまだ身に染みますが、
立春を迎えるこの時期、本当の春が待ち遠しいですね♪

暦の上ではもう春です！
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お正月セールにはたくさんのお客様にご来店
頂きありがとうございました。皆様からのご
意見を参考に、より楽しいセールにできるよ
うにこれからもがんばります（^^）さて、横
浜店にいらした方ならどなたもご存知の『モ
グ』ちゃんがこの度アイドルを引退すること
になりました。たくさんの皆様に愛されたモ

グちゃんは、これ
から新しい家族の
もとでいっぱい走
り回りますっ！今
までかわいがって
くれてありがとね
～♪

　マガジンランドさんと合同企画

今月は豆まきにバレンタインデーとイベン
トが続きますね。東京店のアイドル達へ豆
の代わりに今年は無添加のリンゴを年の数
だけあげちゃう予定です（^^）バレンタイ
ンデーには、レモングラスの ? なんてピッ
タリ !! 新商品の「炭入り麩」の食べている
時のあの音！シャリシャリと良い音。是非

一度聞いてみて
下さい。ムーシ
ャンも大好きで
す！

新商品の紹介で～す♪ケージ周りの牧草や
糞の散らかりなどを防止する『ケージマッ
ト 60』です。生地片面がラバー材になって
おり、防水加工が施してあります。おしっ
こがしみにくく、また水洗いが可能なため
常に清潔に保てますよ！前面部はマジック

テープになっており
開閉が簡単です。サ
イズは W：66cm
× D：52cm × H：
前面 14.5cm 背面
30cm です。お手持
ちのケージのサイズ
をご確認ください！

コンフォート 60 にぴったり♪

1/12（土）にうさぎのしっぽ＆うさぎと暮らすさんの合同企画『しっぽのふれあい新年会』が開催されました！場所は、旧横浜店。うさ飼さ
ん達に沢山お話をして欲しいから・・・ 、1 時からと 3 時からの２部制にして行いました。自己紹介から始まって、店長君やマガジンランド
さんへの質問タイム・うさ飼さん達持参のプレゼント交換・よこはま産うさぎの和菓子の軽食会、そしてマガジンランドさんの撮影会という流
れで、あっという間の 4 時間でした。このイベントの風景は 2/19 発売のうさぎと暮らす 27 号に掲載されます♪
今回は初めての企画だったので、私たちもどんな会になるのかちょっぴり不安でしたが、そこはやはりうさぎ好きの方々の集まりとあって、う
さぎの話で盛り上がっていただけました。こんな会を時々開催して、皆さんと有意義なお話をしたり、うさぎ自慢の親ばか大会をしたり、うさ
ぎと巡り遭ってよかったなぁと思える機会を沢山作りたいと感じました。次の機会には、皆さん是非ご参加下さいね！
また、店長君のコレクション人形展も合わせて開催しました。見に来て頂いた方からは、沢山の感激のお声を頂きました。本当に細かなところ
迄丁寧に作られた人形からは彼らの主張すら聞こえて来そうでした。やはり作
り手の愛情でしょうか？今回のこの人形展は、好評につき開催期間を 2 月 3 日
迄延期致しました。皆さんまたの機会をお楽しみに！

●質問タイ～ム ●撮影会



飼育相談Q&A飼育相談Q&A飼育相談Q&A飼育相談Q&A飼育相談Q&A皆さんの質問にお答え致します。
もっともっと読みたい方は、ホームページへgo!

Q:こんにちは。約１歳になるライオンヘッド (オス )を飼っています。
ここ半年前から噛み癖がひどく、人の手・足を噛みます。しかも噛ま
れるのは私のみです。特に何かしたわけでもないのに噛みます！撫で
られるのは大好きなのですが、急にスイッチが入ったように噛みます。
嫌なのかと思うと、また撫でて欲しそうに甘えてきます。特に嫌われ
てはいないと思うのですが (家族の中で呼ぶと来たり、常に傍に来るの
は私にのみ )…。噛む時は興奮状態の様で、発情期になると特に酷くな
ります。原因は何なんでしょうか??どう躾ければなおりますか？よろ
しくお願いします。

