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発行にあたって
三菱 UFJ 環境財団では、1971年（昭和46年）3月の創立以来、環境教育事
業の一環として、
「樹の本」を始めとした植物図鑑シリーズや中部地方のガイド
ブック等の多数の啓発図書を発行してまいりました。また一方で、環境保全整
備事業として1999年（平成11年）以降、関東・東海・関西の里山保全団体に
活動資金を支援してまいりました。
この様な事業展開の中、この度、大阪での里山保全活動の草分け的存在であ
り、自然環境保全に長年取組んで来られた公益社団法人大阪自然環境保全協会
に対して、
「大阪及びその周辺地域（兵庫・京都・滋賀・奈良、和歌山、除く日
本海側）の里山の生きもの図鑑の発行」についてご協力をお願いしましたとこ
ろ、快くお引き受けいただいた次第です。
この図鑑は、ただ単に里山の生きものたちを紹介したものではなく、里山の
環境（里山林、林縁、草地・畑、水田、水辺）毎に二十四節気（1年を24等分
し立春から大寒までの季節を表す名称）を組み合わせながら、里山の四季の
「兆し」や「うつろい」を感じさせる生きものたちの生態や特徴を紹介したも
のであり、かなり充実した内容となっております。皆様方には、
「大阪及びその
周辺地域の里山の生きものたち」の参考手引きとして、日頃の里山保全活動の
中でご活用いただければ幸いです。
なお、当保全協会には、編集の初期段階からご参画いただくと共に、掲載し
た全100種の写真提供や原稿チェック、コラムの執筆等にもご協力いただきま
した。ここに厚く御礼申し上げます。
2018年12月
公益財団法人 三菱UFJ 環境財団

3

はじめに
公益社団法人 大阪自然環境保全協会 会長

夏原

由博

大阪とその周辺の里山の概要

大阪は、4世紀頃から多くの古墳が築かれ、7世紀には難波宮がおかれ、古

代から都市として発展していました。そのため、原生自然には乏しいですが、
都市や農村の暮らしを支えるために持続的に利用された里山などの半自然が
特徴的です。大阪自然環境保全協会では、1978年から実施していたナチュラ
リスト講座を通じて、多くの野生動物が身近な低山帯に生息していることに
気づき、1983年から里山保全に取り組み始めました。1986年には里山シン
ポジウムを開催し、里山は「森林、集落、田畑がモザイク状になって農業と
一体となった地帯」と表現しました。本書では、里山林、林縁、草地・畑、水
田、水辺に分けて、生きものを紹介しています。

大阪周辺の類型区分図（国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ（ラスタ版 , H26）を加工）
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今回この冊子で取り上げた内容は、近畿地方の大部分の地域に共通してい
ます。ただし、里山は、その地域の自然条件と人の利用という社会的条件の
両方によって様々な姿を見せます。大阪の里山のひとつである北摂について、
大阪市立自然史博物館の特別展（1986年）では、台場クヌギ、炭焼き、クリ
をあげ、気候を活かした寒天づくりを紹介しています。こうした文化によっ
て、雑木林に特徴的なミドリシジミ類（チョウ）などの昆虫や林床植物が生
育していました。これに対して、日本海側の積雪地帯や和歌山県の南部では
本書とは異なる里山の姿が見られます。また、自家用の薪や柴を得るために
利用された山間地の里山と比べて、大阪や京都近くの里山は過剰に利用され
て、やせた低林や草山となっていました。
低地の自然が古くから都市化したのに続いて、もっとも特徴的な里山の自
然を育んでいた丘陵地も1960年代にニュータウン建設などによって失われま
した。さらに、過疎や生活の変化によって、里山の資源が使われなくなり、農
地も放棄され、里山の自然が大きく変化しました。炭焼きはかろうじて残る
ものの、雑木林を維持するほどの力は無く、能勢の栗の生産も1965年頃をピ
ークに減少しました。
コナラなど落葉樹の雑木林は、木を伐らないとアラカシなど常緑広葉樹が
優占するようになります。林は一年を通して暗くなり、林床で育つササユリ
などは消えてしまいます。谷間の水田が放棄されると乾燥が進み、藪となっ
て、リンドウやカスミサンショウウオが失われます。それは自然の遷移では
ありません。もともとは地滑りや洪水などで維持されていた自然であったの
が、防災のために攪乱が生じなくなりました。人にも自然にも満足できる攪
乱が里山利用でした。
里山の自然が豊かなのは、生きものどうしのつながりが豊かだからです。
○フィールドでの活用
日本では美しい季節の変化が感じられます。本書でも里山の生きものを四
季に分けて紹介することを通じて、皆さんが自然を楽しむきっかけとなるよ
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うにまとめました。そのため、専門家だけでなく、自然観察や保全活動を続
けてきた市民が参加し、樹木、草本、ほ乳類、鳥類、昆虫類、両生爬虫類に
分けて掲載種を選び、それを季節ごとに再編成しました。100種に限ったた
め、掲載できなかった里山生物も多いですが、ある程度近畿地方中部の里山
を特徴付ける種がそろっています。
本書の編成に見るように、自然は所によって、時によって変化します。だ
から飽きないのです。本書によって、いつ、どこで、何が見えるのか参考に
してください。もうひとつ大事なことは、どうやって見るかということです。
ホタルは夜に見つけやすいのは当然ですが、チョウは一般に晴れた日の午前
中、鳥のさえずりは早朝といったふうに、動物は一日のうちで活動時間が決
まっています。また、哺乳類を直接目撃するのは難しいですが、糞や足跡は
比較的容易に見つかります。雨の日は憂鬱ですが、かたつむりやカエルは雨
の日の方が見つけやすいのです。
植物は花があると名前を憶えやすいので、花の時期に見つけたら、葉や幹
の特徴も観察して、花のない季節にも見分けられると楽しみが増えます。と
ころが、花も変化します。ヤブガラシは開花直後は花弁がオレンジ色で雄し
べがありますが、やがてピンク色に変わり、雄しべがなくなります。これに
よって、自家受粉をさけているのです。ササユリの花は芳醇な香りですが、こ
の香りは夕方に強くなります。これは、蛾を呼ぶためだと考えられています。
このように、里山の生きものが豊かなのは、生きものどうしのつながりが豊
かだからです。
本書はハイキングや日々の暮らしの中で、身近な生きものを知るために役
立てていただきたいと同時に、自然環境の指標種リストとして利用できます。
53ページのタンポポの例にあるように、生きものは環境の変化に敏感で、人
が健康で文化的に暮らせるかを教えてくれることもあります。失われつつあ
る里山の自然をもう一度見直し、残された生きものを保護、再生する行動に
つなげていただければ幸いです。
最後に、自然は美しく楽しいものですが、危険も潜んでいます。146ペー
ジに危険生物の紹介もしていますが、十分注意して自然を楽しんでください。
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里山の環境

里山林

コナラ林（大阪府交野市）

里山で広い面積を占めるのが里山林です。里山林の中心はコナラやクヌギ
の林（雑木林）で、落葉樹が多く、季節によって景観が大きく変わります。そ
の他、スギやヒノキの植林、竹林も見られます。
コナラやクヌギは伐採すると切り株からまた芽が出るので、20～30年に一
度伐採し、炭や薪の材料を得るための林として維持されてきました。林はそ
の後も落葉かきや下草刈りなど人の手が入り、明るい雑木林が維持されます。
明るい林ではモチツツジなどの低木やシュンラン、チゴユリなどの草本が
生育します。広い面積の里山林にはホンドギツネなどの哺乳類やアオバズク
やコゲラなどの鳥類が生息します。また、ツクツクボウシ、オオミドリシジ
ミなどの昆虫類がコナラ林を中心に生息し、コナラやクヌギは樹液を出し、そ
れを求めオオムラサキ、カブトムシなど多くの昆虫類が集まる場となります。
1950年代の燃料革命以降、大阪周辺の多くのコナラ林は人の手が入らず、
常緑樹が多く生育し、暗い林となりました。その結果、明るい雑木林で見ら
れた草花や昆虫類や鳥類の一部は生育、生息できなくなりました。
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里山の環境

林縁

雑木林林縁（京都府）

林縁は、林と道や耕作地などの開放的な場所が接する所に林を取り囲むよ
うに低木、つる植物、草本が帯状に生育する場所をさします。林縁は林の中
に風が吹き込んだり、日光が直射したりしないよう林内の環境を守る大切な
役目があります。また、草地と樹林の中間的な環境であり、多くの生きもの
が生育、生息します。
植物では、アカメガシワ、クサギ、ヌルデなどの低木とその上部にノブド
ウ、クズ、ヤブガラシ、ガガイモなどのつる植物が生育し、これらが生育す
る群落をマント群落といいます。そのマント群落の裾には、アカネ、ヤブジ
ラミ、ツユクサ、ホタルブクロ、ミズヒキなどが生育し、これらが帯状に生
育する群落をソデ群落といいます。
動物ではホンドキツネ、ニホンノウサギなどの哺乳類、アオジ、ホオジロ、
ウグイスなどの鳥類、ニホンカナヘビやシマヘビなどの爬虫類もよく見られ
ます。また、クロアゲハ、オナガアゲハなどのアゲハ類が蝶の道として使い、
吸蜜している姿も多く観察されます。
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里山の環境

草地・畑

信太山の草原（大阪府和泉市）

草地は、人が定期的に草刈りをすることで維持さる場所であり、ため池の
堤体や水田や畑の土手、畔などに見られます。放棄された畑や水田にもスス
キやセイタカアワダチソウなどの草地が見られますが、草刈りをしなくなる
とクズやネザサ類が繁茂し、その後は林へと変化します。
ため池の堤体はススキやチガヤを主とした草地となります。その中にノア
ザミ、ツリガネニンジンやワレモコウなど美しい花が見られることがありま
す。秋の七草の多くはこのように草地に生育する植物です。一方、畔などに
は踏みつけに強いクサイ、オオバコなどが生育し、秋にはヒガンバナが一面
に花をつけ、季節を感じさせます。
草地にはカヤネズミがイネ科草本を利用して球巣を作ります。また、ニホ
ンカナヘビなどの爬虫類やオオカマキリ、トノサマバッタ、ツユムシなどの
昆虫類が見られます。畑は耕作や施肥を繰り返す場であり、そのような環境
に対応した畑の雑草のハコベ、ホトケノザ、ナズナなどが生育します。ハコ
ベ、ナズナは春の七草でもあります。
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里山の環境

水田

黒川地区の棚田（兵庫県川西市）

水田は、春の田おこしから始まり、水を張っての田植え、秋の収穫前には
水を落として稲刈りと、1年を通じて人の手が入ります。水がある時期とな
い時期と環境が大きく変わり、陸上の生きものと水辺の生きものが両方とも
見られます。
田植え前には肥料となるゲンゲが見られ、水が張られた水田ではウキクサ
類などの水草やコナギ、イヌビエなどの水田雑草が生育します。水田のへり
ではタカサブロウ、キツネノボタンなどが見られます。
春から初夏、シュレーゲルアオガエルやトノサマガエルなどのカエル類が
産卵に訪れ、合唱が聞かれ、夜にはヘイケボタルが光ります。水中ではカブ
トエビ類、ケラ、ゲンゴロウ類などが泳ぎます。カエル類や魚などを食べる
イタチ類、サギ類もよく見られます。夏～秋にかけてウスバキトンボやアオ
モンイトトンボなどのトンボ類やイナゴ、トゲヒシバッタなどのバッタ類が
現れます。
また、水田が放棄された場所では水の供給があれば湿地となり、湿地を好
む生きものが多く見られます。
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里山の環境

水辺（ため池・水路）

たわわの小池（大阪府貝塚市）

里山には小規模な河川、田んぼに水を引くためのため池や水路などの水辺
があります。
河川にはギンブナ、カワムツなどの魚類がいて、それらを餌にするコサギ
やアオサギなどの鳥類が見られます。夏にはハグロトンボ、ゲンジボタルな
どの昆虫類が現れます。また、河川敷にはヨシやタデ類が見られます。
丘陵地の樹林に囲まれたため池では、初夏にはモリアオガエルが産卵に訪
れ、夏にはコシアキトンボやゲンゴロウ類が、そして冬にはオシドリが見ら
れます。また、ヒツジグサなどの希少な植物やマコモなどの抽水植物＊も生
育しています。
平地のため池にはニホンイシガメやショウジョウトンボなども見られます。
また、冬にはカモ類が多く渡ってきます。ヒシやヒルムシロなどの浮葉植物＊
が生育しています。
水路にはカワニナなどの貝類やメダカやタモロコなどが見られます。植物
はミゾソバ、タガラシ、イボクサなどが見られ、夏には盆花といわれるミソ
ハギが花を咲かせます。
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取り上げた里山の生きものたち一覧
春の指標種（27 種）
分類別

植物（木本）

種名

環境区分
里山林

林縁

〇

〇

26

〇

30

〇

39

ヤマザクラ

〇

コバノミツバツツジ

〇

38

ウワミズザクラ

〇

コシアブラ

〇

〇

〇

〇

エゴノキ

〇

コアジサイ

〇

42
44
45
47

〇

48
〇

〇

31

ワラビ

〇

〇

33

スミレ類

〇

〇

34

ショウジョウバカマ

〇

〇

35

シュンラン

〇

〇

36

チゴユリ

〇

〇

43

ウラシマソウ

〇

〇

46
〇

ノアザミ
ウグイス

〇

ヒバリ

52

〇

27
〇

〇

〇

32

〇
〇

ケリ
ホトトギス

49

〇

ツバメ

37
〇

41

〇

51

カスミサンショウウオ
爬虫類・両生類 シュレーゲル
アオガエル
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掲載
ページ

〇

オオバノトンボソウ

昆虫類

水辺

ヤブツバキ

スギナ

鳥類

水田

ヤマウグイスカグラ

キリ

植物（草本）

草地・畑

ルリタテハ

〇

〇

クマバチ

〇

〇

〇

〇

29

〇

〇

40
28

〇
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夏の指標種（31 種）
分類別

種名

植物（木本）

ネムノキ

植物（草本）

イ

環境区分
里山林

林縁

草地・畑

〇

〇

〇

爬虫類・両生類
昆虫類

水辺

掲載
ページ

〇

58

59

ササユリ

〇

〇

60

オカトラノオ

〇

〇

61

ウツボグサ

〇

〇

62

ホタルブクロ

〇

〇

63

ヤブガラシ

〇

〇

アオバズク

79
〇

ミソハギ
鳥類

水田

87

〇

71

〇

64

モリアオガエル
〇

ヤマカガシ
ヒメボタル

〇

〇

〇

ゲンジボタル
〇

ヘイケボタル
〇

ケラ
〇

ツユムシ類
スミナガシ

〇

アサギマダラ

〇

〇

78

〇

65

〇

66

〇

67

〇

69

〇

72

〇

73
74

オオミズアオ

〇

75

ナナフシ類

〇

76

タマムシ

〇

77

オオムラサキ

〇

80

ゴマダラチョウ

〇

81

サトキマダラヒカゲ

〇

82

カブトムシ

〇

カナブン

〇

83
〇

〇

84
〇

オニヤンマ
ヒグラシ

〇

ツクツクボウシ

〇

甲殻類

カブトエビ

貝類

クチベニマイマイ

85
86
88

〇
〇

〇

〇

〇

68
70
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秋の指標種（25 種）
分類別

植物（木本）

種名

環境区分
里山林

林縁

〇

108
109

ツブラジイ（コジイ）

〇

110

クリ（シバグリ）

〇

111

ヤマウルシ

〇

ヒヨドリバナ

〇

ミズヒキ

〇

ホトトギス類

〇

114
〇

94

〇

95
96
97

〇

センブリ

98

ツリガネニンジン

〇

99

ワレモコウ

〇

100

〇

101

ノブドウ

〇

カラスウリ

〇

113
〇

カヤネズミ
ヒヨドリ

112
〇

〇

102
115
〇

14

116

〇

104

オオカマキリ

〇

105

キリギリス

〇

106

トノサマバッタ

〇

ウスバキトンボ

〇

〇

〇

〇

爬虫類・両生類 ニホンカナヘビ

クモ類

103

〇

コガモ

昆虫類

掲載
ページ

〇

モズ
鳥類

水辺

エノキ

リンドウ

哺乳類

水田

コナラ

ヒガンバナ

植物（草本）

草地・畑

ジョロウグモ

〇

107
〇

118
117

冬の指標種（17 種）
分類別
植物（木本）

植物（草本）

哺乳類

鳥類

種名

環境区分
林縁
〇

132

〇

〇

140

ツルウメモドキ
ヤブコウジ
ヤマノイモ

〇

モウセンゴケ類

〇

ガガイモ

〇

ホンドギツネ

草地・畑

水田

水辺

掲載
ページ

里山林

124
〇

125
133

〇

〇

〇

134

〇

〇

135

ニホンノウサギ

〇

ジョウビタキ

〇

126

マヒワ

〇

127

ツグミ

〇

128

シロハラ

〇

アオジ

〇

シメ

〇

コゲラ

〇

129
〇

〇

130
131
136
〇

マガモ

〇

オシドリ
キジ

〇

〇

137
138
139
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四季を感じる生きもの暦
■二十四節気と七十二候
日本には、古くから用いられている二十四節気と七十二候という暦があり
ます。二十四節気は 1 年を 24 等分したもので、立春から大寒までの季節が
表されています。七十二候は、二十四節気をさらに 3 等分したもので、黄
鶯晛睆（うぐいすなく）など、生きものの様子や気候の変化が表されていま
す。農作業は季節ごとの天候や気温に左右されるため、暦は大変便利なもの
だったようです。

春

立春

東風解凍（はるかぜこおりをとく）

春の風が川や湖の氷を解かし始める頃

黄鴬睍睆（うぐいすなく）
山里で鴬が鳴き始める頃

魚上氷（うおこおりをいずる）

水がぬるみ、氷の間から魚が飛び跳ねる頃

雪が春の雨にかわり、大地が潤い始める頃

霞始靆（かすみはじめてたなびく）
春霞がたなびき始める頃

草木萌動（そうもくめばえいずる）

雀始巣（すずめはじめてすくう）

春分

雨水

土脉潤起（つちのしょううるおいおこる）

雀が巣を作り始める頃

桜始開（さくらはじめてひらく）
桜の花が咲き始める頃

雷乃発声（かみなりすなわちこえをはっす）
春の訪れを告げる雷が鳴り始める頃

草木が芽吹き始める頃

冬ごもりをしていた生きものが姿を表す頃

桃始笑（ももはじめてさく）
桃の花が咲き始める頃

菜虫化蝶（なむしちょうとなる）

玄鳥至（つばめきたる）

清明

啓蟄

蟄虫啓戸（すごもりのむしとをひらく）

燕が南の国から渡ってくる頃

鴻雁北（こうがんかえる）
雁が北へ帰っていく頃

虹始見（にじはじめてあらわる）
雨上がりに虹が見え始める頃

青虫が紋白蝶になる頃

穀雨

葭始生（あしはじめてしょうず）
水辺の葭が芽吹き始める頃

霜止出苗（しもやみてなえいずる）

霜が降りなくなり、稲の苗が生長する頃

牡丹華（ぼたんはなさく）
モンシロチョウ
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牡丹が大きな花を咲かせる頃

■旧暦と新暦のずれ
暦と実際の季節がずれているのはなぜでしょう？明治の初めに日本の暦が
旧暦から新暦に改暦され、新暦では約 1 ヶ月ほど季節が早くなったためです。
よって、桃の節句にまだ桃の花が咲いていない、端午の節句に菖蒲の葉がま
だ成長していないといったずれが生じることもあります。地方によっては旧
暦の日付で行事を開催することもあるようです。

