
 
はじめてうさぎを飼う方へ 

飼飼飼飼うううう前前前前にににに        

うさぎを飼う前に考えてみてください。 

・最期の時まで一緒にいてあげられますか？ 
うさぎの寿命はだいたい７年～８年といわれています。 

でも今では１０歳以上生きるうさぎさんもいます。 

その間、ずっとうさぎと一緒に暮らせますか？ 

  

・うさぎの毛と牧草のアレルギーに 

ありませんか？ 
うさぎの毛や牧草のアレルギーがある人もいます。世話をす

る人だけではなく、家族もあらかじめアレルギー検査を受け

ることをオススメします。 
 

・予算は大丈夫ですか？ 
飼い始めには多くの生活用品を購入する必要があります。 

飼い始めてからも毎月の食費や消耗品代、病気にかかれ

ば治療費もかかります。 
 

・うさぎの世話をする時間はありますか？ 
毎日の掃除、餌やり、ブラッシング等をする時間はありま 

すか？1 日１度はケージから出してあげる必要があります。 

 

・うさぎを飼うスペースはありますか？ 
うさぎは暑さ寒さや湿気、雨風、外敵に弱い動物です。 

極力お家の中で飼ってあげてください。その際ケージを置く

スペースとうさぎが遊ぶサークル（２～３畳）のスペースが最

低でも必要です。 

 

・近くにうさぎを診られる病院はありますか？ 

意外に思われるかもしれませんが、動物病院は多々あれど、

うさぎに詳しい獣医さんは多くありません。 

近くにうさぎに詳しい病院があるか調べましょう。また、うさぎ

を預けられるペットホテルなども探しておくといいでしょう。 

・
うさぎは自然界でとても弱い立場にいる動物です。

や猫などと仲良く暮らしているうさぎもいますが、

他の動物との接触は避けた方が無難です。

特にフェレットは天敵で

らってしまうことがあるので

・どこで
うさぎはウサギ専門ショップ、ペットショップ、ホームセンター

などで
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の小さな
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うさぎ専門店では

とができますし、ペットショップやホームセンターなどでは、よ

くミニうさぎという名前でうさぎが売られています。どの種類の

子もそれぞれ特徴や性格があり、自分が可愛いと思ったうさ

ぎを選んであげてください。
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・他にペットを飼っていませんか？ 
うさぎは自然界でとても弱い立場にいる動物です。まれに犬

や猫などと仲良く暮らしているうさぎもいますが、基本的には

他の動物との接触は避けた方が無難です。 

特にフェレットは天敵です。モルモットはうさぎから病気をも

らってしまうことがあるので、一緒に飼うのは避けましょう。 

飼飼飼飼うううう時時時時にににに気気気気をつけることをつけることをつけることをつけること 

・どこで買いますか？ 
うさぎはウサギ専門ショップ、ペットショップ、ホームセンター

などで買うことができます。また里親を募集している方や 

団体もありますので、そちらから里子を頂くこともできます。 
 

・どういう種類がいるの？ 
うさぎと言ってもたくさんの品種がいます。例えば、小柄で耳

の小さなネザーランドドワーフや耳の垂れたホーランドロップ、

長毛のジャージーウーリーなど、それぞれ様々な特徴を持

っています。 

うさぎ専門店では血統書付の多くの品種のうさぎに出会うこ

とができますし、ペットショップやホームセンターなどでは、よ

くミニうさぎという名前でうさぎが売られています。どの種類の

子もそれぞれ特徴や性格があり、自分が可愛いと思ったうさ

ぎを選んであげてください。 
 

買うときに気をつけること 
うさぎは夜行性（正確には薄暮性）ですので、夕方以降に見

に行くと、その個体の本来の様子をみることが出来ます。 
１． ショップが清潔であること 

２． 目がきれいで目ヤニや涙が出ていないこと 

３． 鼻水が出ていたり、口からよだれがでていないこと 

４． 耳の中が汚れていないこと 

５． うまく立てること 

６． お尻が下痢などで汚れていないこと 

７． 生後１ヶ月半～２ヶ月はたっていること 
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れ特徴があります

一般的にはオスの方

ちろん個体により性格もありますし、オスは大人になると縄張

りを主張

メスは避妊手術をしないと子宮疾患になる可能性が高くなり

ます。 

ですので

ぞれの特徴を

※うさぎはある程度大きくならないと性別がはっきりわからな

  い場合があります。
 

・１羽で
うさぎは寂しいと死んでしまうという噂がありますが、そんなこ

とはありません

うさぎは

意識が非常に強い動物です。

てストレスの原因になります。

でしょう。

複数飼いする場合は注意すべき点があります。

まずオス同士は敵対関係にあり、激しいケンカでケガをし、

最悪それが原因で死に至ることも

場所に置き、ケージから出す時間もずら

オスとメスの場合は当然ですが、子供が出来ます。繁殖をさ

せる時以外は別々のケージに入れ

ずらしてあげてください。

た知識を得てから行うようにしてあげてください。

メス同士の場合は個体の相性が良ければ仲良くできますが、

ケージは

最初最初最初最初

うさぎを

消耗品をそろえる

・ケージ
うさぎの品種にもよりますが、うさぎが大人になった時の大

さに合わせてケージのサイズを選びましょう。

ミニうさぎの場合は“ミニ”