A:普段は、とても懐いている様子が見られるということと、その相手
が特定されているという点から考えると、飼い主さんも考察されてい
るように、発情期、そして興奮することがキーポイントのようです。
噛む時の状況がわかっているのですから、この時、無駄に興奮させな
いような環境を作っていただくとよいのだと思います。発情期には、
行動範囲を制限してあげることや、その時間をより制限してあげるこ
となどが必要でしょう。大好きだからこそ、つい本能のおもむくまま
に行動を見せてしまうということなどで、飼い主さんを自分の物だと
いうような表現のひとつなどともいえるのかもしれませんね。

Q:生後8ヶ月のオスのホーランドロップを飼っています。6ヶ月を過
ぎた頃発情が始まり、最初は相手をしてはいけないのを知らず相手を
していました。それからだんだん興奮して噛むようになったので、そ
れまで部屋で自由にさせていたのですが、サークルを買ってサークル
内に行動範囲を制限しています。まだサークル生活は始めたばかりな
んですが、やはり部屋で一緒に暮らす生活に憧れます。サークルでし
ばらく過ごさせて落ち着いたらまた部屋で一緒に暮らす、というのは
可能でしょうか？近くにうさぎ専門医がいないこともあり、去勢はな
るべくしたくありません。

A:行動を制限したことで、その後のうさぎさんの行動に変化が見られ
るようになることもあると思います。また、時期をみることで発情の
行動が落ち着く場合もありますので、そういった場合に、サークルか
ら出して様子を見てみるということはありだと思いますよ。そして、
その時に、マウンティングの行動が見られたり、噛んできたりするよ
うならば、ケージに戻す、サークルを使うという環境にしてみればよ
いのだと思います。

Q:こんにちは！うちにはネザーランドドワーフの女の子 (９ヶ月 )が
います。ここ1ヶ月ほど『掘る』動作がとても多いんです。ソファー
の座る部分と背もたれの隙間をずーっと掘って、糸くずだけでなく綿
までもが出てきてしましました。他にも数箇所狙って掘る場所があり
ます。これをやめさせるということは出来るのでしょうか？習性でし
ょうがないものですか？掘って取れた糸くず等を知らない間に食べて
しまってるようで、それも心配です。あとしつけとして怒らなくては
いけない場合、どのような叱り方がいいのですか？犬と同じような感
じですか？お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

A:掘る動作は、本能が見せる行動でもありますので、これを止めさせ
るということは難しいともいえるでしょう。ただし、布製のものを掘
ることによりその繊維やその中にあるものを引き出してしまうという
ことは、危険な状況にもなると思います。いたずらに囓ってしまった
り食べてしまったりしては、お腹に溜まってしまい、体調を崩す原因
にもなってしまいますからね。ケージの外での問題行動となっている
ようですので、その場所には行かせないということが一番の対処方法
です。そして、その分掘ってもよい場所を与えてあげることがよいで
しょう。ほりほりハウスなど、掘ることに徹することができる場所を
与えてみてください。それから、叱り方ですが、いけないことをした
その場で叱ること、その時はうさぎさんの名前は決して呼ばないこと、
うさぎさんを直接ぶったりはしないで言い聞かせるようにしっかり目
を見て、いつもよりは強い口調で叱ることなどでしょうか・・。うさ
ぎさんの行動を止めてからじっくり向き合って、飼い主さんの気持ち
を伝えるということが大事だと思います。そして、うさぎさんがなぜ
そのような行動をとったのか理解してあげることがとても大事だと思
います。

Q:生後10ヶ月のホーランドロップの男の子がいます。最近発情期が
きたみたいで、私や彼氏のまわりを鼻をぶーぶー言わせながらぐるぐ
るまわってます。でもマウンティング？は彼氏に今まで一度だけしか
しなくてあとはまわるだけです。マウンティングを飼い主にするのは