夏至

夏

乃東枯（なつかれくさかるる）

夏枯草の花が黒ずみ枯れたように見える頃

菖蒲華（あやめはなさく）
あやめの花が咲き始める頃

半夏生（はんげしょうず）
半夏が生え始める頃

蛙が鳴き始める頃

蚯蚓出（みみずいずる）

みみずが地上に出てくる頃

竹笋生（たけのこしょうず）
たけのこが出てくる頃

温風至（あつかぜいたる）

小暑

立夏

蛙始鳴（かわずはじめてなく）

熱い風が吹き始める頃

蓮始開（はすはじめてひらく）
蓮の花が咲き始める頃

鷹乃学習（たかすなわちがくしゅうす）

鷹の子が飛ぶ技を覚え、巣立ちを迎える頃

蚕が桑の葉を盛んに食べだす頃

紅花栄（べにばなさかう）
紅花の花が咲きほこる頃

麦秋至（むぎのときいたる）
麦の穂が実り始める頃

桐始結花（きりはじめてはなをむすぶ）

大暑

小満

蚕起食桑（かいこおきてくわをはむ）

桐の花が実を結び始める頃

土潤溽暑（つちうるおうてむしあつし）
土がじっとりとして蒸し暑くなる頃

大雨時行（たいうときどきふる）
ときどき大雨が降る頃

芒種

蟷螂生（かまきりしょうず）
かまきりが卵からかえる頃

腐草為螢（くされたるくさほたるとなる）
草の中から蛍が舞い、光を放ち始める頃

梅子黄（うめのみきばむ）
梅の実が黄ばんで熟す頃

カラスビシャク（半夏）
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■四季を感じる生きもの暦
二十四節気と七十二候、多くはその四季の「兆し」を伝え、季節のうつろ
いを感じさせてくれます。本書では、二十四節気や七十二候と同様に、大阪
とその周辺の里山にいる生きものたち 100 種が四季の「兆し」
、
「盛り」
、
「終
わり」といった、もっとも季節のうつろいを感じさせてくれる時期を選び、
暦にしました。私たちも里山にいる生きものを身近に感じ、四季の目安にし
て暮らしていけたら良いですね。

秋

立秋

涼風至（すずかぜいたる）
涼しい風が吹き始める頃

寒蝉鳴（ひぐらしなく）

カナカナと甲高くひぐらしが鳴き始める頃

蒙霧升降（ふかききりまとう）

深い霧がまとわりつくように立ち込める頃

綿を包むガクが開き始める頃

天地始粛（てんちはじめてさむし）

天地の暑さがようやくおさまり始める頃

禾乃登（こくものすなわちみのる）

雷乃収声（かみなりすなわちこえをおさむ）

秋分

処暑

綿柎開（わたのはなしべひらく）

雷が鳴らなくなる頃

蟄虫坏戸（むしかくれてとをふさぐ）
戸口で秋の虫が鳴く頃

水始涸（みずはじめてかるる）

田んぼの水を抜き、稲刈りの準備をする頃

いよいよ稲が実り、穂を垂らす頃

草に降りた露が白く光って見える頃

鶺鴒鳴（せきれいなく）
せきれいが鳴き始める頃

玄鳥去（つばめさる）

鴻雁来（こうがんきたる）

寒露

白露

草露白（くさのつゆしろし）

雁が渡ってくる頃

菊花開（きくのはなひらく）
菊の花が咲き始める頃

蟋蟀在戸（きりぎりすとにあり）

虫たちが土にもぐり、入口の戸をふさぐ頃

燕が子育てを終え、南へ帰っていく頃

霜降

霜始降花（しもはじめてふる）
山里に霜が降り始める頃

霎時施（こさめときどきふる）
ときどき小雨が降る頃

楓蔦黄（もみじつたきばむ）
稲のはざ架け
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楓（かえで）や蔦の葉が色づく頃

冬
ノウサギの足跡

立冬

山茶始開（つばきはじめてひらく）

山茶花（さざんか）の花が咲き始める頃

地始凍（ちはじめてこおる）
大地が凍り始める頃

金盞香（きんせんかさく）
水仙が咲き芳香を放つ頃

キジ

陽の光も弱まり、虹を見かけなくなる頃

朔風払葉（きたかぜこのはをはらう）
北風が木の葉を吹き払う頃

橘始黄（たちばなはじめてきばむ）
橘の実が黄色く色づき始める頃

夏枯草が芽をだす頃

麋角解（さわしかのつのおつる）
大鹿の角が落ちる頃

雪下出麦（ゆきわたりてむぎのびる）
雪の下で麦が芽をだす頃

空が閉ざされ真冬となる頃

熊蟄穴（くまあなにこもる）

熊が穴に入って冬ごもりする頃

鱖魚群（さけのうおむらがる）
鮭が群がって川を上る頃

芹乃栄（せりすなわちさかう）

小寒

大雪

閉塞成冬（そらさむくふゆとなる）

乃東生（なつかれくさしょうず）

冬至

小雪

虹蔵不見（にじかくれてみえず）

芹が盛んに育つ頃

水泉動（しみずあたたかをふくむ）
地中で凍っていた泉が動き始める頃

雉始雊（きじはじめてなく）
雉が鳴き始める頃

大寒

款冬華（ふきのはなさく）

雪の下からふきのとうが顔をだす頃

水沢腹堅（さわみずこおりつめる）
沢に厚い氷が張りつめる頃

鶏始乳（にわとりはじめてとやにつく）
フキノトウ

鶏が鳥屋に入って卵を産み始める頃
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生きもの図鑑の見方
写真は表題の種の特徴を表すものを掲載しています。

［季節区分］
表題の種が生育・生息
する代表的な季節区分
をタグで示しています。

大阪全体の中で、どれ
くらいめずらしいかを
5段階（★1つ〜★5つ）
で表しました。★の多
い方がめずらしい生き
ものです。
［環境区分］
表題の種が生育・生息
する代表的な環境区分
をタグで示しています。

本文の説明では、
表題の種が大阪周辺ではどのような
環境に生育・生息しているか、また、
どのような生態なのかについて記し
ています。
＊のマークがついた用語は、
巻末の用語解説（p.148-153）に解
説があります。
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[ 形態・生態など ]
表題の種の形態（形や色の特徴）や生態につ
いて記しています。
[ 大きさ ]
動物については p.151に示した部位の長さを、
植物については樹高や草丈を記しています。
[ 花の時期 ] または [ 見られる時期 ]
動物の場合は、成体・成虫が見られる主な時
期を記しています。
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里山の

春

生きものたちの息づかいが聞こえてきます。
桜の花がいっせいに咲き、木々に若草色の芽吹きが輝く。
春はあっという間に里山にひろがります。
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春の兆し

鶯の初鳴き
立春の頃、鶯が鳴き始め
ることから春の訪れを告
はるつげどり

げる「春告鳥」とも呼ば
れます。

鶯

うぐいす

春の味覚

山菜
春の山菜には独特の苦味
があり、この苦味が春を

感じさせてくれます。

蕗の薹

ふきのとう

春の行事

お彼岸
ぼ たん

春彼岸の頃、牡丹が咲く
ぼ た もち
、秋彼岸の
ため「牡丹餅」
はぎ
ため
」が咲く
萩
頃には「
お はぎ

「御萩」が供えられます。
名前は違いますが、どち

牡丹餅

ぼたもち

らも同じ食べ物です。
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春の生きもの暦
二十四節気
新 暦

立 春

雨 水

啓 蟄

春 分

2/4 ～ 18

2/19 ～ 3/4

3/5 ～ 19

3/20 ～ 4/3

春の兆し
ヤブツバキの花が咲く 26
ウグイスが初めて鳴く 27
ルリタテハが日向ぼっこをする 28
カスミサンショウウオが卵を産む 29
ヤマウグイスカグラの花が咲く 30
ツクシが頭を出す 31
ツバメの渡り 32
ワラビが顔を出す 33
スミレ類の花が咲く 34
ショウジョウバカマの花が咲く 35
シュンランの花が咲く 36
ヒバリがさえずる 37
ヤマザクラの花が咲く 38
コバノミツバツツジの花が咲く 39
シュレーゲルアオガエルが大合唱 40
ケリが卵やヒナを守る 41

うぐいすなく

そうもくめばえいずる

なむしちょうとなる

さくらはじめてひらく

立春（2/9頃）

雨水
（2/19頃）

啓蟄
（3/15頃）

春分
（3/25頃）

黄鶯睍院
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草木萌動

菜虫化蝶

桜始開

（○の数字は掲載ページを示す）

清 明

穀 雨

立 夏

小 満

4/4 ～ 19

4/20 ～ 5/4

5/5 ～ 20

5/21 ～ 6/4

春の盛り

夏の兆し

つばめきたる

あしはじめてしょうず

かはずはじめてなく

むぎのときいたる

清明
（4/4頃）

穀雨（4/20頃）

立夏
（5/5頃）

小満
（5/31頃）

玄鳥至

葮始生

蛙始鳴

麦秋至

～7/ 末
ウワミズザクラの花が咲く
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チゴユリの花が咲く 43

～6/ 末

コシアブラの新芽が出る 44

～6/ 末

キリの花が咲く 45
ウラシマソウの花が咲く 46
エゴノキの花が咲く 47

～6/ 末

コアジサイの花が咲く 48

～6/ 末

ノアザミの花が咲く 49

～6/ 末
～6/ 末

クマバチが蜜を集める 50
ホトトギスが夜、鳴く

51

オオバノトンボソウが咲く 52
～7/ 末
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春

ヤブツバキ

ツバキ科

ツバキ属

夏
秋
冬
上：花
右上：果実は椿油の原料にもなる
右下：冬から早春にかけてたくさんの花をつける

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■常緑樹林の代表種
里山林でも、日陰になりやすい谷沿
いや、人の手が入りにくい斜面部の林

林縁

などに生えています。葉の表面には光

草地・畑

林を象徴する植物です。花粉はメジロ

水田

テンやアカネズミなどの動物が食べて

沢があり、大阪を含む暖温帯の照葉樹
などの小鳥が運んでいるようです。ま
た、種子は、脂質が多く、椿油がとれ、
いるようです。材は各種の器具材や彫

水辺

刻材などに用いられます。
■春の兆しの赤い花
花の少ない冬から早春にかけて、林
内に彩を添えています。花は、お椀型
で赤く、雄しべは花の中で茶筅（ちゃ
せん）のように集まっています。
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【形態・生態など】
常緑高木。枝は灰褐色を帯びた
白色となり、幹は灰白色で平坦。
葉は互生＊し、無毛。表面は濃緑
色で光沢があり、裏面は淡緑色。
葉身＊ は革質、長楕円形で鋭尖
頭、基部は鋭形または円形で長
さ4～8cm、まばらな鈍鋸歯＊が
ある。花は冬芽の下につける。
広い筒形又は先が反り返り、径
5～7cm、濃紅色、花弁はふつ
う5個。基部は互いに合着して
筒状となる。
【大きさ】
樹高 3～15m
【花の時期】
11月～12月または2月～4月

スズメ目

ウグイス科

春

ウグイス

夏
秋
冬

上：笹藪を好む
右上：さえずるオス
右下：枝の間を行き来する

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

木の茂みを好む小鳥で、春を感じる
頃になると「ホーホケキョ」と美しく
～冬は里に降りて、住宅地や公園の木
鳴き（笹鳴きともいう）をしつつ、せ
わしく動き回り、その姿はなかなか見
けたたましく鳴くのは繁殖期の警戒声
■春告げ鳥
姿は目立ちませんが、鳴き声が大変
美しく、古くから親しまれてきました。

水辺

とされています。

水田

ることができません。ケキョケキョと

草地・畑

の茂みを「チャッ、チャッ」という地

林縁

さえずりを始めます。群れを作らず、秋

【形態・生態など】
雌雄ともに全体に薄い褐色で、
腹部は汚れた白色。尾が長く頭
を低く下げて左右によく動く。
主食はアブラムシ、ハエ、カ、ア
リなどの小さな昆虫類やクモな
どの小動物と草木の液果（果物）
。
巣はササ藪に造るが、しばしば
ホトトギスに卵を生み込まれ（托
卵）
、ホトトギスのヒナを育てる
ことになる。
【大きさ】
オスの全長15cm、メスはやや
小さい。
【見られる時期】
一年中（特に早春～春にさえず
る）

里山林

■美姿よりも美声、藪にすむ小さな鳥

春告げ鳥、歌読み鳥、経読み鳥、人来
鳥、花見鳥などたくさんの異名を持つ
小鳥です。
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春

ルリタテハ

チョウ目

アゲハチョウ科

夏
秋
冬
上：翅を広げて日向ぼっこ
右上：翅を閉じて樹皮に擬態し、樹液を吸う
右下：蛹（さなぎ）

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■里山にうまく馴染むチョウ
田んぼの畔や水路に渡している板な
どの裏にとまり、成虫で越冬します。翅

林縁

の表面は、紺地に和名通りの「瑠璃」

草地・畑

の青系のタテハチョウは分布していな

水田

は樹皮に擬態した保護色のため、見つ

色の帯が入ります。本州には本種以外
いので、見分けやすいです。樹液を吸
う時は翅を閉じていますが、翅の裏面
けにくいです。

水辺

■早春にいち早く飛び始めるチョウ
越冬したチョウは、冬から早春の暖
かい日に石の上や地面の陽だまりで翅
を広げ、日向ぼっこをしていることが
あります。翅の色が鮮やかでよく目立
ちます。
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【形態・生態など】
成虫は年に3回発生。地面に降
りていることが多い。人の気配
を察するとすばやく遠くまで飛
び、また元の位置に戻ってくる
習性がある。幼虫の食草＊は、サ
ルトリイバラ、ホトトギス、ヤ
マユリなど。成虫は、花から蜜
を吸うことは少なく、夏はよく
クヌギの樹液に集まり、秋には
地面に落ちて潰れた柿などの汁
を吸う。
【大きさ】
開張 50～65mm
【見られる時期】
成虫 2月～11月
幼虫 4月～9月

有尾目

サンショウウオ科

春

カスミサンショウウオ

夏
秋
冬

上：成体
右上：エラがある幼生
右下：バナナのような卵のう

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

浅い谷あいの森に暮らす両生類。親
は林床の土に潜っていることが多く、な
産卵期の初春は別です。流れのない林
にやってきます。良い産卵場所にはた
くさんの卵が産み落とされます。こん
の下の落葉や草の堆積に潜んでいます。
梅が咲く頃の2月から3月にかけて、
森に接した水田や湿地、林内の水たま
りなどで産卵します。卵のうは寒天質
に包まれたバナナ型で50～140個入っ
ています。

水辺

■梅花の頃に始まる春迎えの産卵

水田

な場所にはオスがしばらく居座り、卵

草地・畑

内の水たまりや湿地などに産卵のため

林縁

かなか出会うことができません。でも

【形態・生態など】
上陸した幼体、成体は湿った森
の中の落ち葉の下、倒木の下、石
の下などに潜んでいる。餌は地
上性の小さな昆虫、クモ、ミミ
ズなど。産卵期になると成体は
産卵場に集まる。メスは産卵が
終わるとすぐに森に帰るが、オ
スは産卵期の間中、水中でメス
を待つ。産卵期のオスは、尾が
縦に広がり、泳ぐのに適した体
形に変化する。幼生はカエルと
異なり、顎の左右に髭のような
エラが生えている。
【大きさ】
頭胴長 40～70mm
全長 70～125mm
【見られる時期】
成体 初春
幼生 初春～初夏

里山林

■谷あいで暮らすのんびり屋
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春

ヤマウグイスカグラ

スイカズラ科

スイカズラ属

夏
秋
冬
上：細い枝の先につく花
右上：葉
右下：赤く熟した果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■雑木林の早春の彩り
里山の明るい林内に生えています。
ウグイスが隠れられるような細い枝が

林縁

たくさん出ていることから名付けられ

草地・畑

や葉柄＊、花、花柄＊などが無毛のウグ

たという説があります。近縁種に、葉
イスカグラ（ヤマウグイスカグラは有
毛）があります。

水田

果実は液果で、6月頃に赤く熟しま
す。ほんのり甘く、鳥に食べられ種子

水辺

が散布されます。
■春の兆しの薄紅花
早春に枝先の葉腋＊から細い花柄を
出し、淡紅色で漏斗形の花を1～2個下
向きにつけます。ウグイスと同様、ま
だほとんど芽吹きも見られない殺風景
な林内に春の訪れを告げます。
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【形態・生態など】
落葉低木。 枝は中実で白色の
髄＊ がある。葉柄や花柄に毛を
つけ、時に腺毛＊ もまじる。葉
は広披針形～卵形、先は短くと
がり、基部はくさび形、長さ3
～8cm、葉柄は長さ3～5mm。
葉より先か葉と同時に開花する。
花柄は細く、垂れ、長さ1～2cm。
花は漏斗状で下垂し、長さ12～
20mm、淡紅色、花筒＊ は細く、
長さ10～12mm、5裂片はほぼ
同大。
【大きさ】
樹高 1～3m
【花の時期】
4月～6月

トクサ科

トクサ属

春

スギナ

夏
秋
冬

上：土手に生えるツクシ（スギナの胞子茎）
右上：胞子を飛ばし終えたツクシ
右下：スギナの葉（栄養茎）

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

実は、「ツクシ」という名前の植物
（野草）はありません。歌にもあるよう
ける部分（胞子葉＊）とその茎を合わ
や荒れ地、湿地など、至る所で見るこ
とができますが、ツクシは日当たりの
菜としても親しまれ、春になると摘み
■春の訪れと喜びを表すツクシ
寒さが和らぎ、暖かさを感じる時期
になると、スギナも待っていましたと

水辺

取っている人の姿をよく見かけます。

水田

良い所に多く見られます。ツクシは山

草地・畑

せてツクシと呼びます。里山では草地

林縁

に、野草である「スギナ」の胞子をつ

【形態・生態など】
夏緑性のシダ植物。全国の山地
から平地にかけ普通に生育。栄
養葉＊ は柔らかく、鮮やかな緑
色。表面には縦すじがある。葉
は退化し、枝と一体になってい
るように見える。枝は主軸から
輪生＊ する。胞子葉は栄養葉と
地下茎で繋がっており、春先に
地上部を伸長させ、緑色の胞子
を散布後にすぐに枯れる。表面
平滑、肉質。葉緑素を持たず肉
色または淡褐色。枝は出さない。
【大きさ】
草丈 10～40cm
【食べ頃】
3月～4月

里山林

■ツクシ誰の子 ?…スギナの子

ばかりにツクシを地上に伸ばします。そ
の姿はまるで春の訪れを喜んでいるよ
うです。
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春

ツバメ

スズメ目

ツバメ科

夏
秋
冬
上：赤道付近まで毎年約4000km も旅をする
右上：民家の軒に作られた巣
右下：夕方のねぐら入りの時間には大群が見られる

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■ツバメは幸運の印
春に日本にやって来て、秋になると
東南アジアに渡っていく夏鳥です。毎

