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 自己紹介

 簡単な挨拶

 トキにまつわる英語

 トキの歴史

 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

 ジェスチャ



名前：ジャスパー・ソウ

出身：シンガポール

2017年8月から佐渡市役所で働いています

小サギハッカ ハト ムクリド



 Hello! ・いらっしゃいませ！

 Good morning ・おはようございます

 Good afternoon・こんにちは

 Good evening・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

ハロー！

グッド・モーニング

グッド・アーフタヌーン

グッド・イーブニング

ウエルコム・トゥ・トキノモリコエン

グッドバイ



 Please come again・また来てね

 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

プリーズ・カム・アゲン

シー・ユー・アゲン

サンク・ユー

ユア・ウェルカム



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 ask me anything.

質問があれば、私に聞いて下さい。

マイ・ネーム・イズ OOOO

アイ・アム・ア・トキガイド

プリーズ・アースク・ミー・エニシンング



 Japanese Crested Ibis・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

 Appearance・様子

ジャパニーズ・クレステッド・アイビス

サド

スペシャル・トレーツ・オブ・トキ

ライフ・サイクル

レー・エグズ

ハッチ

フライ

カラー

ブリード

アピアランス

 Feed・エサ・食べる

 Co-exist・共生する

 Heron・サギ

フィード

コー・エグジスト

ヘロン



Feather・フェザー
羽

Wing・ウィング
翼

Face・フェース
顔

Bill・ビル
くちばし

Neck・ネック
首

Tail・テール
尻尾

Feet・フィート
足



Salmon pink or

‘Toki’ pink

トキピンク

レッド・フェース
Red Face

赤い顔

シクル・シェープ・ビル・ウィズ・
レッド・ティップ
Sickle-shaped bill with red tip

鎌形のくちばしで先は赤い

エクステンディッド・ネック・ウェイン・
フライーング
Extended neck when flying

首は伸ばして飛ぶ

レグス・シヨーター・ザン・テール
Legs shorter than tail

足は尻尾より短い

スペシャル・トレーツ・オブ・トキ



What are the special traits of Toki?

トキの特徴はなんですか？

Example: Toki have a red face.

例：トキの顔は赤いです。

スペシャル・トレーツ・オブ・トキ

レッド・フェス



During Meiji era, over-hunting caused number of Toki to 
dwindle rapidly

In 1999, pair from China received, artificial breeding

In 2008, re-introduced back into the wild

2018: 10th year anniversary of releasing the birds

ドウリング・メイジー・イアラー・オーバー・ハンティング・コーズド・ナンバー・オブ・トキ・
トゥ・ドウィンダル・ラピドリ

明治頃、多数が狩猟され、急速に数を減らした

イン・1999・ペア・フロム・チャイナー・レシーブド、アーティフィシャル・ブリーディング

1999年中国から贈呈され、人工繁殖

テンス・ヤー・アニバーサリー・オブ・リーリシング・ザー。バードズ

2008年野生に再び放鳥される

イン・2008・レー・イントロヂュスト・バック・イントゥ・ザー・ワイルド

2018年：放鳥10周年



In 2019,

Extinct in the wild 野生絶滅

↓

Endangered species Type 1A 絶滅危惧種 1A類

エクスティンクト・イン・ザー・ワイルド

エンデーンシャード・スピーシーズ・タイプ・ワンA

＊日本のレッドリスト



Why did number of Toki dwindle rapidly?

トキはどうして急速に数を減らしたか？

Example: Because of over-hunting.

例：トキは多数が狩猟されたから。

ドウィンダル・ラピドリ

ベコズ・オブ・オーバー・ハンティング

ナンバー



ブリーディング・シーズン
Breeding season (February to June)

繁殖期（2月～6月）

ノン・ブリーディング・シーズン
Non-breeding season 

非繁殖期

フェザーズ・ターン・ブラック・
フロム･ヘッド・トゥ・ネック
Feathers turn black from head to neck

頭から背中にかけて羽の色が黒く変わる

モールト・アンド・リーグロー・
ニュー・フェザーズ・ウィッチ・
ターン・ワイト
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



How does appearance of Toki change during breeding season?

繁殖期トキの羽はどのように変化しますか？

Example: Feathers turn black from head to neck.

例：頭から背中にかけて羽の色が黒く変わる。

ハウ アピアランス

フェザーズ・ターン・ブラック・フロム･ヘッド・トゥ・ネック

ブリーディング・シーズン



Toki lays eggs 
産卵

27 to 28 days 
for the eggs to 

hatch

27~28日でヒナ
がかえります

Start to leave
nest after 40

days

40日前後で巣立
ちをむかえる

Face of young Toki 
bird is orange

幼鳥のとき、トキ

の顔はオレンジ

Able to breed 
at 2 years old

2才からで繁殖
可能

トキ・レーズ・エグズ

トウェンティー・セブン・
トゥ・トウェンティー・

エート・デーズ・フォー・
ザー・エグズ・トゥ・ハッチ

スタート・トゥ・リーブ・ネスト・
アーフター・フォーティー・デーズ

フェース・オブ・
ヤング・トキ・バード・
イズ・オレンジ

エーブル・トゥ・ブリード・
アット・トゥー・ヤーズ・
オールド



Loach・ローチ・
ドジョウ

Japanese Freshwater Crab・

ジャパニーズ・フレッシュ・
ウォーター・クラブ・

サワガニ

Frog・フログ・
カエル

Grasshopper・

グラースホパー・
バッタ

 Toki feed on loaches, Japanese 

freshwater crabs, frogs, grasshoppers, 

and earthworms.

トキのエサはドジョウ、サワガニ、

カエル、バッタやミミズ。

トキ・フィード・オン・ローチェズ・

ジャパニーズ・フレッシュ・ウォータークラブズ・
フログズ・グラースホパーズ・
アンド・アースワームズ

Earthworm・アースワーム・
ミミズ



What do the Toki feed on?

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

フィード・オン

ローチ



Please keep your voice down・静かにして下さい

Please do not produce any loud sounds or lights・

大きな音や光を出さないようにして下さい

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

プリーズ・キープ・ヨー・ボイス・ダウン

プリーズ・ドゥ・ノット・プルドユース・エニー･ラウド・サウンズ・オー・ライツ

プリーズ・ドゥ・ノット・ゴー・ニア・トキズ・ネスト・ドユリング・ブリーディング・シーズン



One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Twenty Thirty Forty Fifty Sixty Seventy Eighty Ninety Hundred Thousand 

20 30 40 50 60 70 80 90 X00 X,000

Number of Toki ナンバー・オブ・トキ トキの個体数（平成31年02月01日現在）

Total トータル 合計 :  532

In captivity イン･キャプティビティ 飼育 : 179

In the wild イン･ザー・ワイルド 自然下 : 353

On Sado オン･サド 佐渡で : 427

ワン トゥー スリー フォー ファイブ シクス セブン エート ナイン テン



 あいさつ

 数字

 お金

 やめて

 静かにして