よくないと聞いたのですが、ぐるぐるまわるのもやめさせたほうがい
いのでしょうか?去勢手術のことも調べてみたら、今の年齢が手術に
適年齢とかいてありましたが、スプレー行為もみられないしどちらが
うさぎのためによいのかわかりません。とりあえず今はひどくないの
で様子をみようと思いますが、うさが適年齢のうちに手術したほうが
いいのでしょうか。発情期のうさぎさんにどう接していいのかわかり
ません･ ･ ･。（一部中略）

A:マウンティングやスプレー行動はほとんど見せないようでもありま
すが、ぐるぐる回る行動に、どう対処したらよいのか・・といったと
ころのようですね。ぐるぐる回っている時、またその行動がだんだん
エスカレートしていくと、うさぎさんも興奮状態に陥ってしまいます。
この興奮が興奮を呼び、さらに行動をエスカレートさせてしまう悪循
環が生まれるのです。こうなってしまうと一旦その興奮を止めてあげ
ることが必要になりますので、ぐるぐる回る行動が見られたら、行動
がエスカレートしないうちに止めてあげることが大事です。また、行
動を止めても変わらずにぐるぐる回るように動いてしまうような時には、
一旦ケージに入れるということや、飼い主さんと距離を置く為にも、
サークルなどでうさぎさんだけの縄張りを与えてあげることなどがよ
いと思います。去勢に関しては、その必要性が本当にあるのかという
ことも大事でしょう。問題行動を止めさせるためという理由でお考え
の場合には、まずその行動を改善できないのかということを考えてあ
げて、それを実践し、それでも改善できないという場合の手段として
考えてあげることなどでも遅くはないことだと思います。もちろんう
さぎの年齢が性成熟を過ぎた後であれば、手術リスクが少ない若いう
ちに去勢させるということも一案でもありますので、担当の獣医師と
もよく相談されながら、お決めになるとよろしいでしょうね。

Q: １月4日に4月生まれの♂：ミニレッキスを購入しました。2日
間ほどはおとなしく、私も休みとあってかまってあげることは出来ま
した。しかし休み明け仕事から帰ると、ケージの中で暴れだし、スト
レスがたまっているのかと外に出すと、スプレーはひどいし、暴れま
わるし、飼い主である私の周りをぐるぐると回り、手や腕をかみ始め
ました。これはいったいどういった意味があるのでしょうか。また、
爪きりやグルーミングの為、抱っこに慣れさせたいと考えていますが、
体を触ることはなでられること以外非常に嫌がります。このままでは
ペットShopに連れて行き、爪きり、グルーミング、シャンプーなんて
出来そうにありません。慣れていないだけということで解決できる問
題なのでしょうか。（一部中略）

A:お迎えしたばかりのうさぎさんの様子は、きっと環境が変わったこ
とによる緊張などがあったのかもしれませんね。様子を伺っていたと
いうことも考えられます。数日ではあっても、その環境を受け入れた
ことで、本来あるべき姿が見られるようになったということも推測で
きます。スプレー行為は、男の子でしかも年齢的にも成熟しています
ので、縄張りを主張するという必要性が生まれたのであれば、見せる
行動のひとつといえると思います。暴れるということが、例えば跳ね
たり走ったりといった行動を指しているのであれば、ケージの外に解
放されたことを体中で表現している場合や、飼い主さんに構って欲し
いという表現とも捉えられます。生まれてからショップでしばらく過
ごしていたようですから、その時の様子がどんなだったのか、今見せ
ている行動がいつも通りなのであれば、環境に慣れたということにも
なるのでしょうから、お伺いしてみるとよいでしょう。飼い主さんの
周りをぐるぐる回ったり、噛んだりという状況は発情しているという
ことも考えられますが、興奮状態でもあると思います。これらの行動
が見られたら、一旦ケージに戻してあげ、その興奮をおさめてあげる
必要があると思います。抱っこしてケージに戻せない、思うようにい
かないという場合には、始めからうさぎさん専用の縄張りを与えてあ
げるためにも、サークルなどを使って仕切ってあげるとよいでしょう。
そして、抱っこされることは、本来苦手なうさぎですので、そのこと
を受け入れながら、飼い主さんが上手くなっていく必要があるのです。
コツを掴むことや、少々嫌がっても離さないという気持ちでチャレン
ジすることが重要なのです。もちろんうさぎさんにも、抱っこされる
ことは、爪切りやグルーミングなどに必要不可欠なことだということ
を受け入れてもらうことにもなりますね。まだお迎えしたばかりです
ので、時間をかけながらうさぎさんの生態からその子の性格などもよ
く見ていただいて、ひとつずつ対応していただくことでよいのだと思
います。お迎えしたショップでは、この子の成長をじっくり観察して
きているでしょうから、どんな性格か、また抱っこのコツなども直接
教われるとよいのだと思いますよ。