林縁

年3月上旬から渡来が始まり、4月から

草地・畑

型の巣を作って子育てをします。昔か

水田

た。空中を飛びながら昆虫を捕って生

民家や商店の軒先に土と枯れ草でお椀
ら「燕が巣を作ると縁起が良い、福が
飛んでやってくる」と言われてきまし
活します。古来、秋の雁に対して春の

水辺

代表的な渡り鳥として親しまれてきま
した。
■春の訪れとともにやってくる
春から初夏には、水田や川面をスイ
スイと飛ぶ姿が見られます。お盆の頃
をピークにして7月から9月にかけてヨ
シ原に集団塒をつくります。
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【形態・生態など】
上面が黒色、下面が白色で、中
央が深く切れ込んだ長い尾、額
と喉の赤茶色が特徴。南へ帰る
までに2回ヒナをかえすものが
いる。餌は飛ぶ昆虫が主で、巣
材を採る時以外は地上に降りる
ことはない。人の集まる所にし
か巣を作らないのは、カラスな
どの天敵に対して人を用心棒と
して使うため。
【大きさ】
全長17cm、体はスズメの大き
さ。翼と尾が長い。
【見られる時期】
3月～9月

コバノイシカグマ科

ワラビ属

春

ワラビ

夏
秋
冬

上：山菜として摘み採られるワラビ
右上：展葉＊した葉
右下：新芽（拡大）

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

田んぼの畔や、牧草地、道端など、里
山の至る所で見かける野草です。明る
いる草地では大きな群落をよく見かけ
たしや漬物などにして人々に楽しまれ
ています。他にも、根からでんぷんを
ビ粉」が作られています。
新芽が伸びてくると春の訪れを感じ
ます。食材としてだけではなく、春の
日差しの下の爽やかな黄緑色が、目に
も美しい植物です。

水辺

■芽吹きは春の朗らかさの知らせ

水田

採り、和菓子などの材料になる「ワラ

草地・畑

ます。早春の食材として有名で、おひ

林縁

い場所を好み、特に草刈り管理されて

【形態・生態など】
夏緑性のシダ植物。山野の陽地
に普通に生育する。長い根茎＊
が地中に広がり、地上に1枚ず
つ葉を出す。時に大きな群落と
なる。春に新芽を出し、若い部
分には褐色の毛が生えるが、成
長すると葉の表面は無毛となる。
鱗片＊はない。葉は大きさが0.5
～1m 程になり、2～3回羽状に
分裂。紙質または革質でやや硬
め、黄緑色で光沢はない。秋に
胞子をつけ、ソーラス＊ は葉裏
に葉縁に沿ってつく。
【大きさ】
草丈 1m 程度
【食べ頃】
暖地では4月、山地では6月末ま
で

里山林

■日本人になじみ深い里山の食材
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春

スミレ類

スミレ科

スミレ属

夏
秋
冬
上：タチツボスミレ
右上：アリアケスミレ
右下：スミレ

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■里山草地の美しい花の代表格
里山では数多くのスミレの仲間を見
ることができます。それぞれ生える場

林縁

所や形、花の色あいが異なります。ス

草地・畑

畔や林縁などやや湿った場所に多いタ

水田

ば紫っぽい色を想像しますが、白い花

ミレ類は草丈の低い明るい草地に多く、
チツボスミレは、スミレより淡い花の
色をしています。スミレの仲間と言え
をつけるアリアケスミレも、里山の草

水辺

地で良く見られます。
■春の里山の足元を彩る
春のうららかな日差しの中、草地に
咲くスミレの花は、タンポポなどの黄
色と相まってよく目立ちます。里山の
草地が一年で最もにぎやかになる季節
です。
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【形態・生態など】
多年草。果実は蒴果＊ で、裂開
して種子を飛ばし、さらに種子
はアリによって運ばれる。
[ スミレ ] 地上茎はなく、根茎＊
から直接葉や花をつける。葉は
へら型で柄には翼がある。花は
濃紫色、側弁＊に毛がある。
[ タチツボスミレ ] 地上茎があり、
葉の基部は心形で、櫛歯状に切
れ込んだ托葉＊ がある。花は淡
紫色で側弁に毛はない。
[ アリアケスミレ ] スミレと似る
が、花は白色で紫条が目立つ。
【大きさ】
草丈 7～11cm
【花の時期】
3月～5月

メランチウム科

ショウジョウバカマ属

春

ショウジョウバカマ

夏
秋
冬

上：群生する株
右上：開花すると雄しべが目立つ
右下：種子を散布した果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

日本各地のやや湿った林内によく見
られます。花の時期は10数 cm 程度の
る頃には50cm を超える高さになるも
■春を告げる髪飾り
早春に簪（かんざし）のような紅紫
えますが、実は10個程度の花が集まっ
ラーですが、淡紅色や濃紅紫色など変

水辺

ているのです。花は紅紫色がポピュ

水田

の花をつけます。1つの花のように見

草地・畑

のもあります。

林縁

大きさですが、花が終わり、実をつけ

【形態・生態など】
多年草。根生葉＊ は多数ロゼッ
ト状につき、長さ7～20cm、光
沢があり、枯れずに冬を越す。葉
の寿命は長く、3年程度生きる。
ロゼットの中心から花茎を出し、
花茎の頂に紅紫色の3～10花が
総状花序＊ 状につき、横向きに
開く。花が終わっても花被片＊
は緑色になって残る。
【大きさ】
草丈 10～30cm
【花の時期】
3月～4月

里山林

■花が終われば、まるで別物

しょうじょう

化があります。紅紫色の花を猩猩（オ
ランウータンまたは中国の想像上の動
物で赤毛のサル）の赤い顔に、ロゼッ
ト＊状に広がる葉を袴に例えたと言わ
れています。
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春

シュンラン

ラン科

シュンラン属

夏
秋
冬
上：早春、横向きに咲く花
右上：花の拡大
右下：つぼみ

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■古くから親しまれたラン
主に明るい雑木林に生育することが
多く、管理されず暗くなる雑木林が増

林縁

えるとともに、年々減少しつつある植

草地・畑

から俳句の季語として使用されたり、

水田

て栽培されるなど、古くから親しまれ

物です。ランの中では多く見られ、昔
花を塩漬けにし蘭茶として祝いの席で
飲まれてきました。また、観賞用とし
てきた植物です。

水辺

■春の訪れを告げるラン
シュンランは春蘭と書き、文字通り
春に咲くランの代表で、早春の里山の
まだ冬枯れが残る林床にひっそりと花
をのぞかせます。花にある斑点がホク
ロのように見えることから、ホクロと
呼ばれることもあります。
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【形態・生態など】
多年草。球茎＊ は節間が短縮し、
葉を束生する。葉は線形、長さ
20～30cm。花茎は肉質、高さ
10～25cm、緑黄色の花を1個、
稀に2個つける。唇弁＊は白色に
濃赤紫色の斑点があり、先は舌
状で反曲し、中央付近に小型の
側裂片がある。
【大きさ】
草丈 10～25cm
【花の時期】
3月～4月

スズメ目

ヒバリ科

春

ヒバリ

夏
秋
冬

上：餌をくわえた成鳥
右上：耕作地の成鳥
右下：上空でさえずるオス

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

河川敷や農地のように広さのある草
地に1年中すみ、主に地上の小動物や
の高い草の密生地には入りません。春
い上がり、空中で停止飛行をしながら
さえずり、縄張りを守ります。冬は北
小さな群れを作っています。
3月～4月頃には「ピーチュクピーチ
ュル」と空から繰り返し聞こえてくる

水辺

■歌わずにはいられない

水田

方からの越冬組が加わって数が増え、

草地・畑

の繁殖期にはヒバリのオスは高空に舞

林縁

草の実を食べています。ヨシ原など背

【形態・生態など】
体は淡黄褐色で、背面には黒褐
色の斑がある地味な色合いで、
地面に降りると枯れ草にとけ込
んで目立たない。頭に冠羽が出
る。また飛ぶと尾羽の両側に白
い羽根が見え、ピュルと鳴く。左
右の足を交互に出して歩き、地
上性が強く、木の枝にとまるこ
とはない。4月～7月頃地上に枯
れ草でお椀型の巣を作る。
【大きさ】
スズメよりも大きく、全長17cm。
【見られる時期】
一年中（特に早春～春にさえず
る）

里山林

■春を告げる畑の歌姫

のはヒバリのさえずりです。飛翔しな
がら何度も繰り返しさえずります。杭
の上でさえずっていることもあります。
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春

ヤマザクラ

バラ科

サクラ属

夏
秋
冬
上：若葉の展開と同時に開花する
右上：花が木全体を覆う
右下：花の咲く時期は山が一面サクラ色になる

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■万葉にさかのぼるサクラ
里山林でよく見られるサクラです。
開花はソメイヨシノよりやや遅めで、個

林縁

体により変化が多く、開花期間も異な

草地・畑

ます。果肉は苦いことが多いですが、

水田

このヤマザクラと考えられています。

ります。果実は5月～6月に黒色に熟し
様々な動物に食べられているようです。
万葉の時代にサクラとよばれたものは、
■春の兆しを彩るピンク色

水辺

早春に薄紅色を帯びた白い花をつけ、
開花と同時に赤褐色の若葉を広げます。
白い花は里山林の新緑に彩りを添え、
春の始まりを感じさせます。
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【形態・生態など】
落葉高木。樹皮は主に紫褐色で
横に長い皮目が目立つ。葉柄＊
は長さ20～25mm で無毛。葉
身＊ はふつう長楕円形、先は尾
状にのびた鋭尖形で、基部は円
形または広いくさび形となり単
鋸歯＊である。長さ8～12cm で
両面とも無毛であるが、表面は
若葉の時に微毛を散生し、裏面
は粉白色をおびる。蜜腺＊ はい
ぼ状で葉柄の上方につく。花序
は2～4花からなる散房状。
【大きさ】
樹高 最大25m
【花の時期】
3月～4月

ツツジ科

ツツジ属

春

コバノミツバツツジ

夏
秋
冬

上：満開の花
右上：3枚ずつつく葉
右下：里山を彩るピンクの花

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林に生育するツツジです。葉が
開く前にピンク色の花を開き、明るい
の葉が集まってつくことからミツバツ
ツジには多くの種類がありますが、大
阪の里山で広く見られるのは本種です。
ツツジの代表選手です。
葉が開く前に花をつけるので、遠く

水辺

■春の盛りを彩るピンク色

水田

モチツツジとともに里山林の春を彩る

草地・畑

ツジと名付けられています。ミツバツ

林縁

林では多数花をつけます。枝先に3枚

【形態・生態など】
落葉低木。葉は枝先に3枚輪生＊
し、葉は長さ2.5～7cm 程度の
菱形状卵形。若い葉の両面に柔
らかな褐色の毛があるが、のち
に表面は無毛となる。葉柄＊ に
は褐色の長毛が密生する。花は
枝先にピンク色の花を1～2個つ
ける。果実は蒴果＊で、8月～9
月に熟し、裂開する。
【大きさ】
樹高 1.5～4m
【花の時期】
3月下旬～4月

里山林

■明るい林の春の主役

からでもよく目立ちます。ピンク色の
花は里山林の新緑に彩を添え、春の盛
りを感じさせます。
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春

シュレーゲルアオガエル

無尾目

アオガエル科

夏
秋
冬
上：交尾中の個体。下のメスが上のオスより大きい
右上：土の中に産みつけられた卵
右下：オタマジャクシは水田などで見つけられる

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■田んぼの畦で大合唱。秘密は土中に
大人になったら森暮らし。でも、繁
殖、産卵は水田や湿地の畦畔が大好き

林縁

なカエルです。オスは畦畔の水際に穴

草地・畑

と声が共鳴して実際よりも大きく聞こ

水田

の音楽室は産卵場になります。畔塗り

を掘ってその中で鳴きます。そうする
えます。メスを呼ぶ時に大きな声は大
事なこと。カップル成立となると、こ
などの田植え準備は、彼らにとってあ

水辺

りがたいことのようです。
■春を告げる水辺の合唱
初春3月の温かい日。谷あいの水は
けが悪い田んぼや湿地では、その鳴き
声が聞こえ始めます。農閑期が終わり、
水田に水が湛えられると合唱は最高潮
を迎えます。
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【形態・生態など】
水田や湿地、その周りの草地や
林にすむ。足の吸盤が発達して
おり、主に草の上や樹上で生活
し、昆虫類やクモ類などを餌と
している。オスよりメスの方が
大きい。背面は緑色で、アマガ
エルのように色を変化させるこ
とはできない。またモリアオガ
エルのような模様のある個体は
いない。虹彩は黄色。産卵は水
辺の土中で行い、孵化したオタ
マジャクシは水中に流れ落ちる。
【大きさ】
頭胴長 オス30～40mm
メス40～55mm
【見られる時期】
春から秋（特に春）

チドリ目

チドリ科

春

ケリ

夏
秋
冬

上：農耕地で餌を探す
右上：ペア
右下：田植えの頃、ヒナが巣を出て歩き始める

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

農耕地や湿地を利用して繁殖する鳥
は多くいますが、農耕地への依存度が
田起こしや田植えなどの農作業が繁殖
しとの関係が強い鳥といえます。
■田起こしの時期を告げる鳥
と鋭い鳴き声が聴こえてきたら、繁殖
です。繁殖期は非常に攻撃的で、雌雄
が揃って鳴きながら人やカラスなどに
迫ります。

水辺

地への侵入に対する警告・威嚇の合図

水田

農耕地の上空から「キキッ、キキッ」

草地・畑

の成否に大きく関わるなど、人の暮ら

林縁

特に強いチドリの仲間です。そのため、

【形態・生態など】
頭から胸まで灰色、背は褐色、腹
部は白く胸に細い黒帯がある。
嘴は黄色で先端は黒い。飛ぶと
先が黒く白い翼が目立つ。地上
の小動物を餌にしており、4月
～6月頃に水田や背丈の低い草
地に巣を作る。チドリ類のヒナ
は卵から孵化するとすぐに巣を
離れて歩き出す。西日本の太平
洋側に繁殖地が拡大している。
【大きさ】
ハトの大きさで全長35cm、足
が非常に長い。
【見られる時期】
一年中（特に繁殖期の3月～8月
頃）

里山林

■農耕地環境に依存する鳥
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春

ウワミズザクラ

バラ科

ウワミズザクラ属

夏
秋
冬
上：白くふさふさした花は遠目にはブラシの様に見える
右上：若い果実
右下：果実は8月頃から色づく

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■桜らしくないサクラ
里山林の中でも、主に、日当たりの
よい谷間や沢の斜面などに生えていま

林縁

す。サクラといっても、ヤマザクラの

草地・畑

ではなく、小さな花が穂状にまとまっ

水田

の香りがするので「あんにんご」と呼

ように1個ずつ別々に花を咲かせるの
て咲きます。果実は8～9月に赤色から
黒色に熟します。若い実の塩漬は杏仁
ばれ、食用となります。なお、古事記

水辺

には鹿の骨を焼いて占う時、本種の板
を用いたと記されています。
■春の盛りを彩る白色の穂
開花はヤマザクラより遅く新緑の頃
です。谷沿いの道を歩いていると白い
穂が、沢沿いの新緑をさらに鮮やかに
させます。
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【形態・生態など】
落葉高木。樹皮は横に長い皮目
が目立ち、切れば強い臭気を放
つ。枝は主に灰白色で無毛また
は微毛を密生する。葉柄＊ は無
毛で長さ7～10mm、葉身＊は長
楕円形で先は長い鋭尖形、基部
は円形となり長さ8～11cm、細
く鋭い鋸歯＊ があり、基部最下
の2個の鋸歯の先端に蜜腺＊があ
る。両面とも無毛。数枚の葉と
多数の花をつけた総状花序＊ を
出す。花は葉とともに開く。花
弁は白色。
【大きさ】
樹高 6～15m
【花の時期】
4月～5月

イヌサフラン科

チゴユリ属

春

チゴユリ

夏
秋
冬

上：花は下を向いて咲く
右上：群生する個体群
右下：果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

身近な林に入れば普通に見られる花
です。地下茎による栄養繁殖＊が盛ん
ばしばあります。毎シーズンの終わり
を伸ばし、伸ばした根の先には必ず新
しい芽が作られ、翌年にはそこから新
毎年分身が増えていきます。

水辺

■春のかわいい稚児行列

水田

たに地上部が発生します。このように

草地・畑

には親株が必ず枯れますが、四方に根

林縁

で林床を覆い尽くすほど咲くこともし

【形態・生態など】
多年草。茎は高さ8～40cm、緑
色。やや角があり、枝分かれし
ないか、わずかに分枝する。葉
は 長 楕 円 形 ～ 卵 形、 長 さ3～
7cm、裏面はやや白身をおびて
光沢があり、縁に半円形の突起
がある。花は茎頂に1個、白色
で下向き～横向きにつく。
【大きさ】
草丈 8～40cm
【花の時期】
4月～6月

里山林

■分身を作って広がっていく？

4月～5月頃、可憐で小さな花をつけ
ます。ユリ科の中でも最も小さな部類
で、そのかわいらしいチゴユリがたく
さん並んでいる姿を稚児行列に見立て
たことから稚児百合と言われます。
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春

コシアブラ

ウコギ科

ウコギ属

夏
秋
冬
上：花、葉は5枚の小葉からなる
右上：若い果実
右下：美味しい若芽

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■新緑と黄葉で彩る里山の名脇役
里山の落葉広葉樹林の斜面上部から
尾根筋付近に広く生育しています。葉

林縁

は小葉5枚で構成され、同様の環境に

草地・畑

は小葉が3枚です。秋の黄葉が美しく、

生え、山菜としても食べるタカノツメ
果実は扁平な球形で10～11月に紫黒
色に熟します。和名は、樹脂を濾して

水田

ごんぜつ

金漆という、漆のような錆止めの塗料
にしたことによります。

水辺

■里山の春の味覚
早春から春にかけて若芽を天ぷらな
どにして食べます。タラノキなどとと
もに春の旬の味覚を満喫させてくれま
す。
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【形態・生態など】
落葉高木。枝は灰白色で無毛、
長楕円形の皮目がある。葉は5
枚の小葉からなり、葉柄＊ は長
さ10～20cm。小葉は倒卵形～
倒卵状長楕円形で最も大きい小
葉で長さ10～20cm、縁に先が
芒状の浅い鋸歯＊ がある。基部
は鋭形で小葉柄に流れ、表面は
無毛、裏面は測脈の基部に縮れ
た毛が散生する。枝先に円錐花
序＊ を伸ばし、多数の花をつけ
る。花弁は5枚、黄緑色。
【大きさ】
樹高 7～10m
【花の時期】
8月～9月

キリ科

キリ属

春

キリ

夏
秋
冬

上：円錐形につく花
右上：花芽
右下：果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

原産地は中国で、民家近くに植栽さ
れます。葉は大きなハート形をしてい
すと2裂します。種子は翼があり、風
材はタンスなどの家具調度品に使われ、
成長が速く、かつては女児が誕生する
■夏の兆しの紫の花

くからでも目を引きます。キリの花は、

水辺

5月から6月にかけて、淡紫色で鐘型
の花を円錐形にたくさんつけるので、遠

水田

と桐を植え、嫁ぐ際に使ったようです。

草地・畑

に舞いながら落ちる重力散布型です。

林縁

るのが特徴的です。果実は蒴果＊で、熟

【形態・生態など】
落葉高木。葉は対生＊し、長さ6
～20cmの柄がある。葉身＊は広
卵形で、長さ15～30cm、縁は
全縁だがしばしば大きな切れ込
みが入って三角または五角にな
る。表面はまばらに短い伏毛が
あり、裏面に星状毛＊ を密生し、
主脈上には腺毛＊ も混じる。花
は枝先の円錐花序＊ に多数つく。
花冠は淡紫色。
【大きさ】
樹高 8～15m
【花の時期】
5月～6月