向がありますので、

飼い始めると、毎日掃除をしなければいけませんので、掃除

のしやすいケージを選ぶと

・オスを飼いますか？メスを飼いますか？ 
一概にどちらの方が飼いやすいかは言えませんが、それぞ

れ特徴があります。 

一般的にはオスの方がおおらかだと言われていますが、も

ちろん個体により性格もありますし、オスは大人になると縄張

りを主張するために尿を振りまいたりすることがあります。 

は避妊手術をしないと子宮疾患になる可能性が高くなり

 

ですので、やはりどちらが飼いやすいとは言えません。それ

ぞれの特徴をふまえた上で飼いましょう。 

うさぎはある程度大きくならないと性別がはっきりわからな    

い場合があります。 

で飼いますか？複数で飼いますか？ 
さぎは寂しいと死んでしまうという噂がありますが、そんなこ

とはありません。 

うさぎはとてもストレスに弱い動物です。そしてうさぎは縄張り

意識が非常に強い動物です。この縄張り意識はうさぎにとっ

てストレスの原因になります。基本的には 1 羽飼いが理想的

でしょう。 

複数飼いする場合は注意すべき点があります。 
まずオス同士は敵対関係にあり、激しいケンカでケガをし、

それが原因で死に至ることもあります。ケージは離れた

場所に置き、ケージから出す時間もずらしてください。 

オスとメスの場合は当然ですが、子供が出来ます。繁殖をさ

せる時以外は別々のケージに入れ、ケージから出る時間も

てあげてください。そして繁殖させる際は、きちんとし

た知識を得てから行うようにしてあげてください。 

メス同士の場合は個体の相性が良ければ仲良くできますが、

ケージは別々にしてあげてください。 

最初最初最初最初にそろえるにそろえるにそろえるにそろえる物物物物    

うさぎを飼うためにはいろいろな日用品や 

をそろえる必要があります。 

・ケージ 
うさぎの品種にもよりますが、うさぎが大人になった時の大き

さに合わせてケージのサイズを選びましょう。 

ミニうさぎの場合は“ミニ”といいながらも意外に大きくなる傾

向がありますので、店員さんに確認をしましょう。 

飼い始めると、毎日掃除をしなければいけませんので、掃除

のしやすいケージを選ぶといいでしょう。 



・敷材 
ほとんどのうさぎ用ケージは床が金網です。金網だと足を痛

めることがありますので、すのこなどを敷きましょう。 

・給水ボトル 
うさぎは水に濡れることにストレスを感じます。皮膚にもよくあ

りませんので、濡れないように工夫してあげてください。 

・トイレ 
いろんな形のトイレがありますが、うさぎは尿を後ろに飛ばす

ことがあるので後ろに壁のあるものがいいでしょう。 

・牧草入れ  
牧草入れは特に個体によって好みが分かれやすいですが、

うさぎは高い所にある物に興味を示す傾向があるので、ケー

ジに取り付ける形の物で最初は試してみるといいでしょう。 

・えさ入れ 
容器はうさぎがひっくり返してしまうことがあるので、重くて安

定している物か、ケージにネジで取り付けられるものがいい

でしょう。 

・ブラッシング用品・爪切り 
ブラッシング用品や爪切りはうさぎを健康に保つ為の必需

品です。 

・キャリーケース 
うさぎは基本的に抱っこが嫌いな動物です。お出かけする

時や、病院に行く時には必ず必要になります。うさぎを安全

に出し入れでき、清潔に保てる物を選びましょう。 

・サークル 
うさぎをケージから出すときに必要になります。ある程度の 

高さがないいと飛び越えてしまって危険です。 

・トイレの砂 
うさぎの尿には臭いがありますので、消臭効果のある物を 

おススメします。 

・ペットシート 

こちらも消臭効果のある物がいいでしょう。 

・牧草＆ペレット 
大切なうさぎの主食です。 

うさぎのうさぎのうさぎのうさぎの食事食事食事食事 

・牧草 
うさぎにとって一番大切な食べ物です。歯を削る効果、お腹

の中の毛を出す

しておきましょう。

種類は大きく分けてイネ科のチモシー、マメ科のアルファル

ファの２種類です。

成長

を与えましょう。

因

カルシウム

う。

・ペレット
出来るだけ繊維質の高い物

び、体重の５％の量を

≪

・水
昔は

すが

さい。

・野菜
野菜を与える場合は、与えてもよい野菜と与えてはいけない

野菜がありますので、調べてから与えるようにしましょう。

○与えてはいけない野菜○

じゃがいもの芽・ネギ類・

ピーナッツの殻

ニンニク・とうもろこし

・おやつ
