
３０年２月２７日 トキ交流館大ホール

ジャスパー・ソウ JASPER SOH



 自己紹介

 簡単な挨拶

 トキにまつわる英語

 トキの特徴

 トキの様子

 トキ・巡る命

 エサについて

 トキと共生ルール



 名前：ジャスパー・ソウ

 出身：シンガポール

 去年8月から佐渡市役所で働いています



 Hello!・ いらっしゃいませ！

 Good morning/afternoon/evening・おはようございます・こんにちは・こんばんは

 Welcome to Toki no Mori Koen・ようこそトキの森公園へ

 Goodbye・さようなら

 Please come again・また来てね

 We hope to see you again・また会いましょう

 Thank you・ありがとうございます

 You’re welcome・どういたしまして



My name is OOOO. 私の名前はOOOOです。

I am a Toki Guide. 私はトキガイドです。

Please do not hesitate to ask me anything.

質問があれば、遠慮せず、私に聞いて下さい。



トキガイドをやっている方は
いらっしゃいますか？



 Feed・エサ

 Hatch (egg)・ヒナがかえる

 Appearance・様子

 Co-exist・共生する

 Heron・サギ

 Crested Ibis / Nipponia Nippon ・トキ

 Sado ・佐渡

 Special traits of Toki ・トキの特徴

 Life cycle・巡る命

 Lay eggs・産卵する

 Hatch (egg)・ヒナがかえる

 Fly ・飛ぶ

 Color ・色

 Breed・繁殖する
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Salmon pink or

‘Toki’ pink

トキピンク

Red Face

赤い顔

Sickle-shaped bill 

with red tip

鎌形のくちばしで先は
赤い

Extended neck when flying

首は伸ばして飛ぶ

Legs shorter than tail

足は尻尾より短い



What are the special traits of Toki?

トキの特徴はなんですか？
Example: They have a red face.



Breeding season (January to June)

繁殖期（1月～6月）
Non-breeding season (July to December)

非繁殖期（7月~12月）

Feathers turn black

from head to neck

頭から背中にかけて
羽の色が黒く変わり

Molt and regrow

new feathers which 

turn them white 

羽が生え変わり頭か
ら背中にかけて羽の
色が白くなる



When are the feathers of the Toki black?

トキの羽の色はいつ黒になりますか？
Example: During the breeding season from January to June.



Toki lays eggs 
between late 

March to early 
June

産卵は3月末か
ら６月上旬の間

27 to 28 days 
for the eggs to 

hatch

27~28日でヒナ
がかえります

Able to fly after
45 days

45日前後飛べる
ようになります

Face turns pink
at 1 year old

顔は１才のとき
にピンクになる

Able to breed 
at 2 to 3 years

old

2~3才で繁殖可
能

Loach・ドジョウ Crab・サワガニ

Frog・カエル
Grasshopper・

バッタ

 Toki feed on loaches, crabs, frogs and

grasshoppers・トキのエサはドジョウ、
サワガニ、カエルやバッタ



What do the Toki feed on?

トキはどんな餌を食べていますか？
Example: They feed on loaches.



Please keep your voices down・静かにして下さい

Please do not feed the Toki・トキに餌付けないで下さい

Please do not go near Toki’s nest during breeding
season・繁殖期間はトキの巣に近づかないでください
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Number of Toki (As of 1st February 2018)トキの個体数（平成30年02月01日現在）

Total 合計 :  470

In captivity 飼育 : 180 In the wild 自然下 : 290

On Sado 佐渡で：325

In captivity 飼育 : 104 In the wild 自然下 : 221



 あいさつ

 数字

 お金

 やめて

 静かにして