里山林

■里山のタンスの木

新緑から緑に変わった里山に映え、夏
の兆しを感じさせます。
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春

ウラシマソウ

サトイモ科

テンナンショウ属

夏
秋
冬
上：長い付属体をつけた花
右上：鳥足状に広がる葉
右下：若い果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■性転換する植物
人家周辺の竹藪などに比較的多い植
物です。ウラシマソウの仲間のテンナ

林縁

ンショウ属は個体の栄養条件などによ

草地・畑

ますが、小型の個体は雄株になり、大

水田

実はとても目立ちますが、有毒です。お

り性転換をします。様々な要因はあり
型の個体は雌株となる傾向があります。
秋、赤く熟したトウモロコシのような
いしそうに見えても食べられません。

水辺

■変わった花が春の盛りを告げる
4月～5月頃、花の中からひょろりと
伸びた付属体＊が見られます。このひ
ょろりと伸びた付属体を浦島太郎が持
つ釣り竿の釣り糸に見立てられたこと
からウラシマソウと名づけられました。
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【形態・生態など】
多年草。球茎＊ は多数の子球を
つける。偽茎＊は葉柄＊より短い。
葉は1個、鳥足状に11～17枚の
小葉をつける。花序は葉よりも
下に位置する。仏炎苞＊ の内面
は濃紫色で白条があり、筒部は
白色をおびて淡紫褐色。花の上
につく付属体の先は長く糸状に
伸び、長さ60cm になり、全体
に平滑で暗紫色、下部は紫褐色。
【大きさ】
草丈 40～50cm
【花の時期】
4月～5月

エゴノキ科

エゴノキ属

春

エゴノキ

夏
秋
冬

上：下向きにつく花
右上：花の拡大
右下：果実（虫の寄生によって形成される虫えいが見える）

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林の谷沿いを中心に生えていま
す。実がえぐいことからエゴノキと名
ず、株立ち＊になっているものを多く
ような緑白色の虫えい＊ができること
があります。これをネコの足に見立て
マガラが好んで食べます。材は硬く、昔
に使われたそうです。
■谷沿いの白い小さな風鈴
5月末頃、白色の鈴のような花をた

水辺

は和傘の骨を束ねている部分（ロクロ）

水田

エゴのネコアシといいます。種子はヤ

草地・畑

みかけます。枝先には、バナナの房の

林縁

付けられました。幹はあまり太くなら

【形態・生態など】
落葉小高木。枝は暗褐紫色、幹
の樹皮は淡黒色で比較的平滑。
葉柄＊は長さ0.3～1cm、葉身＊
は狭楕円形～楕円形、基部はや
や鋭形～くさび形、先端は鋭尖
頭～尾状で時に微突端、長さ2
～14cm、やや薄く、裏面の脈
腋＊ に毛のかたまりがある。花
は総状花序＊に1～4個つく。花
は下向きに咲く。花冠は白色。
果実は卵円形、星状毛＊ を密布
して灰白色、8月～9月に熟す。
【大きさ】
樹高 7～8m
【花の時期】
5月～6月

里山林

■雑木林の名脇役

くさん鈴なりにつけます。谷沿いのエ
ゴノキの花は、春風に揺られ風鈴のよ
うな爽やかさを感じさせてくれます。
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春

コアジサイ

アジサイ科

アジサイ属

夏
秋
冬
上：うす紫色で涼しげな花
上：
右上：
右上：花の拡大
右下：
右下：若い果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■雑木林の爽やかな香り
里山の明るい林内や林縁、林道沿い
などに生えています。アジサイの仲間

林縁

では小形で、名前もそれに由来してい

草地・畑

やや早く咲きます。コアジサイは日本

水田

が花にやってきます。

ます。花は植栽されるアジサイよりも
で唯一香りのあるアジサイです。この
香りに誘われてハナムグリなどの昆虫
■夏の兆しを彩る清楚な花

水辺

春の終わり頃から、枝先に直径5cm
程の平らな集散花序＊を出して、多数
の小さな花をつけます。花は淡い青紫
色から白色まであり清楚で、梅雨の季
節に一時の安らぎを与えてくれます。
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【形態・生態など】
落 葉 低 木。 葉 に は 長 さ1.2～
4cm の柄があり、葉身＊は薄く、
卵形または倒卵形、先は鋭尖形
または短い尾状、基部は円形ま
たは広いくさび形で、長さ5～
8.5cm、縁には規則的でやや大
きな鋸歯＊ があり、両面に毛が
散生する。花序は枝先につき、集
散花序で、径5cm 程度。装飾花
はなく、花はすべて両性の普通
花で径約4mm、花弁は5個で反
り返り、すぐには落ちない。
【大きさ】
樹高 1～1.5m
【花の時期】
6月～7月

キク科

アザミ属

春

ノアザミ

夏
秋
冬

上：雄しべが目立つ花
右上：吸蜜に来たセセリチョウの仲間
右下：春の草地に咲く

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

多くの日本のアザミ類は夏～秋にか
けて咲きますが、ノアザミだけは春か
畔など、明るい場所に生えます。葉に
い目に合います。花（頭花＊ ）が常に
上向きに咲き、基部にあたる総苞＊片
若い葉はおひたしなどにして食べられ
■春の草地でひときわ目立つピンク色
鮮やかなピンクの花は、様々な花が

水辺

ます。

水田

が粘るのも、ノアザミの良い特徴です。

草地・畑

は鋭いトゲがあり、うかつに触ると痛

林縁

ら咲きます。その名の通り里の草地や

【形態・生態など】
山野の草地に生える多年草。日
本で最も普通に見られるアザミ
の仲間。茎は直立し、中部でよ
く分枝する。茎には白い毛が密
生するが、その量は変異が大き
い。葉は基部が茎を抱き、革質
～草質。表面には光沢がある。
根生葉＊ は普通、開花時にも残
る。葉には刺がある。花は紅紫
色で、稀に白色で2～5個つく。
総苞片は著しく粘る。
【大きさ】
草丈 50～200cm
【花の時期】
4月～6月

里山林

■春に咲く日本のアザミ類の変わり者

咲く里の草地の中でも、他にない色で
よく目立ちます。初夏の訪れを予感さ
せてくれます。
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春

クマバチ

ハチ目

ミツバチ科

夏
秋
冬
上：鼻先の黄色が目立つオス
右上：フジの花粉を集める
右下：枯れ木につくられた巣穴

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■花と共に生きるハチ
雑木林周辺に生息する大型のハナバ
チ。
「熊蜂」の和名通り、体は熊のよう

林縁

にずんぐりとし、全身が毛に覆われて

草地・畑

び、受粉させることができます。特に

水田

に見られます。

います。この特徴を生かして花粉を運
花粉の媒介を委ねる花（クマバチ媒花）
は、フジなど構造が複雑な花（蝶形花）
■春から初夏まで、花粉にまみれる

水辺

クマバチは春の季語です。春は卵を
産みつけるために、初夏は羽化したて
の新成虫に与える餌として、相当な量
の蜜と花粉を集めて花粉団子を作りま
す。
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【形態・生態など】
体は黒色。胸部に黄色の毛が密
生する。針を持つのはメスのみ。
強い毒はないが、針が太くて刺
されると痛い。成虫は、年に1
回発生し、成虫で越冬する。乾
いた枯れ木に30cm 程の巣穴を
堀り、花粉団子を詰めた育児室
を作る習性から「大工蜂」とも
呼ばれる。食性は花蜜、花粉。花
に頭が入らない場合は丈夫な顎
と太い口吻＊ を生かして花の根
元に穴を開け蜜だけ得る（盗蜜）
。
【大きさ】
体長 22mm
【見られる時期】
成虫 3月～10月

カッコウ目

カッコウ科

春

ホトトギス

夏
秋
冬

上：体形が猛禽類に似ている
上：
右上：
右上：枝の上で休息
右下：
右下：背面は灰褐色

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

5月初旬になると、夏鳥として南ア
ジアから日本に渡ってきて、主にウグ
を育ててもらいます。このため、ウグ
す。ウグイスはササ類の多い山林周辺
の藪や草原を好むので、本種もこのよ
はウグイスと同じチョコレート色です。
鳴き声は「テッペンカケタカ」
「特許
許可局」などと聞きなされ、激しい鳴

水辺

■初夏の訪れを告げる鳥

水田

うな環境でよく鳴き声を聞きます。卵

草地・畑

イスが生息している場所にやってきま

林縁

イスの巣に卵を産み込み（托卵）
、ヒナ

【形態・生態など】
背面は灰褐色で、腹は白地に横
斑があり、尾羽は長く白斑が混
じる。山林に単独ですみ、自分
では巣を作らずウグイスなどの
巣に卵を産みウグイスを仮親と
して育てさせる。餌は昆虫類が
ほとんどで、他の鳥があまり食
べない毛虫を特に好む。5月の
渡来期には飛びながら昼夜かま
わずに鳴く。
【大きさ】
全長28cm、カッコウとよく似
るがカッコウは35cm と大きい。
【見られる時期】
5月～10月

里山林

■想い鳥はウグイス ?

き声から冥途との間を往来する鳥など、
伝説や言い伝えの多い鳥です。
「目には
青葉 山ほととぎす 初鰹」
（素堂）と
俳句にも詠まれました。
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春

オオバノトンボソウ

ラン科

ツレサギソウ属

夏
秋
冬
上：林床に咲く花
右上：トンボのような花
右下：距が長く目立つ花

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■里山林に咲くトンボソウ
別名にノヤマノトンボソウとあるよ
うに里山林の林内に生育しています。

林縁

落葉広葉樹林やマツ林、都市緑地でも

草地・畑

■春の終わり、こんな所にトンボが？

よく見ることができます。
オオバノトンボソウの名前の由来は
「大きい葉のトンボソウ」です。
「トン

水田

ボソウ（蜻蛉草）
」はやや湿った場所に
生えるランで、名前が示すように花の

水辺

姿がトンボに見えることから名付けら
れました。オオバノトンボソウも同様
に、春の終わりにトンボのような花を
つけます。林内で見たら、なんでこん
な所にトンボが !? と思うかもしれませ
ん。
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【形態・生態など】
多年草。茎は高さ20～60cm で
稜が目立つ。葉は下方の2～3個
が大きく、長楕円形、長さ7～
12cm、上方のものはしだいに
小さく披針形となる。黄緑色の
花を10～25個まばらにつける。
苞＊ は広披針形、縁に細かな突
起がある。背萼片＊は広卵形、長
さ4～5mm。側萼片＊は狭長楕
円形で背萼片より長い。側花弁
は半切卵形、背萼片よりわずか
に短い。唇弁＊ は6～8mm、先
端 は 後 ろ に そ る。 距 ＊ は12～
15mm、斜め下に伸びる。
【大きさ】
草丈 20～60cm
【花の時期】
6月～7月

大阪の
生きもの

カンサイタンポポとセイヨウタンポポ
タンポポ調査・西日本実行委員会

木村

進

里山に黄色いタンポポの花が咲き始めると誰しも春の訪れを実感
します。近畿以南の里山の草地には、植物名に関西がつく唯一の野
草であるカンサイタンポポが多く見られます。この学名は Taraxacum
japonicum で、約20種類ある日本のタンポポの代表です。近年は開
発の進行で外来種のセイヨウタンポポなどに押され気味でしたが、私
たちが大阪で1975年から5年ごとに続けている市民調査では、大阪
のカンサイタンポポを含む在来種の割合は1975年の63.8％から、
2005年には29.9％にまで減少したものの、その後は増加に転じ、
2015年には35.3％まで在来種が復活してきています。
また、以前は花を包んでいる緑色の総苞＊外片が上向きだと在来種、
反り返ると外来種と簡単に見分けることができました。ところが、
1990年頃から両者の中間タイプが見られるようになり、これは DNA
解析から両種が交雑した雑種であることがわかりました。詳しく調
べると、外見がセイヨウタンポポのように見えるものの中で、2005
年には約56％が、2015年には約67％が雑種であることが判明しま
した。

左：カンサイタンポポ（在来種）
総苞外片が完全に上向きで、全体的に小さい
中：典型的なセイヨウタンポポ（外来種）
右：在来種と同じように総苞が上向きになる雑種タンポポ
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里山の

夏

梅雨が明けると、強い陽射しが照りつけます。
水面を泳ぐカエル、稲の葉につかまっているバッタやイナゴ、
木霊するセミの鳴き声。
田んぼでは稲穂が出始めます。
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夏の慣わし

盆花
みそぎ

はぎ

禊と萩を略したもの。
花を束ね、水に浸してお
供え物のお祓いに使われ
ます。

禊萩

みそはぎ

夏の風景 樹液に集まる虫
ランチにはオオムラサキ、
オオスズメバチ、カナブ
ンが。ディナーにはカブ
トムシ、クワガタ、スズ

メガが。

樹液のレストラン

夏の行事

夏の昆虫のスーパースタ

ーが勢ぞろいします。

蛍狩り
成虫の期間の短さにはか
ない想いを寄せ、蛍が舞
う姿を鑑賞します。

蛍

ほたる

55

夏の生きもの暦
二十四節気
新 暦

芒 種

夏 至

小 暑

大 暑

6/5 ～ 20

6/21 ～ 7/6

7/7 ～ 21

7/22 ～ 8/6

梅 雨

夏の盛り

イの花が咲く 58
ネムノキの花が咲く 59
ササユリの花が咲く 60
オカトラノオの花が咲く 61
ウツボグサの花が咲く 62
ホタルブクロの花が咲く 63
アオバズクの子育て 64
ヒメボタルが光る 65

ゲンジボタルが光る 66
ヘイケボタルが光る 67
カブトエビが田で泳ぐ 68
ケラが鳴く 69
クチベニマイマイをよく見る 70
モリアオガエルが卵を産む 71
ツユムシ類が葉にとまる 72
スミナガシが飛ぶ 73
アサギマダラの渡り 74
オオミズアオが飛ぶ 75
ナナフシが樹にとまる 76
タマムシが飛ぶ 77
ヤマカガシの子育て 78
ヤブガラシの花が咲く 79
オオムラサキが樹液を吸う 80
ゴマダラチョウが樹液を吸う 81
サトキマダラヒカゲが樹液を吸う 82
カブトムシが樹液をなめる 83
カナブン類が樹液をなめる 84
オニヤンマが飛ぶ 85
ヒグラシが鳴く 86
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（○の数字は掲載ページを示す）

立 秋

処 暑

8/7 ～ 22

8/23 ～ 9/6
夏の終わり

秋の兆し

ふそうほたるとなる

なつかれくさかるる

はすはじめてひらく

芒種（6/10頃）

夏至
（6/21頃）

小暑
（7/12頃）

きりはじめてはなをむすぶ

ひぐらしなく

こくものすなわちみのる

大暑（7/22頃）

立秋
（8/12頃）

処暑
（9/2頃）

腐草為蛍

桐始結花

乃東枯

寒蝉鳴

蓮始開

禾乃登

～9/ 末

～9/ 末
ミソハギの花が咲く 87
ツクツクボウシが鳴く 88

～9/ 末
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春

イ

イグサ科

イグサ属

夏
秋
冬
上：水辺に生育
右上：花
右下：果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■畳の原料として今も栽培される
里山の水湿地にごく普通に見られま
すが、
「畳表」の原料として栽培（正確

林縁

にはコヒゲというイの栽培品種）され、

草地・畑

灯心に用いたことから、
「灯心草」とも

水田

もなく、針のような形の照りのある草

い ぐさ

藺草とも呼ばれます。茎の中心部分を
呼ばれます。何かと身の回りに使われ
てきた野草です。地味ですが、葉も何
体が束になって生えるという、ユニー

水辺

クな見た目をしています。ちなみに
「イ」は最も短い標準和名です。
■畳は夏の香り
イは夏の季語です。イは6月～7月に
収穫されます。夏の日差しの中、イの
大きく育った株を見ると、青々した畳
の香りを思い出します。
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【形態・生態など】
多年草。茎は円筒状で細い縦溝
が 多 数 あ り、 下 部 の 径 は1～
2mm。茎の基部は鱗片＊状に退
化した赤褐色で光沢のある葉が
ある。花は小さく緑褐色で集散
花序＊ となる。花序は茎頂につ
くが、茎と同形の苞＊ が伸びる
ため、まるで茎の途中に花序が
ついているように見える。
【大きさ】
草丈 30～100cm
【花の時期】
6月～9月

マメ科

ネムノキ属

春

ネムノキ

夏
秋
冬

上：ピンク色の花と偶数羽状複葉＊の葉
右上：明るい場所に生育
右下：若い果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山の若い林や、伐採跡の低木林な
どに生えていることが多いです。裸地
再生してくれる先駆性の樹木です。名
っているように見えることによります。
葉柄＊基部や花床に蜜が多く、大型の
ごうかん ひ

樹皮は漢方で「合歓皮」とよばれ、打
■夏を彩るピンクの花
初夏から盛夏、枝先に頭状花序＊の

水辺

撲傷や咳止めに用いられます。

水田

アゲハ類や甲虫類がよく集まります。

草地・畑

前は、夜間や曇天時に小葉が閉じて眠

林縁

にいち早く侵入し、成長を始めて森を

【形態・生態など】
落葉高木。葉は互生＊し、7～9
対の羽片をつけ、葉柄の基部に
蜜腺＊がある。羽片は楕円形、長
さ5～15cm。小葉は15～30対
あり、無柄、狭卵状楕円形で鋭
頭、長さ10～17mm。10～20
花が頭状花序に集まり、それら
が枝頂に円錐花序をつくる。花
冠は萼の2～2.5倍の長さ、裂片
は卵形で外面に白短毛がある。
雄しべは長さ25mm、桃紅色。
【大きさ】
樹高 8～12m
【花の時期】
7月～8月

里山林

■里山を支える眠りの木

集まった円錐花序＊をつけます。円錐
花序は、美しい淡紅色の雄しべが見ら
れ、夏の緑を彩ります。
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春

ササユリ

ユリ科

ユリ属

夏
秋
冬
上：花
右上：草地などに生育
右下：花弁が散った後、ふくらむ実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■西日本の里山を代表するユリ
西日本の山野や疎林に生えるユリの
仲間です。和名は葉がササに似ている

林縁

ことから名付けられたと言われていま

草地・畑

のユリを代表する種です。日本固有種

水田

あり、古くから日本人に愛でられてき

す。淡いピンク色の花は美しく、里山
で、
「古事記」には「神武天皇が三輪山
を訪れた際に咲いていた」との記述も
た種です。近年は生育環境の減少や盗

水辺

掘などで、姿を消していっています。
■夏の日差しをひととき忘れる美しさ
里山で本種を見かければ、その美し
さに息を飲むでしょう。花には香りが
あり、他の花が少なくなる初夏～夏の
里山では、ササユリの存在感は格別な
ものです。
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【形態・生態など】
多年草。鱗茎＊は卵形で白色。葉
は披針形で、長さ8～15cm、互
生＊し、はっきりした葉柄＊があ
る。あまり多くの枚数はつかな
い。花は茎頂に数個つき、横向
きに開く。花は淡いピンク色で
漏斗状、花被片＊ は倒披針形で
長さ10～15cm、内花被片が幅
広く、先はやや反り返る。花粉
は赤褐色。形態の変異が大きく、
葉の広いもの、狭いもの、花の
白いものもある。
【大きさ】
草丈 50～100cm
【花の時期】
6月～8月初旬

サクラソウ科

オカトラノオ属

春

オカトラノオ

夏
秋
冬

上：虎の尾に見立てられる花
右上：群生する個体
右下：若い果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