今月はうさぎさんの行動の中でも、噛みつく、マウンティングの動作、おしっこを飛
ばしてみせるスプレー行動など、飼い主さんが頭を悩ませてしまうご質問が多かった
ようです。発情期などや、縄張りを主張するという意味から見られる行動でもありま
すので、このうさぎの習性を理解していただくことも大事です。ご参考ください。



うさぎの炭入り麩

うさぎの言葉

黒ちゃんの編集後記

うさぎの言葉

うさぎ用品ご紹介

まだまだ冬を感じさせる毎日ですが、暦の上では、すでに春を迎えているともいえるのですよね！春はとっても待ち遠しい季節で
す。２月は一年で一番寒さが厳しいかなと感じるのですが、暖かい春を迎えるまで、もうちょっと辛抱しましょう。季節の変わり
目が待っているということでもありますので、この時期の環境管理もとても重要になりますね。また、春は新しい命も誕生する、
生命に溢れた季節です。今回の Q&A のご質問にあるような、発情期なども多く目にすることもあるでしょう。自然の摂理を目の
当たりにするといったとらえ方もできますので、慌てずに対処していただきたいと思います。店頭にも、かわいいうさぎ達がデビ
ューすることと思います。どうぞ、春の暖かさを感じながら、足を運んでくださいね♪スタッフ一同心よりお待ちしております。

Q: 生後 5ヶ月のウサギなんですが、思春期の真っ最中でもトイレのし
つけはきちんとできているので優秀な方かなと思っています。ただト
イレを最近ひっくり返そうとしたり、夜中にケージをガタガタさせた
りするようになりました。いたずらはだいたい夜中です。トイレにつ
いては、ショップに主に２つのメーカーのものがあるようですが、最
初使ってたＡ社の製品はサイドにネジがついているのでひっくり返す
のは難しいようですが、すのこが簡単に取れるのでいたずらの原因に
なっていました。次に購入したＢ社の製品はすのこは簡単に取れない
ようですが、サイドの止めが弱いため、ひっくりかえすのは無理でも
トイレをくわえて引っ張りあげるいたずらをよくします。うさぎのし
っぽオリジナルでこの点を解消するトイレができればなあなんて思っ
ていますが（笑）とにかくトイレはがっちり固定するしかないので、
既製品を使ってても自分でできる工夫があれば教えていただきたいと
思います。ケージをガタガタするのは、多分出してほしいとか撫でて
ほしいとの意思表示かなあと解釈してます。たしかに 60 ＊ 30 ＊ 30
くらいのケージは手ぜまかなあと思い、コンフォート 80 を先日注文
したので新しい部屋に移れば多少はストレスも解消されるかなと思っ
ているのですが…（一部中略）

A: ケージの中にあるものは、それぞれの使い方があったとしても、う
さぎさんの遊び道具ともなってしまうのです。トイレはその代表選手
のひとつともいえるのでしょうね。外せたり動かせるということを覚
えてしまっていますから、そう出来ないように一工夫が必要になって
いるといえます。すのこが外れやすいものの場合には、トイレ本体と
すのこをしっかり固定してあげるとよいと思います。ワイヤーなどを
使って、本体にキリなどで穴を開けそこに通して固定させる方法など
でしょうか・・。場合によっては数カ所ワイヤーを通すこともよいで
しょう。トイレが動きやすい場合には、ケージクリップなどでトイレ
をケージに固定してあげるとよいでしょう。そして、ケージの中には
自由に遊ぶことのできるお気に入りのおもちゃを与えてあげることも
必要だと思います。それから、ケージやトイレを囓ったりすることには、
構って欲しいという言葉の意味もあります。夜間に見せる行動という
ことは、より活動的になった時間帯に、もっと遊びたい、一緒に遊ぼ
うよ！といった意味かもしれません。ケージから出して遊ばせる時間
帯を夜にとるなどして、充分に遊んだという印象を持たせて、