基本的にはうさぎにおやつは必要ありません。ですが、しつ

けや飼い主とのコミュニケーションなどの理由で

れば

だたし、小麦や糖類の入ったクッキー系のおやつ

などを油出揚げたもの

（たとえうさぎ用として売られている物でも同様です）

・その
ご飯や

いでください。

せん。飼い主が責任を持って管理してあげてください。

うさぎはストレスに

に慣

の中の毛を出す効果があります。いつでも食べられるように

しておきましょう。 

種類は大きく分けてイネ科のチモシー、マメ科のアルファル

ファの２種類です。 

成長期、妊娠、授乳期にはタンパク質の多いアルファルファ

を与えましょう。しかし与えすぎは肥満の元や膀胱結石の原

因になりますので、大人（生後５～６ヶ月以上）のうさぎには

カルシウムやカロリーの低いイネ科のチモシーを与えましょ

う。 

・ペレット 
出来るだけ繊維質の高い物（１８％以上の物が理想的）を選

び、体重の５％の量を朝と夜、２回に分けて与えます。 

≪生後５ヶ月までは食べ放題です。≫ 
水 
昔はうさぎには水を与えてはいけないと言われていたようで

すが、うさぎにも水は必要です。毎日新鮮な水を与えてくだ

さい。 

野菜 
野菜を与える場合は、与えてもよい野菜と与えてはいけない

野菜がありますので、調べてから与えるようにしましょう。 
○与えてはいけない野菜○ 

じゃがいもの芽・ネギ類・果物の種・アボガド・アロエ・ 

ピーナッツの殻・観葉植物・モロヘイヤの種・どんぐり・ 

ニンニク・とうもろこし 

・おやつ 
基本的にはうさぎにおやつは必要ありません。ですが、しつ

けや飼い主とのコミュニケーションなどの理由で、少量であ

ればなら与えてもいいでしょう。 

だたし、小麦や糖類の入ったクッキー系のおやつや、野菜

などを油出揚げたものは避けましょう。 

（たとえうさぎ用として売られている物でも同様です） 
・その他 

ご飯やパン、牛乳、人間用のお菓子なども、絶対に与えな

いでください。うさぎが食べるから大丈夫ということではありま

せん。飼い主が責任を持って管理してあげてください。 

うさぎをうさぎをうさぎをうさぎを迎迎迎迎えたらえたらえたらえたら………… 

うさぎはストレスに弱い動物です。新しいお家

慣れるまで、そっと静かに見守ってください。 

～１日目
家に連れて帰ってきたら水と食事を与えて、後

おきます。

～２～３
少し声をかけてあげましょう。ただし、短い時間に限ります。

まだケージから出さないであげてください。

～４～６
ケージの外から直接えさをあげてみたり、なでてあげてくださ

い。徐々にうさぎとの時間を増やしていきましょう。

～７日目
慣れてきたらケージから出して遊ばせましょう。トイレや抱っこ

のしつけも始めていきましょう。しつけは

てあげましょう。

うさぎのおうさぎのおうさぎのおうさぎのお

毎日やること

・食事のお世話

・トイレ、食器、給水ボトルを洗う

・ケージの掃除

・運動（1 日

・健康チェック

（えさの減り具合や排泄物の色や形などのチェック）

・ブラッシング（品種や季節などによっては毎日でなくてもよい）

時々やること

・1 週間に

・爪切り・耳掃除

うさぎとうさぎとうさぎとうさぎと

うさぎと

必ず１冊

日目～ 
家に連れて帰ってきたら水と食事を与えて、後はそっとして 

す。 
３日目～ 

少し声をかけてあげましょう。ただし、短い時間に限ります。 

まだケージから出さないであげてください。 

６日目～ 
ケージの外から直接えさをあげてみたり、なでてあげてくださ

い。徐々にうさぎとの時間を増やしていきましょう。 

日目から～ 
慣れてきたらケージから出して遊ばせましょう。トイレや抱っこ

も始めていきましょう。しつけは長い目でうさぎと接し

ましょう。 

うさぎのおうさぎのおうさぎのおうさぎのお世話世話世話世話 

やること 

・食事のお世話 

・トイレ、食器、給水ボトルを洗う 

・ケージの掃除 

日 1 度はケージから出してあげましょう） 

・健康チェック 

（えさの減り具合や排泄物の色や形などのチェック） 

・ブラッシング（品種や季節などによっては毎日でなくてもよい） 

やること 

週間に 1 度はケージ内の大掃除をしてください。 

・耳掃除（１・２ヶ月に一度） 

うさぎとうさぎとうさぎとうさぎと暮暮暮暮らしていくらしていくらしていくらしていく為為為為にににに 

うさぎと長く暮らすためには、知識が必要です。

冊はうさぎの飼育書を購入してください。 