和名の由来は花序を「虎の尾」に見
立てたことから付けられたようです。本
生えるのでオカトラノオと言いますが、
ノオ」という種もあります。里山では
草地一面に群落を作っている姿も見ら
に揺らぐ白い花々からは、和名の獰猛
■夏の訪れをつげる白い花
本種は梅雨が明け、夏の厳しい日差
しと暑さが始まろうとする頃に咲き始

水辺

さは微塵も感じられません。

水田

れます。夏の日差しを浴びながら、風

草地・畑

よく似た種で湿地に生える「ヌマトラ

林縁

種は日当たりの良い丘陵など、
「丘」に

【形態・生態など】
日当たりの良い丘陵の草地など
に生える多年草。長く横に這う
地下茎から茎を直立に出し、時
に大きな群落となる。葉は互生＊
し、長楕円形または狭卵形、長
さは6～13cm、幅は2～5cm。
先は鋭く尖り、基部は狭くなっ
て短い柄となる。葉の裏面には
腺点＊ がある。茎の先に長い総
状花序＊ をつける。花序は直立
せずに垂れ下がる。果実は卵球
形で直径約2.5mm。
【大きさ】
草丈 60～100cm
【花の時期】
6月～8月初旬

里山林

■里山に咲く優しげな「虎の尾」

めます。一面の白い花畑は清々しく、梅
雨明け後の一瞬の心地よさと重なりま
す。
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春

ウツボグサ

シソ科

ウツボグサ属

夏
秋
冬
上：群生する花
右上：花に吸蜜に来たダイミョウセセリ
右下：枯れたような色の果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■夏の里山の草地を彩る
漢字では「靫草」と書き、花穂が矢
を入れる靫という道具に似ていること

林縁

から名付けられました。畔や明るい草

草地・畑

花序のわりに大きな花弁がいくつも輪

水田

立ちます。夏の里山の草地を代表する

地に生育します。草丈は低いのですが、
生＊し、地下茎で広がって群落になっ
ていることも多く、紫色の花はよく目
種の一つです。

か ご そう

水辺

■夏に花は枯れてしまう「夏枯草」
梅雨の頃から咲き出した花が、盛夏
の時期には褐色になり枯れたように見
か

ご そう

えることから、
「夏枯草」とも言います。
ウツボグサの花を楽しめる期間は短い
です。枯れた姿が名前になる、珍しい
例ではないでしょうか。
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【形態・生態など】
山野の草地に生える多年草。全
草に曲がった毛が多く、花が終
わる頃に先端に数対の葉を密に
つけた地を這う枝を短くのばす。
茎は四角く稜がある。葉は1～3
cm の葉柄＊があり、卵状長楕円
形、長さは2～5cm 程度。茎頂
に長さ3～8cm の花序をつけ、
濃い紫色の花を密につける。花
は消炎、利尿の効果がある薬草
として用いられる。
【大きさ】
草丈 10～30cm
【花の時期】
6月～8月初旬

キキョウ科

ホタルブクロ属

春

ホタルブクロ

夏
秋
冬

上：白色のホタルブクロ
右上：ピンク色のホタルブクロ
右下：ヤマホタルブクロ

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

花は大きな釣鐘形で、長さが4～5cm
あり、子供たちがホタルを捕まえて中
付けられたと言われています。里山の
た種に「ヤマホタルブクロ」という種
もありますが、その名の通りホタルブ
の部分に反り返る付属体＊がないこと
■ホタルとともに初夏の里山を彩る
里山で、他に咲く花が少なくなる梅
雨どきから開花し始めます。ホタルの
成虫が現れる時期と重なっており、と

水辺

で区別できます。

水田

クロよりも標高の高い場所に多く、萼

草地・畑

土手や林縁でよく見られます。よく似

林縁

に入れて遊んだことから「蛍袋」と名

【形態・生態など】
山野の日当たり良い～半日陰の
草地、林縁などに生育する多年
草。茎はほぼ無毛～有毛。地際
から出る葉は卵心形で翼のある
長い葉柄＊ があるが、花時には
枯れる。葉は互生＊ し、基部は
ややくさび型、下部の葉は柄が
あるが、上部では短いか無くな
る。花の色は白～濃紅紫まで変
化に富む。マルハナバチなどの
ハチ類が花の内部に採蜜のため
に入り込む過程で花粉が媒介さ
れる。
【大きさ】
草丈 15～100cm
【花の時期】
6月～8月下旬

里山林

■子供の遊び道具になる野草

もに里山の初夏の風物詩といえるでし
ょう。
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春

アオバズク

フクロウ目

フクロウ科

夏
秋
冬
上：日中、巣の近くにとまる成鳥
右上：成鳥（左）と巣立ちビナ（右）
右下：巣立ちビナ

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■鎮守の森の愛らしい住人
新緑がまぶしい5月頃、樹洞 のある
＊

大木の森に東南アジアから渡ってくる
林縁

フクロウの仲間です。大木のある鎮守

草地・畑

から「ホウホウドリ」とも呼ばれ、昔

水田

まえて食べます。夜の街灯に集まる虫

の森で暮らし、鳴き声もよく通ること
からこの声が初夏の風物詩として親し
まれてきました。夜になると昆虫を捕
は狙い目です。

水辺

■蛍舞う夜の風情ある鳴き声
木々が青葉を広げる新緑の頃に鳴き
声が聞こえ始めることから、この名が
あります。生暖かい夜に「ホッホウ、ホ
ッホウ」とよく通る鳴き声が聞こえる
と、いよいよ夏の訪れを実感して嬉し
くなります。
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【形態・生態など】
全身茶褐色で、胸から腹にかけ
ては白地に褐色の縦型まだら模
様がある。フクロウ特有の目は
大きく黄色。夜間に主に昆虫類
（トンボ、セミ、甲虫類）を食べ
る。樹洞に卵を産みヒナを育て
る。秋になると東南アジアに渡
る。大阪北部の豊能町にある大
ケヤキには毎年コノハズクがや
って来て繁殖している。
【大きさ】
全長 27～30cm
【見られる時期】
5月～9月

コウチュウ目

ホタル科

春

ヒメボタル

夏
秋
冬

上：成虫
上：
右上：
右上：林床で発光する
右下：
右下：ヘイケボタルより小さい幼虫

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

よく光るホタルの一つですが、知名
度は低いです。平地から山地までのあ
息し、メスは後翅が退化し飛ぶことが
動範囲が限られています。分布を拡大
することがなく局所的に生息していま
■初夏に現れる小さい森の妖精
から、妖精に喩えてこう呼ばれます。5
月～6月の繁殖期には、フラッシュの
ように鋭く光り、短い間隔で歯切れよ

水辺

人目につかない森の中に現れること

水田

す。日本の固有種。

草地・畑

できず、オスは飛ぶ力が弱いため、行

林縁

まり人が近づかないような森林内に生

【形態・生態など】
体は黒色、胸部はピンク色。ヘ
イケボタルより一回り小さい。
成虫は年に1回発生し、幼虫で
越冬する。局所的に生息するた
め、形態も生態も地域により違
いが見られる。幼虫は陸生の貝
を食べて土の中で蛹になり、羽
化後、成虫は土の上にパラパラ
と卵を産む。オスは飛びながら、
メスは草木にとまったまま発光
する。
【大きさ】
体長 6～9mm
【見られる時期】
成虫 6月
幼虫 地域により違いがある

里山林

■森のホタルとよばれる陸生のホタル

く明滅します。
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春

ゲンジボタル

コウチュウ目

ホタル科

夏
秋
冬
上：発光する成虫
右上：光跡
右下：幼虫

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■小川や水路で幻想的に光る虫
「ホタル」といえば本種を指します。
幼虫は水がきれいで流れが速い所に生

林縁

息し、6月～7月に成虫はその周辺を飛

草地・畑

成虫まで、それぞれの生長過程で必要

水田

域ぐるみでその環境を守る取組みが見

びます。また、生息するには、卵から
な環境が整っていることが重要です。
環境の変化に敏感に反応するため、地
られます。日本の固有種。

水辺

■初夏の風物詩の「蛍狩り」
「蛍狩り」とは、蛍を鑑賞する年中行
事で夏の季語ですが、強く光り、光る
間隔も長く、円を描くように優雅に飛
ぶ本種がもっとも親しまれています。
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【形態・生態など】
体は黒色、前胸部の左右にピン
ク色が入る。大型のホタル。成
虫は年に1回発生し、幼虫は水
中で越冬する。生息に必要な条
件は、長い幼虫期間、餌となる
カワニナ（巻貝）が豊富に生息
する、蛹になるために上陸でき
る土の川岸、成虫が卵を産みつ
けるための苔など。日中は木や
草の陰でじっととまっており、日
の入りから夜中まで3回程活発
に飛ぶ。
【大きさ】
体長 12～18mm
【見られる時期】
成虫 6月～7月（内の1ヶ月程）
幼虫 8月～5月

コウチュウ目

ホタル科

春

ヘイケボタル

夏
秋
冬

上：成虫
右上：葉の上で発光
右下：右ゲンジボタル、左ヘイケボタル

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

ゲンジボタルと並び身近で光るホタ
ル。幼虫は水がたまり、ゆるやかな流
り飛ばず、その周辺の葉の上によくと
力の強いホタルです。ゲンジボタルに
比べ、生息範囲が広く活動時期も7月
じ時期に発生し、入り交じって光るこ
■夏の盛りに瞬く星のよう
ゲンジボタルに比べ、光はあまり強
くなく、光る間隔も短いですが、光り

水辺

ともあります。

水田

～8月と長いため、2種が同じ水域の同

草地・畑

まっています。汚れた水にも強く生命

林縁

れの所に生息しています。成虫はあま

【形態・生態など】
体は黒色、前胸部の左右にピン
ク色が入る。ゲンジボタルより
一回り小さい。成虫は年に1回
発生し、幼虫は水中で越冬する。
幼虫はモノアラガイなどを食べ、
水際近くの畔などの斜面で蛹に
なり、羽化後、成虫は苔や草の
根元に卵を産みつける。日中は
木や草の陰でじっとしており、日
の入りから夜中まで3回ほど活
発に飛ぶ。
【大きさ】
体長 7～10mm
【見られる時期】
成虫 7月～8月
幼虫 9月～6月

里山林

■湿地や水田で瞬くように光る虫

方に特徴があり、明滅時に星が瞬くよ
うに光り直線的に飛びます。
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春

カブトエビ類

背甲目

カブトエビ科

夏
秋
冬
上：水底を泳ぎまわるカブトエビ（背面）
右上：アジアカブトエビ（腹面）
右下：カブトエビ（背面）

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■田んぼの除草屋
餌を取ったり、産卵のために田んぼ
の水底を掘り返しながらせわしなく泳

林縁

ぎ回ります。その作用が雑草の若い芽

草地・畑

れます。かつては田んぼの雑草防除に

水田

卵」として休眠するため、乾田化する

を掘り上げるため、
「草取り虫」と呼ば
利用する試みもありました。卵は乾燥
に強く、田んぼが干上がっても「耐久
冬の田んぼにも上手く適応しています。

水辺

■夏の始まりを感じる甲殻類
代掻きが終わった田んぼに水が入り、
水温が上がると、幼生が孵化します。寿
命は1ヶ月程のため、夏の盛りの頃に
は見る機会が減ります。
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【形態・生態など】
頭部、胸部、腹部の3部からな
り、頭部と胸部の背面を背甲が
覆い、オタマジャクシ状の体型
に見える。腹部の先には2股に
分かれた長い尾がある。3億年
程前からほとんど姿が変わって
いないことから「生きた化石」
とも呼ばれる。日本には在来と
考えられる唯一のアジアカブト
エビの他、外来のアメリカカブ
トエビ、ヨーロッパカブトエビ
が生息しており、近年和歌山県
でオーストラリア産のカブトエ
ビが確認された。
【大きさ】
体長 20～40mm
【見られる時期】
5月～7月

バッタ目

ケラ科

春

ケラ

夏
秋
冬

上：水に浮いて水面を泳ぐ
右上：土の上のケラ
右下：小さな幼虫

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

田んぼの畔や畑など水気を多く含ん
だ場所に巣穴を掘って生息します。春、
出てきて水面を泳いでいたり、夜は灯
不自然な盛り上りや何かが這った後な
どは本種が土の中を進んだ痕跡です。
てきます。
鳴き声は地中からですが、巣穴に共
鳴するため周囲に響き渡ります。聞き
なしは「ビ－－－－－」で初夏の繁殖期

水辺

■初夏の田んぼに響く声

水田

指で掴むと前脚で力強く指を押しのけ

草地・畑

火に飛んでくることがあります。土の

林縁

田んぼに水が入る頃、地中から慌てて

【形態・生態など】
体は茶褐色でコオロギ類に近い。
表面には細かい毛が生えており
水や土をはじく。俗称はオケラ。
寿命は2年程で成虫と幼虫で越
冬する2パターンがある。
前脚が大きく発達し指状に分か
れており、効率良く土を掘るこ
とができる。食性は雑食性で植
物の根や種子、他の小昆虫、ミ
ミズなどを食べる。地中、陸、水、
空と行動範囲が非常に広い生き
ものである。
【大きさ】
体長 30～35mm
【見られる時期】
成虫 1年中

里山林

■地中で生活するコオロギの仲間

には特にオスが大きな声で鳴きます。
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春

クチベニマイマイ

有肺目

オナジマイマイ科

夏
秋
冬
上：殻の口の縁が赤色をしている
右上：乾燥した日は殻の中に籠る
右下：雨の日は活発に枝を移動

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■夜と涼しい時しか働きません！
主に里山の樹上でくらし、3月～11
月の湿度の高い時に活動します。好き

林縁

嫌いなく、花、葉っぱ、キノコ、藻類

草地・畑

は人家の石垣や木に登り活発に活動し、

水田

期も苦手なので11月～3月頃まで冬眠

などなんでも食べます。湿度の高い時
湿度が低くなると活動をやめて日陰に
避難します。乾燥に弱く、また寒い時
します。

水辺

■雨雨ふれふれもっと降れ！
普段は湿度の高い夜に活動しますが、
梅雨の時期は雨が降って湿度が高くな
ると、いつもはみかけない日中でも活
動する姿を見る事ができます。
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【形態・生態など】
「クチベニマイマイ」の名前は殻
の口の縁が口紅を塗ったような
鮮やかな赤紫色をしている事か
ら名付けられた。殻の色は主に
白色で、体の横にある赤色の横
線模様はそれぞれの個体で模様
の入り方に違いがある。
ごくまれに寄生虫を体内にもっ
ていることがあり、触れた後に
はしっかり手を洗う必要がある。
【大きさ】
殻高 20～24mm
殻径 26～37mm
【見られる時期】
3月～11月

無尾目

アオガエル科

春

モリアオガエル

夏
秋
冬

上：1匹のメスに数匹のオスが群がる
右上：成体
右下：卵から孵った樹上のオタマジャクシ

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

のカエル
森にすむ緑色のカエルで、指が長く
ます。水中に卵を産まず、ため池の上
泡に包まれた卵を産みつけます。泡の
中でオタマジャクシに育つと、泡玉か
す。その後、夏のうちにカエルの姿に
■梅雨入り前の泡玉づくり
水辺の上にかぶさる木々が産卵場所
となりますが、オタマジャクシが泡か
ら出てきて落水するには、雨が待たれ

水辺

変わり、樹上生活を始めます。

水田

らぬけだして池へと落下し、自立しま

草地・畑

に突き出た枝葉に野球ボールサイズの

林縁

吸盤が発達していて樹上で生活してい

【形態・生態など】
名前の通り森に生息し、成体は
水田や草地など開けた環境で見
ることは無いが、山間地の水田
にも産卵する。樹上に生息し、
昆虫類などを餌としている。オ
スよりメスの方が大きい。よく
似たシュレーゲルアオガエルよ
りも大型で、皮膚がザラザラし
ていること、瞳の色が赤味であ
ることや鼻先の形などで見分け
られるが、小型の幼体などでは
非常に難しい。
【大きさ】
頭胴長 オス40～60mm
メス60～80mm
【見られる時期】
春から秋（特に初夏）

里山林

■樹上こそが楽園？産卵場所まで樹上

ます。前後はあるものの梅雨は大事な
産卵要素です。
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春

ツユムシ類

バッタ目

キリギリス科

夏
秋
冬
上：葉の上にとまるツユムシ
右上：背面に1本のすじが通るセスジツユムシ
右下：花やつぼみなどを食べる

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■いつも葉の上で見かけるバッタ
ツユムシ類はツユムシ科に属する昆
虫を指す。明るい草原から林縁まで普

林縁

通に生息し、丈の高い草や低木、樹上

草地・畑

ギリスですが、きゃしゃな体をしてい

水田

タのようにすぐには飛ばず、じっとし

でじっととまっています。小型のキリ
ます。後脚が細くジャンプ力があまり
ないためか、人が近付いても他のバッ
てその場を切り抜けようとします。

水辺

■初夏、バッタの勢いが増す頃
田植えが始まる頃、至る所でバッタ
の幼虫を見かけます。ツユムシ類の幼
虫は新芽やつぼみ、花、若い実などを
食べ、ぐんぐん育っていきます。
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【形態・生態など】
体は緑色。腹部は平べったい。
翅、後脚、触覚が長い。成虫は
年に1～2回発生し、卵で越冬す
る。成熟するとオスはメスに背
中を向けながら交尾を促す。食
草＊ などの茎を齧り、産卵管を
差し込んで卵を産みつける。日
中も夜も鳴くものと夜だけ鳴く
ものの2パターンがある。鳴き
声は小さい。食性は草食性。
【大きさ】
全長 29～47mm
【見られる時期】
成虫 6～11月

チョウ目

タテハチョウ科

春

スミナガシ

夏
秋
冬

上：樹液を吸う。特徴的な真っ赤な口吻＊
右上：翅を広げてとまる
右下：終齢幼虫＊

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

幼虫の餌であるアワブキは、明るい
雑木林に生育する落葉小高木です。近
暗くなってしまい、生育域が狭まって
少なくなってしまいました。大阪府で
は準絶滅危惧種に指定。黒っぽい、す
ができません。
「墨流し」の和名は、翅の模様を墨を
流してできた模様にたとえています。灰
黒地に青緑がかったしぶい色合いが美
しく、夏の光が当たると一段と青っぽ

水辺

■夏に見る、最も風流なチョウ

水田

ばしっこいチョウでなかなか見ること

草地・畑

います。これと同時に本種の個体数も

林縁

年、あまり林の手入れが入らず林内が

【形態・生態など】
成虫は年に2回発生し、蛹で越
冬する。日中は葉の裏でじっと
とまっており、夕方から活発に
動く。その優雅な姿とは裏腹に、
直線的に速いスピードで飛び、
すばしっこい。日本には本種以
外に似た種のタテハチョウは分
布しないので、見分けやすい。幼
虫は葉をかじりながら葉の葉脈
にそっくりに擬態し、蛹は虫の
食い跡までつけた枯葉に擬態す
る。
【大きさ】
開張 50～65mm
【見られる時期】
成虫 5月～9月
幼虫 7月～11月

里山林

■アワブキと共に生きる森林性昆虫

く見えます。
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春

アサギマダラ

チョウ目

タテハチョウ科

夏
秋
冬
上：オスは後羽の裏側に黒斑がある
右上：警戒色（鳥などに食べられないように）の幼虫
右下：ヒヨドリバナの蜜を吸う

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■海を渡るチョウ
山地に生息し、前翅と後翅の色が異
なる大型のチョウ。秋に日本本土から