炭の入ったおやつお麩

カタログ８　訂正のお知らせ
カタログに訂正箇所がございました。注文する際には、ご確認下さい。
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改 訂 版 ２
と し て 新
し く な り
ました。

夜は静かにさせるということなどもよいでしょう。そして、夜間騒い
だりしても構ってしまうとそれが癖になってしまいますので、夜は休
む時間だということを理解させるためにも、布などのを掛けて静かさ
せるということもよいと思います。

Q: 生後５ヶ月が経ちましたネザ－の女の子の噛みぐせで困っています。
２ヶ月ほど前に診て貰った時は、「発情期かも」と言われましたが、そ
の状況がいまだに続き、ほとほと困っています。我が家に来た時から、
抱っこも嫌がり、ブラッシングもほとんどできない状況です。飼う前
から、個体によりいろいろな個性があるというのは了解した上で飼い
始めましたが、「触れ合う機会」が皆無に等しい今の状況を変えるには
どうしたら良いのでしょうか。（一部中略）

A: うさぎさんが噛んでくるといった状況には、何かしらの原因、理由
というものがあると思うのです。発情期ということが原因のひとつに
も上げられているようですが、この時期は神経質に成りがちなのです。
自分の縄張りに進入されたと間違った解釈をしてしまえば、たとえ餌
を与えるということであってもそれを嫌ったりもすることもあります。
抱っこやグルーミングも大事で必要なことではありますが、今はまず
お互いの信頼関係を回復すること、飼い主さんとうさぎさんの順位を
明確にすることが大切なのだと思います。うさぎさんの生活のリズム
はいかがですか？毎日規則正しく過ごさせていらっしゃいますか？遊
びの時間や食事の時間など、毎日同じように過ごさせてあげましょうね。
餌を与えたり、トイレを掃除したりという場合には、この遊び時間を
使って行うとよいと思います。サークルを使ったり、ケージから出て
いる時に、そのケージ自体を別の場所に一旦移動させて掃除などをす
ることで、うさぎさんも手出しができませんからね。そして、飼い主
さんと同じ空間で過ごさせてあげるときには、まずどううさぎさんが
行動するのかをよく観察してあげてください。問題行動を見せたりし
た場合には、ケージに戻すということにはなるかと思いますので、そ
れが難しいという場合には、サークル越しから関係を深めていくとよ
いと思います。時間が掛かることでもありますので、焦らずに少しず
つ距離が近づくことを祈っています。

炭は昔から整腸効果があると言われ、下痢止め、毒消し薬として用いられてきまし
た。体内に入ると有害物質を吸着し排出するからです。腎臓で処理される毒素をあら
かじめ腸内で吸着し排出するので、腎臓系の負担を軽減し動きをよくする効果もあり
ます。炭を使用した消臭剤などが知られていますが、体内に入ってからでも同じ働き
をし、排泄物や体臭を抑える効果があります。うさぎさんに毎日与え続けることによ
って、体臭やおしっこのにおいなどを軽減する効果が期待できる炭入りのお麩です。
うさぎさんの大好きな小麦たんぱくでできているので、喜んで食べてくれます。食べ
るときのさくさくという音が大変楽しい商品です。
与える目安は一日で 1kg のうさぎさんには 1/2 個、2 ｋｇのうさぎさんには 1 個です。

しっぽオリジナルの商品

うさぎの炭入り麩うさぎの炭入り麩
うさぎの炭入り麩 [ 商品番号 :1159]