林縁

南下して南西諸島や台湾へ渡ります。

草地・畑

も北上しています。大阪周辺では年に

水田

らは日本本土で羽化したものと推測さ

少数ですが初夏からその逆のコースで
2回、初夏に北上する個体、秋に南下
する個体を見ることができます。これ
れています。

水辺

■初夏に優雅で涼しげに飛ぶチョウ
あまり羽ばたかずにふわふわと優雅
に飛び、驚くと空高く舞い上がります。
和名通り「浅葱」の青緑色が半透明
の翅にあらわれ、その姿も涼しげです。
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【形態・生態など】
体は白と黒のまだら模様。翅は
半透明で鱗粉が少ない。前翅は
黒地、後翅は褐色地で青緑色の
斑点が並ぶ。成虫は北海道南部
から沖縄まで全国的に分布する
が、越冬できるのは北関東以南
に限られる。幼虫の食草＊は、キ
ジョラン、イケマ、カモメヅル
など。成虫は秋の渡りの途中に
休憩や吸蜜のため、好んでフジ
バカマ、ヒヨドリバナなどの花
に大量に集まる。
【大きさ】
開張 80～100mm
【見られる時期】
成虫 4月～10月
幼虫 11月～3月

チョウ目

ヤママユガ科

春

オオミズアオ

夏
秋
冬

上：日中はよく翅を広げてぶらさがっている
右上：幼虫
右下：触角が羽毛状のオス

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

大型のガ。幼虫はクヌギ、カエデ、サ
クラなどの広葉樹の葉を食べます。脱
は 食 欲 も か な り 旺 盛 で、 体 長 は70いる姿を見ることができます。初夏と
夏の2回発生する成虫は、口が退化し
蓄えた養分だけで一週間程生き延びま
■初夏に現れる「月の女神」
「大水青」の和名通り、翅が大きく鮮
やかな水色で、後翅が尾のように細長

水辺

す。

水田

ており、餌は何もとらず、幼虫の時に

草地・畑

80mm 程になり、木の枝先にとまって

林縁

皮を繰り返し、終齢幼虫＊になる頃に

【形態・生態など】
成虫は年に2回発生し、蛹で越
冬する。夜行性で照明などの灯
りに集まり、日中は翅を広げた
まま動かずじっととまっている。
しばしば散乱した翅を見かける
が、体の大きさや色からもよく
目立つため、鳥に補食されやす
い。幼虫は体の表面全体に棘が
生えており、触ると痛みを感じ
るが毒は持っていない。葉の間
に繭をつくって越冬する。
【大きさ】
開張 80～120mm
【見られる時期】
成虫 4月～8月
幼虫 6月～10月

里山林

■広葉樹の葉をたくさん食べる幼虫

く伸びています。その姿が月夜に照ら
され印象的なことからこう呼ばれます。
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春

ナナフシ類

ナナフシ目

ナナフシ科

夏
秋
冬
上：緑色のエダナナフシ
右上：枯枝のようなナナフシモドキ
右下：幼虫

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■木の枝そっくりに擬態するムシ
「ナナフシ」はナナフシ目に属する昆
虫の総称。特徴は木の枝に6本の脚が

林縁

生えたような体型と木の枝に擬態する

草地・畑

シモドキ、エダナナフシ、トゲナナフ

水田

多くは翅がなく飛ぶことができないた

ことです。よく目にするのは、ナナフ
シなどです。平地から山地の日当たり
の良い雑木林や林縁に生息しています。
め、ゆっくりと草木の枝や幹、葉の上

水辺

を歩いています。
■初夏、最も長い枝 !? に成長する時
夏には成長し、体長は大きい個体で
110mm 程にもなります。木の幹など
にとまる時は長い前脚を伸ばして張り
つくため、さらに長い枝 !? に見えます。
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【形態・生態など】
体は緑色や褐色で背景に同化す
る。成虫は、年に1回発生し、卵
で越冬する。幼虫は孵化した時
から成虫と同じ姿をしている
（不
。ナナフシモドキの
完全変態＊）
メスは交尾をしなくても卵を産
。多
むことができる（単為生殖＊）
くの個体がメスでオスは非常に
少ない。卵は植物の種に似てお
り、地面にぽろぽろと産み落と
す。食草＊ は、サクラ、クヌギ、
コナラなど。
【大きさ】
体長 57～112mm
【見られる時期】
成虫 6月～12月
幼虫 4月～5月

コウチュウ目

タマムシ科

春

タマムシ

夏
秋
冬

上：成虫
右上：触角から爪先まで金属光沢がある
右下：飛翔する

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

特殊な金属光沢を持つ。夏、伐採直
後のエノキなどの切り株や半枯れの丸
てから年月が経った木を使うことはあ
木の中にいます。幼虫は朽ち木をかみ
砕いて食い進み2～3年程で蛹になり、
幼虫も成虫も手入れされた林の周辺で
■夏の夕方の垂直、低空飛行
体をほぼ垂直にした特殊な姿勢でゆ
っくりと食樹の周りを飛行する姿は夏

水辺

一生を過ごします。

水田

成虫は朽ち木に穴をあけ脱出します。

草地・畑

りません。卵から成虫までずっと朽ち

林縁

太のくぼみに卵を産みつけます。朽ち

【形態・生態など】
本土に分布する最大のタマムシ。
成虫は年に1回発生する。触覚
から脚の爪まで全ての体の表面
に金緑色の金属光沢があり、背
中に虹のような赤と緑の縦じま
模様が入る。翅を集めて作られ
た玉虫厨子は有名。上翅と下翅
の長さは同じ位で、下翅を折り
たたむ必要がないためすぐに飛
び立つことができる。成虫はエ
ノキ、ケヤキ、サクラなどの葉
を食べる。
【大きさ】
体長 30～41mm
【見られる時期】
6月～9月

里山林

■手入れが入った雑木林と共に生きる

の風物詩です。また、不意に手の届く
位置まで降りてくるので、容易に手で
触ることができます。
77

春

ヤマカガシ

有鱗目

ナミヘビ科

夏
秋
冬
上：斑紋が不明瞭な成体
右上：水面を泳ぐ
右下：赤色と黒色が交互に入るタイプ、幼体は斑紋が鮮明

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■水辺が好きは、カエル好き！
明るい時間帯に行動し、カエル類を
主食としているため、水田や湿地など

林縁

カエル類が多い水辺でよく見かけます。

草地・畑

れると危険ですが、非常におとなしい

水田

依存しているためか、泳ぎは上手です

奥歯に毒牙を持ち、しっかり長く噛ま
ヘビなので、みずから攻撃することは
ありません。食べ物を水辺のカエルに
が、木登りはあまり上手ではなく、主

水辺

に地上で生活しています。
■夏のカエル天国に誘われて
オタマジャクシがカエルに育つ梅雨
から中干の頃（6月～7月）にかけては
ヤマカガシにとっては楽に食事にあり
つける季節。たくさん栄養をとれるこ
の時期に産卵期を迎えます。
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【形態・生態など】
水辺で最も普通に見られるヘビ。
特にカエル類を好むが、水中で
オタマジャクシや小魚を食べる
こともある。自分の体よりも太
いものも飲み込むことが出来る
ので、ビール瓶のような太さに
なったヤマカガシが目撃されて
騒ぎになることがある。毒は牙
以外に頸部＊ の皮膚からも分泌
される。牙の毒とは成分が異な
るが、目や粘膜に付着すると炎
症を起こすため注意が必要。
【大きさ】
全長 70～150cm
【見られる時期】
春から秋

ブドウ科

ヤブガラシ属

春

ヤブガラシ

夏
秋
冬

上：花を多数つける
右上：オレンジ色の花盤
右下：若い果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

繁殖力が強く、他の植物に覆い被さ
って枯らしてしまうことから「藪枯ら
家近くではどこにでも生えて広がり、
が、虫たちにとってはオアシスでもあ
ります。ヤブガラシの花は小さく地味
いるため、ハチやチョウの仲間、甲虫
蜜します。
■夏を感じるオレンジ色の花

水辺

類、アリ類など、様々な虫が訪れて吸

水田

ですが、数が多く多量の蜜を分泌して

草地・畑

人々に厄介者にされることもあります

林縁

し」という名前がついたとのこと。人

【形態・生態など】
つる性の多年草。地上部は冬に
枯れるが地下茎は残り、春に赤
褐色の新芽を伸ばして広がる。
葉は互生＊、柄があり、鳥足状
の掌状複葉＊ となる。巻きひげ
をもち、他のものに絡みつく。花
は偏平な集散花序＊ を形成、小
さな花弁が4枚あるが、雄しべ
と共に脱落する。花盤＊ の色は
初め紅色だが、じきに橙色に変
わる。果実は液果で黒く熟する
が、結実率は低く、もっぱら栄
養繁殖＊する。
【花の時期】
7月～9月

里山林

■里山の昆虫たちのレストラン

ヤブガラシが咲き始めると、虫たち
が花に群がり、騒ぎ立ちます。虫たち
が最も元気になる夏を思い起こす花で
す。
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春

オオムラサキ

チョウ目

タテハチョウ科

夏
秋
冬
上：翅を広げてとまり、樹液を吸うオス
右上：幼虫（左がオオムラサキ、右はゴマダラチョウ）
右下：翅を閉じてとまり、樹液を吸う

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■雑木林と共に生きるチョウ
近年、雑木林に手入れが入らなくな
り、樹液を出す若い木が少なくなりま

林縁

した。これと同時に雑木林を生息地と

草地・畑

ムラサキの生息数も少なくなり、環境

水田

本に分布するタテハチョウ科の中では

し、クヌギやコナラの樹液を好むオオ
省のレッドリストでは準絶滅危惧（NT）
に指定されています。日本の国蝶。日
最大級です。

水辺

■夏の盛りに現れる勇ましいチョウ
樹液に集まる虫たちの中でも、スズ
メバチをも蹴散らかし、鳥を追いかけ
ることもあるくらい強いチョウです。夏
の空を力強く羽ばたき、滑空しながら
雄大に飛びます。
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【形態・生態など】
オスの翅の表面の光沢のある青
紫色が美しい。成虫は年に1回
発生し、幼虫で越冬する。幼虫
はゴマダラチョウに似るが、背
側の突起が4対（ゴマダラチョ
ウは3対）であることで区別で
きる。落ち葉の下で冬を越した
幼虫は、エノキが新芽を出す頃
に、また木に登って若葉を食べ、
終齢幼虫＊ から蛹になり、成虫
になる。幼虫の食草＊はエノキ。
【大きさ】
開張 75～100mm
【見られる時期】
成虫 6月～8月
幼虫 9月～5月

チョウ目

タテハチョウ科

春

ゴマダラチョウ

夏
秋
冬

上：翅を広げてとまる
右上：翅を閉じてとまり、樹液を吸う
右下：幼虫（背中の突起は3対）

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

雑木林の上や周りをゆったりと翅を
大きく動かしながら飛びます。飛び方
エノキの葉を食べるので、エノキのあ
できます。秋に孵化した幼虫は、エノ
キの葉を食べて成長した後、冬に木の
す。
夏の盛りに、様々な昆虫と一緒に樹
液を吸いに集まります。樹液のレスト
ランは夏の風物詩です。

水辺

■樹液のレストランの常連客

水田

根元まで降りて落ち葉の下で越冬しま

草地・畑

る人家や寺社などでもよく見ることが

林縁

で他のチョウと区別できます。幼虫は

【形態・生態など】
翅が黒と白のごまだら模様の大
型のタテハチョウ。成虫は年2
回発生し、幼虫で越冬する。幼
虫はオオムラサキに似ているが、
背側の突起が3対（オオムラサ
キは4対）であることで区別で
きる。落ち葉の下で冬を越した
幼虫もエノキが新芽を出す頃に、
また木に登って若葉を食べ、や
がて蛹になり、成虫になる。成
虫は樹液や腐った果実の汁を吸
う。
【大きさ】
開張 60～85mm
【見られる時期】
成虫 4月～10月
幼虫 11月～8月

里山林

■エノキと共に生きるチョウ
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春

サトキマダラヒカゲ

チョウ目

タテハチョウ科

夏
秋
冬
上：翅を閉じてとまる
右上：樹液を吸う
右下：成虫の口吻＊

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■最も普通に見られる森林性のチョウ
日本の固有種。タケやササ類の生え
た林に生息しています。樹林の周辺を

林縁

不規則にすばやく飛び回る茶色っぽい

草地・畑

を好みます。樹の幹や壁面にも好んで

水田

った果実の汁などを吸います。

チョウで、樹液によく集まり、暗い所
とまり、人家でもよく見られます。花
から蜜を吸うことは少なく、樹液や腐
■夏の盛りに雑木林にたくさん飛ぶ

水辺

個体数が多いチョウで、初夏から夏
によく数匹まとまって樹液を吸いに集
まっています。このチョウに着いて行
くと樹液の出る木に辿りつくことがあ
ります。
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【形態・生態など】
翅の表面は褐色が強く、裏面は
黄土色に近い。表面にはまだら
模様が入る。成虫は年に2回発
生し、蛹で越冬する。成虫はヤ
マキマダラヒカゲによく似てお
り、識別には注意が必要。とま
っている時は常に翅を閉じる。
幼虫の食草＊は、ネザサ、ススキ
など。
【大きさ】
開張 50～64mm
【見られる時期】
成虫 6月～10月
幼虫 11月～8月

コウチュウ目

コガネムシ科

春

カブトムシ

夏
秋
冬

上：樹液を吸うオスとメス
右上：ブラシ状の口
右下：腐葉土に潜る幼虫

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

人の手入れの行き届いた林に生息し
ています。それは、里山管理の一端と
場を生み出しているからです。例えば、
に卵を産みつける、古くはこういった
人の営みと共に生きていました。現在
変化しています。
樹液を餌とする昆虫は多くいますが、
餌場争いにおいて、技をかけて圧倒的
に優位に立つのは本種です。オスは角
を使って相手をすくい投げする、夏の

水辺

■昆虫の中のキング

水田

は里山管理が行われなくなり、環境が

草地・畑

落ち葉を積み上げ堆肥を作る、その中

林縁

して行われる作業がカブトムシの生息

【形態・生態など】
オスは頭部によく発達した大き
な角を持つ。角を日本の兜にな
ぞらえたことが和名の由来。成
虫は年に1回発生し、幼虫で越
冬する。成虫は、基本的に夜行
性で、日中は樹木の根元の腐葉
土や枯葉の下に潜っている。夜
に餌にありつけなかったり、産
卵期を迎えたメスは、日中でも
餌をとり続けることがある。産
卵は特徴的で、食餌と産卵を交
互に20～30回程繰り返す。
【大きさ】
体長 30～53mm
（オスの角を除く）
【見られる時期】
6月～9月

里山林

■里山で人の営みと共に生きるムシ

樹液レストランの王者です。
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春

カナブン

コウチュウ目

コガネムシ科

夏
秋
冬
上：樹液を吸うカナブン
右上：餌場を争うカナブン（中央）とハナムグリ類
右下：幼虫

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■爪先までテカテカ光るムシ
雑木林周辺に生息し、樹液や腐りか
けの果実に集まります。特徴は、体全

林縁

体にエナメル質の光沢があり、飛び方

草地・畑

横に揺れながら飛びます。こう見えて

水田

■夏によく見る身近なムシ

は上翅を閉じたまま下翅を羽ばたかせ
飛行能力が高く、よく飛び、足場がな
くても着地することができます。
市街地にも普通に現れ、夏の夜、人

水辺

家の灯りに飛んできて窓ガラスに当た
ったり、家の中に入ってくることもあ
ります。耳元でブーンと大きな羽音が
聞こえ、驚くことがあります。
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【形態・生態など】
体全体は長方形で前方が狭まる。
背面は平たい。光沢は緑色と銅
色の2タイプ。成虫は、年に1回
発生し、幼虫で越冬する。幼虫
は雑木林の地中に潜り腐葉土を
食べる。成虫は樹液や腐りかけ
の果実の汁などを餌とし、ブラ
シ状の口に樹液や汁を絡ませ、
舐めとるように吸う。成虫の寿
命は1ヶ月程。
【大きさ】
体長 22～30mm
【見られる時期】
6月～8月

トンボ目

オニヤンマ科

春

オニヤンマ

夏
秋
冬

上：草にぶらさがってとまる
右上：交尾中のオスとメス（上がオス、下がメス）
右下：大きな幼虫（ヤゴ）

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

幼虫は水がきれいで緩やかな流れの
山地の小川に生息しています。初夏、成
広範囲に渡って活動します。他のトン
過ごし、脱皮を10回程繰り返し、体長
5cm 程の大きさになります。成虫が大
なります。
日中、山間や林縁をぬって決まった
コースをパトロールします。これは、成
熟期のオスが一定の流水域でメスを求

水辺

■夏の盛りに木陰をぬってパトロール

水田

きいだけに、幼虫も比例した大きさに

草地・畑

ボ類と違って、3～5年程の幼虫期間を

林縁

虫はその周辺から平地や市街地など、

【形態・生態など】
大きな緑色の複眼、体は黒色と
黄色のしま模様。成虫は年に1
回発生し、幼虫で越冬する。幼
虫、成虫共に、食肉性で生きた
獲物を捕獲し、強力な下顎で噛
み砕いて食べる。幼虫は、水底
の砂泥に浅く潜り、目だけを出
して獲物となる水生生物が上を
通りかかると下唇ですばやく捕
獲する。成虫は、空中を飛びな
がら脚で小昆虫を捕獲する。
【大きさ】
体長 82～114mm
【見られる時期】
成虫 6月～10月
幼虫 一年中（3～5年程）

里山林

■日本で最大、最強のトンボ

め、往復飛翔する行動です。
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春

ヒグラシ

カメムシ目

セミ科

夏
秋
冬
上：幹にとまる
右上：羽化したての成虫
右下：幹に口吻＊を刺して樹液を吸う

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■山の薄暗い林で生きるセミ
山裾の広葉樹林やスギ、ヒノキ林な
どに生息します。馴染みのあるのは夕

林縁

方の鳴き声ですが、全般に「薄明り」

草地・畑

後、また、曇りの日や気温の低い日、暗

水田

ッ」と悲鳴音をあげて飛び立ちます。

の時に鳴きます。日の出前、日の入り
い林などでは日中でも鳴きます。日中
は木の低い位置にとまり、驚くと「ゲ
■夏の終わりの哀愁を助長するセミ

水辺

夕方、何とも言えない物悲しい鳴き
声が周囲に響き渡ります。漢字表記は
「蜩、日暮、晩蝉」と表し、秋の季語の
ひとつです。この声を聞くと、夏の終
わりを感じます。
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【形態・生態など】
翅は透明、体は茶褐色、胸部背
中側に緑色と黒色の紋が入る。
中型のセミ。俗称は「カナカナ
ゼミ」。成虫は年に1回発生し、
幼虫で越冬する。聞きなしは、近
くでは「ケケケケケ」
、少し離れ
ると「カナカナカナ」
、遠くから
は「シャンシャンシャン」と聞
こえる。夏の終わりに鳴くイメ
ージが強いが、実際は他のセミ
より早く鳴き始め、6月～9月ま
で連日鳴いている。
【大きさ】
体長 オス28～38mm
メス21～25mm
【見られる時期】
6月～9月

ミソハギ科

ミソハギ属

春

ミソハギ

夏
秋
冬

上：水辺に群生
右上：雌しべが目立つ花
右下：果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

水田の畔や水辺などの湿地によく生
えます。旧暦のお盆の頃に赤紫色の花
も呼ばれます。仏様はミソハギの花に
本種に水を含ませて盆棚に振りかけた
りもするようで、仏様と関わりの深い
見ると、夏休みの田舎のなつかしさを

水辺

感じます。

水田

花です。田舎道の端に咲くミソハギを

草地・畑

ついた露を好むという言い伝えがあり、

林縁

を咲かせ、盆の供花にされ、
「盆花」と

【形態・生態など】
多年草。茎は無毛。葉は対生＊
し、広披針形で長さ2～6cm、ほ
ぼ無柄。葉の基部は細まって茎
を抱かない。花は1～3個ずつつ
き、花弁は4～6枚、赤紫色。萼
の先端は針状で、外側に開く。
果実は蒴果＊ で、熟すと裂開す
る。
【大きさ】
草丈 50～100cm
【花の時期】
8月

里山林

■仏様と関連が深い花

■暑さ厳しい季節に赤紫の彩り
最も暑い季節に咲く花です。本種の
赤紫の花は遠くからでも良く目立ちま
す。この花を見ると、じりじりと暑く
もにぎやかな、里山の夏の盛りを感じ
ます。
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春

ツクツクボウシ

カメムシ目

セミ科

夏
秋
冬
上：樹液を吸う
右上：幹にとまる
右下：羽化を始める幼虫

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■あらゆる森林に生息するセミ
平地から山地まで、樹種にはこだわ
らず幅広い森林に生息します。夏の盛

林縁

りの8月から鳴き始めるイメージが強

草地・畑

す。この頃はまだ頭数が少ないので他

水田

くなり、鳴き声が際立つようになりま

いですが、実際は7月から鳴き始めま
のセミの鳴き声にかき消されて目立ち
ません。8月～9月には他のセミが少な
す。古くはセミの声を聞き分けて楽し

水辺

む文化がありました。
■夏の終わりを奏でるセミ
前奏の「ジ－…」から始まり、テン
ポを速めながら「ツクツクボーシ」を
くり返し、
「ボーシ」を尻上がりに盛り
上げ、
「ジ－…」という後奏で終わりま
す。
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【形態・生態など】
翅は透明で体は濃いグレー。腹
部に金粉のような毛が生えてお
り美しい。小～中型のセミ。成
虫は年に1回発生し、幼虫で越
冬する。セミの中で最も音楽的
な鳴き方をする。また、鳴いて
いるセミの近くにいるセミが鳴
き終わりの後奏を同時になぞっ
たり、鳴いているオスにメスが
飛んで来るとオスは鳴き終わら
ず、また、連続して鳴き始めた
りする習性がある。
【大きさ】
体長 オス29～31mm
メス29～30mm
【見られる時期】
7月～9月

大阪の
生きもの

里山の猛禽

―サシバはどうなる !?