税込価格　350 円

原  材  料 強力小麦粉・小麦たんぱく・食品用微粉炭
内  容  量　　10g
税込価格　350 円

原  材  料 強力小麦粉・小麦たんぱく・食品用微粉炭
内  容  量　　10g

ページ 品番 品名 修正前 修正内容 ページ 品番 品名 修正内容

P21 265 キャロット・ペレッツ 廃盤になりました

P35 2580 かじり木スノコ80（コンフォート80用） 写真変更 ---------→

P51 612 アニファ別冊　うさぎ　改訂版 廃盤になりました----------------------→

P52 2731 ステッチちびタオル 廃盤になりました

NO.9103P７ 9103 プロケージ・オレンジセット NO.9102

価格P８ 2900 空中＆キューブセット 送料込価格

価格P８ 2901 キューブ＆フル＆はしごセット 送料込価格

価格P８ 2902 空中＆コーナー＆はしごセット 送料込価格

P８ 2903 フル＆キューブ＆スロープセット 送料込価格 価格

P13 1101 パスチャーティモシーソフト 3番刈り1番刈り

P21 2010 うさぎのごほうび　乾燥パイン 粒が小さくなりました----------------→

P17 963 アクティブエンザイム60錠 パッケージが変わりました-→

P18 1157 CFバランス No.1157NO.1156
アクティブエンザイム400錠 パッケージが変わりました-→P17 961

P27 307 カーブ爪切り（デザインと価格変更） 1050円945円

P28 314 両目ぐし（デザインと価格変更） 1134円1260円

　グルーミングセット（品番9401）も
　　　　　　　　5,005円と変更になりました。--→
--------→

P39 485 コーナーディッシュMパステルパープル 廃盤（ピンク登場  品番470)

P39 488 フードディッシュMパステルパープル 廃盤（ピンク登場  品番462)



Best shot紹介！

テーマQ&A
皆様の質問の中からテーマにそって選びました。もっともっと読みたい方は、ホームページへgo!

Q: 生後５ヶ月のミックスのウサギと一緒に暮らしています。おやつ
の与え方について質問したく思います。現在、おやつはりんごや果汁
100% のパイナップルジュース、パパイヤ酵素のタブレットなどを 1
日 1 回あげています。アンゴラとのミックスなので毛球症予防を意識
したつもりです。しかしいくら毛球症予防といっても与えても良い量
は限度があると思います。パイナップルジュースだったらどのくらい
の頻度で、どのくらいの量をあげてよいのでしょうか？ちなみに体重
は 1350g でジュースは 50mL 程度、タブレットは 3 粒 ( パッケージ
に記載されている量 ) あげています。アドバイスいただけたら幸いです。
ちなみに先日、うさぎのしっぽさんで「アクティブエンザイム」を買
いました。試してみて気に入るようであればタブレットを切り替えよ
うかと思っています。（一部中略）

A: 生後５ヶ月ともなれば、成長も安定してきていると思いますし、お
腹の状態も同様に安定しているのではないでしょうか。おやつとして、
果物や野菜なども与えてもよろしいと思いますが、飼い主さんのおっしゃ
る通り、どんなものでもその量が大切です。毛球症予防のためにといっ
ても、与えすぎはよくないですからね！パイナップルジュースはその
酵素が毛球症に効果的と言われておりますが、50ml ですとちょっと多
いような気も致します。100％であっても糖分（この場合果糖でしょ
うが）が多いですから、与えすぎは肥満の原因にもなってしまいます。
与える量の目安は、ペレットや牧草、または飲んでいる水の量など、
うさぎさんが摂取しているすべての量に対して考えてあげると、いい
かもしれません。タブレットは、それぞれの商品パッケージに紹介さ
れている量をきちんと守っていただければ大丈夫だと思います。アクティ
ブエンザイムもアップルファイバー配合でうさぎさんの食い付きもよ
いと評判ですから、是非お試しください。気に入ってくれるとよいで
すね！

Q: ２ヶ月のロップイヤーの男の子です。お店から我家にやってきて 3
週間程になります。ぺレットと牧草以外、いろいろと試してみました
が全く食べてくれません。おやつとして売られている乾燥パインや乾
燥パパイヤ、各種野菜、生のパパイヤやパインも試しましたが、興味
も示してもらえませんでした (T_T) 好奇心の強い子供のうちにいろい
ろと味に慣れさせて～などと各飼育書には書いてありますが、うちの
子にはあてはまらないようです。そのくせぺレットや牧草の切り替え
は全く問題ないのですが ...。だっこや爪切りなどの躾や、コミュニケー
ションの為の「ごほうび」として考えていたのですが、こういう場合
どうすればいいのでしょう？（一部中略）