サシバプロジェクト in 大阪 代表

小室

巧

サシバは東南アジアから南西諸島で越冬し、日本を中心とした極
東地域へ渡りをし、生きものが多様で豊富な里山で子育てをする、里
山環境に適応した象徴的なタカと言えます。
ヘビ、トカゲ、カエルなどの両生・爬虫類、昆虫類、モグラ類、小
型鳥類などの小動物を時期・環境に応じて食べます。
近年、サシバは日本全国で減少しており、環境省レッドリスト絶
滅危惧Ⅱ類に選定されています。大阪府でも1970年代から平野部で
は開発などにより生息地が消失し、2014年大阪府レッドリスト絶滅
危惧Ⅰ類に選定されています。
サシバが何故減少しているのか、それは開発による生息地の消失
だけでなく、農業の近代化（圃場整備・農薬など）などによる餌動
物の減少、耕作放棄・森林の荒廃などによる狩りがし難い環境への
変化、人による圧力、ノスリ・カラス・アライグマなどの外敵によ
る捕食、越冬地や渡りの中継地での密猟など、原因が複雑で、複合
的です。
里山はサシバの好まない環境に変わり、不安定な生息環境に依存
していることも多いと思われます。この先どうすれば、里山にサシ
バが戻ってくるのか皆で考えていきたいです。

左：サシバのペア
中：飛翔、翼を広げた長さは1m 以上になる
右：巣にヒナがとまる
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里山の

秋

里山林の見事な彩り。
黄色い田んぼ、土手の柿の実のり、金色に輝くエノコログサ、
気温が下がり、鳴く虫の声が昼間でも聞こえます。
ススキの穂が銀色に輝く頃に、木々の葉がはらはらと散っていきます。
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秋の風景

赤とんぼ
アキアカネ

赤とんぼの代表選手を言えば秋茜ですが、全国的にそ
の数は減少しています。よく見られる秋の空に群れて
ウス バ

キ ト ン ボ

飛んでいるのは薄羽黄蜻蛉です。

薄羽黄蜻蛉 うすばきとんぼ ♂

秋茜 あきあかね ♂

秋の味覚

実りの秋
熟すと口が開きます。
中の種のまわりのゼリー

状の果肉は甘くて美味し

い。

木通 あけび

秋の行事

お月見
はぎ

ききょう

くず

なでしこ

お

萩・桔梗・葛・撫子・尾
ばな
花（ ※「 す す き 」 の こ
ふじばかま
おみなえし
・女郎花・藤袴。春の
と）

七草はお粥にしていただ
きますが、秋の七草は見

秋の七草 あきのななくさ

て楽しみます。
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秋の生きもの暦
二十四節気
新 暦

白 露

秋 分

寒 露

霜 降

9/7 ～ 21

9/22 ～ 10/7

10/8 ～ 22

10/23 ～ 11/6

秋の兆し

秋の盛り

ヒヨドリバナの花が咲く 94
ヒガンバナの花が咲く 95
ミズヒキの花が咲く 96
ホトトギス類の花が咲く 97
センブリの花が咲く 98
ツリガネニンジンの花が咲く 99
ワレモコウの花が咲く 100
リンドウの花が咲く 101
モズが鳴く 102
カヤネズミが巣をつくる 103
ニホンカナヘビをよく見る 104
オオカマキリをよく見る 105
キリギリスが鳴く 106
トノサマバッタが飛ぶ 107
エノキの実がなる 108
コナラの実がなる 109
ツブラジイ（コジイ）の実がなる 110
クリ（シバグリ）の実がなる 111
ノブドウの実が色づく 112
カラスウリの実が色づく 113
ヤマウルシが紅葉する 114
ヒヨドリの渡り 115
コガモが群れる 116
ジョロウグモが巣をはる 117
ウスバキトンボが群れて飛ぶ
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118

（○の数字は掲載ページを示す）

つばめさる

むしかくれてとをふさぐ

こうがんきたる

もみじつたきばむ

白露（9/17頃）

秋分（9/28頃）

寒露
（10/8頃）

霜降
（11/2頃）

玄鳥去

蟄虫坏戸

鴻雁来

楓蔦黄

～11/ 末

～11/ 末

～11/ 末

～11/ 末
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春

ヒヨドリバナ

キク科

ヒヨドリバナ属

夏
秋
冬
上：オオヒヨドリバナの群生
右上：小花が枝先に集まる
右下：冠毛をつけた果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■同じ「ヒヨドリバナ」ですが…
里山の明るい草地や路傍、林縁など
のやや乾いた所に普通に生えます。こ

林縁

の種は近年、茎が太く草丈も高い「オ

草地・畑

「キクバヒヨドリバナ」の2タイプに分

水田

ドリバナ」の方が多く見かけます。

オヒヨドリバナ」と華奢で草丈が低い
けられました。この2つは見た目の印
象が全く異なり、里山では「オオヒヨ
■夏の終わりと秋の訪れを知らせる

水辺

花は夏から秋まで長い期間咲きます。
里山の林縁などで本種の白い花が咲き、
アサギマダラがひらひらと花のまわり
を舞うのを見ると、秋の訪れを感じま
す。
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【形態・生態など】
低山地の草原や林縁などに生え
る多年草。無融合生殖＊ を行う
倍数体＊（オオヒヨドリバナ）
は分布域が広く、葉が淡緑色で
分裂しないのに対し、有性生殖＊
を行う2倍体（キクバヒヨドリ
バナ）の分布は限られ、葉が濃
緑色で分裂する。葉は対生＊ し、
裏面には普通、腺点＊がある。小
花は白色で頭花＊ は枝先に密に
集まって、平たくつく。
【大きさ】
[ オオヒヨドリバナ ]
草丈 50～160cm
[ キクバヒヨドリバナ ]
草丈 30～50cm
【花の時期】
8月～10月

ヒガンバナ科

ヒガンバナ属

春

ヒガンバナ

夏
秋
冬

上：畦に咲くヒガンバナ
右上：雄しべと雌しべが長く目立つ花
右下：冬に見られる葉

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

名前の通り秋の彼岸の頃、水田の畔
道や里の土手を真っ赤に染める程の群
荒植物＊として日本に持ち込まれたも
名があり、畦に連なって咲く風景は、日
本人の心をとらえ、親しまれている植
にさらせば良質のでんぷんがとれます。
「暑さ寒さも彼岸まで」ということわ
ざの通り、ヒガンバナの鮮やかな赤は、

水辺

■鮮やかな赤は深まる秋の合図

水田

物です。有毒植物ですが、鱗茎＊ を水

草地・畑

のと言われていますが、1000もの地方

林縁

落を作ります。古い時代に大陸から救

【形態・生態など】
多年草。秋に開花し、花が終わ
ると、晩秋に長さ30～40cm、幅
6～8mm の線形で光沢のある深
緑色の葉をだす。葉は春には枯
れる。鱗茎は広卵形で外皮は黒
い。花は朱赤色、花弁は細く、縁
が波うち、外側に反り返る。種
子はほとんど結実せず、結実し
ても発芽しないことが多い。繁
殖はもっぱら鱗茎の分裂による
栄養繁殖＊で行われる。
【大きさ】
草丈 30～60cm
【花の時期】
9月～10月初旬

里山林

■秋の里山を代表する花

金の稲穂とも相まって、残暑の終わり
と本格的な秋の到来を感じさせてくれ
ます。
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春

ミズヒキ

タデ科

イヌタデ属

夏
秋
冬
上：群生する個体
右上：小さい花を多くつける
右下：花はとても小さいが、拡大して見ると色がよくわかる

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■子供の頃の思い出
丘陵地や人家周辺の藪、木陰などの
暗い場所に生育しています。いろんな

林縁

ひっつきむしがありますが、ミズヒキ

草地・畑

しべを残した果実がひっつきむしとな

水田

いでしょうか。

も先端がくるりとカギ型に曲がった雄
ります。子供の頃、山や川でいろんな
ひっつきむしをつけて遊んだのではな
■秋の訪れを感じるわびさびの花

水辺

夏の終わりから秋に細長い花穂に真
紅の小花（実は萼）を連ねます。この
萼の上部が赤色で下部が白色であり、
ご祝儀などで使われる水引に似ている
ことから名づけられました。茶花とし
ても利用されています。主張しすぎな
い、わびさびを感じられる秋の花です。
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【形態・生態など】
多年草。茎は直立し、まばらに
枝を分け、伏した毛があり、高
さ40～80cm になる。葉は茎全
体につくか、小形の個体では茎
の上部に集まる。葉は楕円形～
広楕円形で長さ5～10cm、両面
に長さ1mm 程度の毛があり、表
面の中央にはときどき紫色を帯
びた斑が見られる。葉柄＊ は短
く、上部の葉はほとんどない。萼
は4枚で上側は赤色、下側は色
が薄く白い。
【大きさ】
草丈 40～80cm
【花の時期】
8月～10月

ユリ科

ホトトギス属

春

ホトトギス類

夏
秋
冬

上：ヤマジノホトトギス
右上：ヤマホトトギス
右下：セトウチホトトギス

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

日本に生育しているホトトギス類は
12種存在しますが、関西の里山でよく
名前の通り山路でよく出会うことがで
の斑点が鳥のホトトギスの胸にある斑
点に似ていることからつけられました。
秋の初め頃からまるで噴水のような
斑点をつけたおしゃれな花びらが特徴
的です。ハナバチなどが吸蜜に訪れ、噴
水のような花の中にもぐりこみ、背中
に花粉がつくことにより花粉を運んで
くれます。

水辺

花を咲かせます。また、紫色の大きな

水田

■秋を彩る噴水のようなおしゃれな花

草地・畑

きます。ホトトギスという名前は、花

林縁

見られるのはヤマジノホトトギスです。

【形態・生態など】
多年草。
［ヤマジノホトトギス］茎には斜
め下向きの毛がある。葉は卵状
狭長楕円形でまばらに毛があり、
先は急にとがり、長さ8～18cm。
花は茎頂と葉腋＊に1～2個つけ
る。花被片＊ は白色で、下部に
紫色の大きな斑点がある。上部
は平開するが、反り返らない。花
柱＊には紫色の斑点はない。
［ヤマホトトギス］花被片が強く
反り返り、花柱には紫色の斑点
がある。
［セトウチホトトギス］花被片の
下部に黄色の斑点があり、花柱
には紫色の斑点がある。
【大きさ】
草丈 30～60cm
【花の時期】
8月～10月

里山林

■鳥ではないホトトギス
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春

センブリ

リンドウ科

センブリ属

夏
秋
冬
上：紫色の茎に花をつける
右上：紫色のすじが目立つ花
右下：草地に生育

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■里山の有名な民間薬
日当たりの良い山野に生え、古くか
ら現在まで、健胃、整腸の民間薬とし

林縁

て利用されています。漢字では「千振」
と書き、熱湯に浸して、千度振り出し

草地・畑

てもまだ苦いからといわれます。別名
とうやく

「当薬」
。以前は野山に自生するものを
利用していましたが、現在では製薬用

水田

に栽培もされています。紫色のすじが
入った白い端正な花をしており、秋の

水辺

里山に咲く姿は可憐です。
■秋の深まりを知らせる清楚な花
本種の花はまるで星のような形をし
ていて、大きくはありませんが目につ
きます。秋の里山でこの白い花を見つ
けると、深まる秋を実感します。
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【形態・生態など】
一年草または越年草。日当たり
が良く、やや湿った草地などに
生える。茎は淡紫色をおびる。
根生葉＊ は普通花時にも少数存
在する。茎葉は線形で長さ1.5～
4cm、幅2～5cm。花冠は白色
で5深裂し、裂片には紫脈が入
る。基部には2個の蜜腺＊があり、
そのまわりを長い毛が生える。
果実は蒴果＊で熟すると先端が2
裂し、草体が風で揺れる際に種
子を周囲に振りまいて散布する。
【大きさ】
草丈 5～20cm
【花の時期】
9月～10月

キキョウ科

ツリガネニンジン属

春

ツリガネニンジン

夏
秋
冬

上：草地に生育
右上：釣鐘形の花から出た花柱＊が目立つ
右下：若い果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

秋の盛りに、畔や草地で、淡紫色の
花を鈴なりに咲かせます。まさしく「釣
い形です。秋の里山を彩る代表的な花
う別の呼び名もあり、
「山でうまいはオ
ケラにトトキ」と謳われるほど、美味
にも秋にも、私たちに楽しみを届けて
■里山の「秋の草地」を彩る
本種はたくさんの花をつけ、草丈も
あるので、よく目立ちます。ワレモコ
ウやオミナエシなどと一緒に咲く、里

水辺

くれます。

水田

しい山菜です。ツリガネニンジンは春

草地・畑

です。本種の新芽には「トトキ」とい

林縁

鐘」のような、一度目にすれば忘れな

【形態・生態など】
山野に生える多年草。根茎＊ は
太く、チョウセンニンジンに似
る。茎はほとんど分枝せずに直
立し、切ると乳液をだす。根生
葉＊は円心形で長い葉柄＊がある
が、茎葉は卵状楕円形で3～4輪
生＊ する。花冠は釣鐘状で白色
～淡紫色、長さは8～20mm。花
柱＊ は花冠と同長かややつき出
す。円錐花序＊で、花は花柄＊の
先に下向きにつく。形態の変異
の幅が大きく、様々な品種名が
付けられている。
【大きさ】
草丈 20～100cm
【花の時期】
9月～10月

里山林

■春に山菜、秋には花の楽しみ

山の「秋の草地」の風景は素晴らしい
ものです。
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春

ワレモコウ

バラ科

ワレモコウ属

夏
秋
冬
上：深い紅色の花
右上：奇数羽状複葉の葉
右下：花びらのない花

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■「我もこうありたい」
日当たりの良い草地に生えます。平
安時代から源氏物語などに登場し、当

林縁

時から着物の文様に用いられていまし

草地・畑

ど様々な漢字があり、俗説として「我

水田

日本人に親しまれてきた植物です。

た。和名には「吾亦紅」
、
「吾木香」な
もこうありたい」
（ほど美しい ?）とい
う意味と言われているなど、古くから
■「秋の草原」でも際立つ赤

水辺

本種はツリガネニンジンなどと共に、
畔や土手などの「秋の草地」の代表的
な種です。本種のような深い紅色の花
をつける植物は、里山にはほとんどあ
りません。澄んだ日差しを受け、風に
そよぐ姿には、秋の情景が凝縮されて
いるようです。
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【形態・生態など】
多年草。葉は奇数羽状複葉＊ で、
鋭い鋸歯＊ のある楕円形の小葉
がつく。小葉の付け根には時に
円形の小型の小葉がつき、独特
な形状。花序は直立し、卵形～
長楕円形。花弁に見えるのは萼
片で、開花時は白っぽいが、や
がて赤紫色に変化する。バラ科
で花弁がないのは珍しく、虫媒
花から風媒花への変化の途中の
種とする説もある。
【大きさ】
草丈 30～150cm
【花の時期】
9月～10月

リンドウ科

リンドウ属

春

リンドウ

夏
秋
冬

上：草地に生育
右上：日がさすと開く花
右下：まだ白い若い果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山の日当たりの良い草地などに生
えます。長野県や熊本県では県花に指
里山を代表する花です。秋の里山に紫
に近い色の花は、あまりありません。枯
草と、その中に咲く青紫色の花とのコ
程美しいものです。根茎＊と根を乾燥
■晩秋、花の季節の終わりを飾る花
リンドウの花は秋の花々の中でも、比
較的遅く咲き始め、晩秋まで里山に彩
りを添えてくれます。本種の青紫の花
を見ると、今年も花の季節が終わりゆ
くこと、冬の到来を予感します。
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水辺

したものが漢方の「竜胆」となります。

水田

ントラストは、思わず見とれてしまう

草地・畑

色の花は数あれども、ここまで「青色」

林縁

定されており、家紋にも使われる秋の

【形態・生態など】
多年草。茎は直立または斜上す
る。葉は対生＊し、卵状披針形、
葉柄＊はなく、3脈が目立つ。花
は茎頂および上部の葉腋＊ にか
たまってつく。花の基部には苞＊
があり、萼は長さ1～2cm。花
冠は長さ3～4.5cm あり、青紫
色で内面に茶褐色の斑点がある。
果実は蒴果＊で、熟すと裂開する。
中には細かい種子が多数入って
おり、風で草全体が揺らぐ際に
散布される。
【大きさ】
草丈 20～100cm
【花の時期】
9月～11月初旬