A: いろいろ試されているようですが、飼い主さんの涙ぐましい努力も、
うさぎさんにとっては興味のないものになってしまっているようです。
ですがペレットや牧草の切り替えに対しては問題ないようですので、
口にしたことのない種類のものは、食べるものであるとは認識してい
ないのかもしれませんね。またほかのうさぎさんよりもよりこういっ

た新しいものに警戒心が強いのかもしれません。わたしたちにはわか
らないうさぎさんならではのこだわりがあるのでしょう！数回試した
からといって諦めることなく、是非何度かトライしてみていただきた
いです。同じ野菜でも、切り方や与え方が違ったり、産地や収穫時期
が違ったりすると、食べてくれたりすることもあるようです。しつけ
やごほうびのために、おやつを！とのお考えでもあるようですが、何
も果物や野菜だけがごほうびではないですよね！うさぎさんの好きな
牧草は、なにより一番のごほうびとなります！そしてこの牧草は毛球
症予防にもかかせませんから、是非牧草もごほうびのひとつとしてお
考えいただきたいと思います。うさぎさんはその子その子で本当に性
格や好みが違います。そのことがその子の個性となっているのです。
慌てず、諦めず、うさぎさんのペースで一歩ずつ進んでいっていただ
きたいと思います。

Q: おやつのことでお伺いします。生後１ヵ月でペットショップで購
入した、現在７ヵ月のミニウサギ♂（ネザー混血。1200 ｇ）ですが、
購入時にショップの方から薦められるままにクッキータイプのおやつ
を購入しあげていました。お気に入りだったようなので再購入しよう
かと思っていますが、どうでしょうか？そしてうちのウサギはニンジ
ンを食べません。「ウサギといえばニンジン！」と思っていましたが、
やはりこういう部分にも個体差があるのでしょうか？ちなみにキャベツ・
レタスを良く食べます。また、ショップで言われたまま、ご飯の時間、
朝夕それぞれに野菜（葉物 1 枚）とペレット 20 ｇずつをあげていま
すが、野菜からも栄養を摂っているのでしょうか？それとも野菜は”
おやつ”に相当するものですか？量的にはこのままで良いでしょうか？

（一部中略）

A: クッキータイプのようなお菓子ともいえるものよりも、より自然派
のおやつが望ましいかと思います。いろいろございますから、与えて
いただいて、うさぎさんの好みを探していただくとよいと思います。
また、にんじんもうさぎさんによっては食べない子がいるようです。
生の人参はダメでも、乾燥させたものは大好き！という場合もあるよ
うですから、試していただくこともおもしろいかもしれません。小さ
い頃には食べたけれど、成長したら食べなくなったということもある
ようですから、本当にうさぎさんそれぞれで好みがあるのでしょうね。
野菜に関してですが、レタスなどは、水分を多く含むということと、
栄養価がさほど多くないことなどから、食べさせない方がよい部類の
野菜に入ることも多いようですので、よくお調べになられるとよいか
と思います。レタス類にはラクッコピコリンという睡眠作用のある成
分が含まれているようですので、このことも理由のひとつかもしれま
せん。そして主食がペレットでしっかり栄養を取っているという場合
であれば、野菜類はおやつ的な与え方がよいと思います。与える量をしっ
かり管理してあげてくださいね。

お店のお客様の子やホームページのマイページから選ばせて頂きました。

なぎ＆なたちゃんピョンちゃん

LEOちゃんうーちゃちゃん

DIVAちゃん

ファイちゃん

らっきーちゃん

メイちゃんチョコラちゃん

新年ならではの様子も見え
ますね♪おなじみ（？）の
うさぎさんからのご挨拶も！
2008 年も Best shot をよ
ろしくお願いします♪
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