里山林

■秋の里山に欠かせない青紫の花

春

モズ

スズメ目

モズ科

夏
秋
冬
上：太い過眼線が目立つオス
右上：全体が褐色のメス
右下：生贄（はやにえ）のカマキリ

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

■ちいさな猛禽類
雑木林と田畑、竹藪、市街地の公園、
河川敷など、樹木があまり茂らずに開
けた環境に周年すみます。餌は昆虫、ト
カゲ、カエル、時には小鳥やネズミな
ども捕食し、捕った獲物をとがったも
のの先に突き刺す「はやにえ」を作り
ます。これは餌の貯蔵や縄張り境界の
目印を目的にしているといわれます。
春にヒナが出て来るのが最も早い小鳥
水辺

です。
■秋は冬の縄張り宣言で大忙し
うれ

「秋の野の 尾花が末に 鳴く百舌鳥の
わがせ

声聞きけむか 片聞け吾妹」と詠われる
ように、秋になると「キィーキィーキ
ィー」と冬の生活の場を縄張り宣言す
る「高鳴き」が聞こえてきます。
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【形態・生態など】
タカ類の嘴のように上嘴＊ の先
が鋭く下方に曲がっている。オ
スの顔には太い過眼線＊ があり、
頭は茶色、背は灰褐色、腹は淡
褐色。脇は赤褐色で翼には目立
つ白斑がある。メスは全体が褐
色。いずれも体が太くて尾が細
長い。餌を探して飛ぶ時は地表
を低く飛び、少し高い所にとま
り、尾羽をくるくる回す。他の
鳥の鳴き声をまねることもモズ
（百舌鳥）の特徴である。
【大きさ】
スズメより大きく、全長は20cm。
【見られる時期】
一年中（特に秋にさえずる）

ネズミ目

ネズミ科

春

カヤネズミ

夏
秋
冬

上：成体
右上：オギの葉に乗る幼体
右下：球巣、古いものは草が茶色に枯れて見つけやすい

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

入り込むのをためらうほどの草丈。
そんな草地には、日本最小のネズミが
子育ての季節。ヘビやイタチなどの外
スキやヨシなどの草の葉を手繰り寄せ
て編み込んだ球状の巣をつくり出産育
さくてもたくましく生きています。
繁殖期のピークを迎え、秋から冬に
かけて枯れた草地でまるい巣がよく目
立ちます。冬には草の堆積が越冬場所
にもなります。草は彼らにとってまさ
にゆりかごなのです。
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水辺

■草のゆりかごは秋の風物詩

水田

児をします。3週間ほどで一人立ち。小

草地・畑

的から身を守るために草の高い所にス

林縁

暮らしています。関西では夏から秋は

【形態・生態など】
日本では最小のネズミ。体より
も長い尾を使って草の上を自由
に動き回る。草に巻きつけた時
に滑らないように、長い尾の先
端には毛が生えていない。主に
草の種子を食べるが、小さなバ
ッタなどの昆虫類も食べる。子
育てのたびに新しい巣を作る。
枯れて朽ちた巣は使用済みだが、
緑色の巣は子育てに使用中の可
能性があるので触らないように
しよう。
【大きさ】
頭胴長 50～80mm
尾長 60～80mm
体重 7～14g
【見られる時期】
一年中

里山林

■草を紡ぐ名職人

春

ニホンカナヘビ

有鱗目

カナヘビ科

夏
秋
冬
上：スマートで尾が長い
右上：草につかまる幼体
右下：乾いた感じの鱗

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■草むらにすむヘビじゃなくトカゲ
カナヘビは、古い言葉で「蛇のよう
な」という意味だそう。日当たりが良

林縁

く、チガヤやススキなどの割と丈の高

草地・畑

積み上げた場所などを産卵地としてい

水田

みかとなっています。

い草地に好んですんでいます。刈草を
ます。農地や林縁など人が草刈りをす
る場所、そんな環境が彼らの大事なす
■肌寒い季節は、お日様が恋しい

水辺

他のヘビやカエルなどが見られない
初春と晩秋。全長10cm ほどの幼体に
は寒く、道路上で日向ぼっこをしてい
るのをよく見かけます。
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【形態・生態など】
体色は茶色で成体も幼体も同色。
鱗はザラザラしており光沢はな
い。体形はスマートで手足、尾
が長く、いかにも木登りが上手
そうな体つきをしている。小さ
なガ、バッタ、クモなどを主な
餌としている。同じトカゲの仲
間にニホントカゲがいるが、ニ
ホントカゲは鱗に光沢があり、
手足が短く、主に地上で暮らす。
【大きさ】
頭胴長 50～70mm
【見られる時期】
春から秋

カマキリ目

カマキリ科

春

オオカマキリ

夏
秋
冬

上：獲物を待ち伏せ（褐色型）
右上：カマを振り上げて威嚇のポーズ
右下：草の茎に産みつけられた卵のう

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

平地から山地の日当たりの良い林縁
や草原などに生息しています。秋、200
う）を数個、木の枝などに産みつけま
間で硬くなり、寒さや外敵などから卵
を守ります。春、一斉に孵化しますが、
匹程とごくわずかです。
大きな複眼で広範囲の視野を捉え、
瞬時に獲物に向かって2本の前脚を正
確に出します。鎌状の前脚で暴れる獲
物を抱え込み、大顎でかじりつく姿は
圧巻です。
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水辺

■獲物を待ち伏せ、鎌でがっしり捕獲

水田

天敵が多く、成虫まで生き残るのは数

草地・畑

す。泡状の固まり（卵のう）は、数時

林縁

個程の卵が入った泡状の固まり（卵の

【形態・生態など】
日本に分布するカマキリの中で
最大。体は緑色型と褐色型があ
り、生育環境によって色が変わ
る。後ろ翅は褐色。前脚の付け
根に黄色の点がある。成虫は、年
に1回発生し、卵で越冬する。幼
虫は、孵化した時から成虫と同
。
じ姿をしている（不完全変態＊）
体の保護色によって周囲の風景
と同化し、身を潜めて捕食する。
人が手を出すと威嚇する。
【大きさ】
体長 70～95mm
【見られる時期】
成虫 7月～10月
幼虫 5月～8月

里山林

■晩秋を実感する産卵前の大きなお腹

春

キリギリス

バッタ目

キリギリス科

夏
秋
冬
上：葉の上にとまる緑色型の成虫
右上：ゲンゲの花につかまる幼虫
右下：褐色型の成虫

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■鳴き声はすれど姿を見せぬムシ
「キリギリス」と呼ばれた種は、近年、
ニシキリギリスとヒガシキリギリスの

林縁

2種に分類されました。日当たりの良
い草丈の高い草原に生息します。人の

草地・畑

気配を感じると鳴き止み、死んだふり
（擬死）をして落下し、茂みの深い方へ
素早く逃げます。むやみに飛んで姿を

水田

現すことはありません。
■鳴く虫の声は秋の風物詩

水辺

古くは「虫聴き」という文化があり、
鳴き声を聴きながら俳句を詠み、お酒
を嗜むなどと親しまれました。本種を
竹の篭に入れて虫売りが売っていた程
の美声で「ギ―ス・チョン」と鳴きま
す。
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【形態・生態など】
体は緑色型と褐色型があり生息
環境によって色が変わる。腹部
が太短く平べったい。触覚と脚
が長い。成虫は年に1回発生し、
卵で越冬する。幼虫は、孵化し
た時から成虫と同じ姿をしてい
。幼虫は林縁
る（不完全変態＊）
の草花で花粉を食べ、成虫は訪
花してくる他の昆虫を待ち伏せ
して捕獲する。鳴く仕組みは前
翅の縁のやすり状の部分をこす
り合用せる。耳は前脚の中ほど。
【大きさ】
全長 29～40mm
【見られる時期】
成虫 7月～10月
幼虫 4月～6月

バッタ目

バッタ科

春

トノサマバッタ

夏
秋
冬

上：ペアになったオスとメス（上がオス、下がメス）
右上：明るい草地を好む
右下：草の上の幼虫

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

裸地や乾いた草原、河川敷などの開
けた場所に生息します。人が近付いた
なかなか捕まえることができません。そ
ったジャンプ（跳躍力）と強く羽ばた
けるい翅（飛翔力）にあります。メス
く飛びます。
秋、草原沿いの道を歩いていると、次
から次へと面白いほど、新たな個体が
飛び出してくることがあります。
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水辺

■草原からバッタが飛び出す

水田

よりも体が小さくて軽いオスの方がよ

草地・畑

の高い飛翔能力の鍵は大きな後脚を使

林縁

りすると遠くまで飛翔して逃げるため、

【形態・生態など】
日本に分布するバッタの中で最
大。体は緑色型と褐色型があり、
生息環境によって色が変わる。
前翅は白色と茶色のまだら模様
が入り、後翅には帯が入らない。
成虫は大阪周辺では年に2回発
生し、卵で越冬する。初夏1化
目の卵は1ヶ月程で孵化し、秋2
化目の卵は春に孵化する。メス
は腹部まで土の中に差し込み産
卵する。食草＊ はススキなどイ
ネ科の植物。耳は後脚付け根の
上腹部にある。
【大きさ】
全長 35～65mm
【見られる時期】
成虫 7月～11月
幼虫 4月～6月

里山林

■飛翔能力の高さは別格

春

エノキ

アサ科

エノキ属

夏
秋
冬
上：オレンジ色の果実
右上：花は小さい
右下：樹形

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■一里塚の木
里山では、小川沿いや谷沿いなど湿
りがあり日当たりのよい環境に生えて

林縁

いることが多いです。葉は国蝶オオム

草地・畑

にはヤドリギが寄生していることがあ

ラサキの幼虫の餌になります。また、枝
ります。果実は核果＊で小鳥が食べ、種
が散布されます。町中でも大木が見ら

水田

れることがありますが、江戸時代、参
勤交代、飛脚、旅人の道しるべとなる

水辺

ように街道に一里（約4km）ごとに植
えたことの名残のようです。
■小鳥の秋の味覚を満喫させる実
秋、果実が赤褐色に成熟します。果
肉は赤く、甘みがあり、干し柿に似た
味がします。葉は黄葉し、紅葉を引き
立たせます。
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【形態・生態など】
落葉高木。若木の樹皮は灰褐色。
葉は互生＊ し、卵状披針形、葉
縁は基部を除いて規則正しい鋸
歯＊ があり、裏面ともに短剛毛
を生じ、ざらつく。葉脈は基部
の3脈が目立ち、中脈の支脈は
羽状で4～11対。雌雄同株、雄
花は新しい枝の基部に集散花
序＊をなし、5個の萼片と5個の
雄しべがある。雌花は1～2個、
萼は筒形で5裂する。核果は広
卵状、紫黒色に熟す。
【大きさ】
樹高 8～20m
【実の時期】
10月

ブナ科

コナラ属

春

コナラ

夏
秋
冬

上：若い果実
右上：銀色に輝く新緑
右下：コナラ林の紅葉

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林を代表する種で、日当たりの
よい場所に生えています。伐採すると
薪炭用に使われてきました。このほか、
れます。果実は堅果＊（ドングリ）で、
食べ物を貯蔵する習性のあるリスや野
たまに食べ忘れたり、落としたりされ
■秋の盛りのどんぐり
秋、葉は黄色～赤色に紅葉します。ま
た、ドングリが地面に落ち、子どもた
ちが拾って遊ぶ姿は秋の風物詩です。

水辺

ることが種子散布につながっています。

水田

ネズミ、カケスなどに食べられますが、

草地・畑

幹はシイタケのほだ木としても利用さ

林縁

切株から萌芽しやすく、クヌギと同様、

【形態・生態など】
落葉高木。樹皮は灰白色で縦に
不規則な割れ目が入る。葉は互
生＊し、長さ1～1.2cm の柄があ
り、葉身＊ は長楕円形、先は鋭
尖形、基部はくさび形、長さ7.5
～10cm、縁には鋭頭の鋸歯＊が
ある。葉の裏面は小さな星状毛＊
と絹毛がある。雌雄同株。雄花
序は新枝の基部に多数ついて下
垂し、絹毛を密生する。雌花序
は新枝の上部の葉腋＊に出て、2
～3花から成る。堅果は長楕円
形。
【大きさ】
樹高 8～15m
【実の時期】
10月～11月

里山林

■雑木林の主役
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春

ツブラジイ（コジイ）

ブナ科

シイ属

夏
秋
冬
上：若い果実
右上：花の時期は里山の中でも目立つ存在
右下：果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■社寺林の主（ぬし）
里山の落葉広葉樹林は人手が入るこ
とで維持されています。これに対し、本

林縁

種は、大阪のような気候で、長い間人

草地・畑

立する照葉樹林の代表的な構成種です。

水田

ダジイに比べ、ドングリが小さく球形

の手が入らなかった場所に最終的に成
海岸に近くなると、近縁種のスダジイ
の方が多くなります。ツブラジイはス
に近く、幹が太くなっても縦割れをほ

水辺

とんどしない、などの違いがあります。
5月には木の全体にクリーム色の花を
つけ目立ちます。
■美味しい小さなドングリ
ドングリの中では小さいですが、あ
く抜きをせずに炒って食べられる、秋
の味覚です。
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【形態・生態など】
常緑高木。樹皮は灰黒色で、割
れ目はないかあっても浅くまば
ら。葉身＊は長さ5～10cm。雌
雄同株。虫媒花で開花期には強
い香りがする。雄花序は長さ8
～10cm で斜上する。雄花は半
球形、花被片＊は6個で縁に微毛
がある。雌花序は長さ8cm ほど
で、稀に上部に雄花を生じる。
雌花は球形で花被片は6個、広
楕円形で微毛がある。堅果＊ は
球形または卵状球形で、翌年の
秋までに熟す。
【大きさ】
樹高 20m
【実の時期】
10月～11月

ブナ科

クリ属

春

クリ

夏
秋
冬

上：イガの中の果実
右上：長い雄花序（根元に雌花がある）
右下：花を多くつけた個体

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林内で所々で見られ、里山林の
代表的な構成種の一つです。

どによる散布が確認されています。果
実の大きな栽培品種は多いですが、元
実は小さいが、味は良いそうです。か
■秋の盛りを感じる味覚
林の中を歩いている時、落ちている
茶色の棘（いが）をまとった果実が、秋
の深まりを感じさせます。
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水辺

つては、貴重な食糧でもありました。

水田

になった野生の栗はシバグリといわれ、

草地・畑

習性のあるリス、野ネズミ、カケスな

林縁

本種の種子散布形式も、コナラと同
様、重力散布以外に食べ物を貯蔵する

【形態・生態など】
落葉高木。葉は互生＊し、葉身＊
は長楕円形、先は鋭尖形、基部
は円形、長さ7～19cm、側脈の
端は先が芒状の鋭い鋸歯＊ の基
底に達する。葉の表面はやや光
沢があり、中脈に星状毛＊ があ
る。葉の裏面は中脈や側脈にの
み軟毛を残す。花序は直立また
は斜上し、長さ13～23cm、大
部分雄花で、下方に1～2個雌花
序がつく。総苞＊ は球形に熟し、
とげを密生する。堅果＊ は扁円
形、褐色、
【大きさ】
樹高 8～17m
【実の時期】
10月～11月

里山林

■縄文時代からの大切な食糧

春

ノブドウ

ブドウ科

ノブドウ属

夏
秋
冬
上：林縁部の果実
右上：色とりどりの果実
右下：小さく白い花

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■食べられない葡萄
山野の林縁や垣根などに普通に見ら
れます。野に生えるブドウという意味

林縁

で名づけられ、古くから日本で自生す

草地・畑

されているブドウとは別種です。日本

水田

すが、ノブドウは食べられません。

るブドウ科の植物ですが、現在の栽培
に自生するエビヅルやヤマブドウなど
のブドウ科の植物の果実は食べられま
■宝石のような色とりどりの果実

水辺

夏にはほとんど目立ちませんが、秋
になると瑠璃色や碧色などの実があち
こちで急に目立ち始め、目を見張りま
す。しかし、これは虫が果実に卵を産
みつけて、果実が異常な色・形になる
ためで、正常な果実はあまり見られま
せん。
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【形態・生態など】
つる性の半低木。若い枝にはあ
らい毛がある。葉は卵形、長さ
6～12cm、掌状に3～5裂する。
先は急にとがり、基部は心形、縁
にあらい鋸歯＊ がある。葉の裏
面の脈上にあらい毛がある。集
散花序＊には1.5～3.5cmの柄が
あり、あらい毛がある。花は小
さく、帯緑黄色。液果は球形で、
径6～8cm、淡紫色を経て、熟
して空色になる。
【実の時期】
11月

ウリ科

カラスウリ属

春

カラスウリ

夏
秋
冬

上：果実
右上：林縁部に繁茂する
右下：花を訪れるスズメガ

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山の林縁や藪など明るい場所に生
えるつる植物です。雌雄別株で、夏の
す。花はその香りでスズメガの仲間を
は長い花筒＊があり、スズメガのように
長い口吻＊を持った蛾でないと花の奥の
■秋を彩るオレンジ色の実

まま朽ちていきます。種子の形は特徴
的でカマキリの頭に似ています。同じ
仲間に実が黄色いキカラスウリがあり
ます。キカラスウリの種子は扁平な楕
円形です。
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水辺

秋には目立つオレンジ色の実をつけ
ますが、苦く、動物にも食べられない

水田

蜜には到達できない形になっています。

草地・畑

呼び、花粉を運んでもらいます。花に

林縁

夕方、白色のレース模様の花を開きま

【形態・生態など】
つる性の多年草。巻きひげで他
物にからんで伸長する。雌雄異
株。葉は卵心形～腎心形で3～5
裂し、縁に鋸歯＊がある。茎、葉
の裏には短毛を密生する。花は
夕方から咲いて、朝にはしぼむ。
花冠は5裂し、縁は糸状に細か
く裂ける。果実は長さ5～7cm
程度の楕円形でオレンジ色に熟
す。種子は黒褐色。
【花の時期】
7月～9月
【実の時期】
10月～11月

里山林

■林縁のレースは良い香りの白い花

春

ヤマウルシ

ウルシ科

ウルシ属

夏
秋
冬
上：美しい紅葉
右上：奇数羽状複葉の大きな葉
右下：果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■里山では要注意（かぶれます）
里山の若い林や、伐採跡の低木林な
どに生えていることが多いです。ネム

林縁

ノキと同様、裸地にいち早く侵入し、成

草地・畑

の樹木です。樹脂の乳液はウルシオー

水田

は果肉部分が脂質に富み、鳥類が食べ

長を始めて森を再生してくれる先駆性
ルなどのかぶれを起こす物質を含んで
いるので、触れるとかぶれます。種子
ることが知られていますが、哺乳類の

水辺

テンも食べます。種子はこれらの動物
によって散布されているようです。
■秋の盛りを彩る赤い複葉
美しく紅葉した奇数羽状複葉＊の大
きな葉は、秋の里山を彩ります。
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【形態・生態など】
落葉小高木。葉は奇数羽状複葉
で、7～15枚の小葉からなり、長
さ25～40cm、葉柄＊ には褐色
の軟毛がある。小葉柄は長さ3
～4mm、毛が密に生える。小葉
は卵形、長さ4～15cm、1～2
個の大きな鋸歯＊がある。葉腋＊
か ら 長 さ15～25cm の 円 錐 花
序＊ を伸ばす。雌雄異株。果実
は扁球形、外果皮＊ は黄褐色で
あらい毛が密に生え、のちに白
色で黒い縦条のある中果皮が裸
出する。
【大きさ】
樹高 5～8m
【花の時期】
5月～6月
【紅葉の時期】
10月～11月

スズメ目

ヒヨドリ科

春

ヒヨドリ

夏
秋
冬

上：成鳥
右上：嘴が黄色い幼鳥
右下：巣立ち直後のヒナ

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

かつては山の鳥でしたが、町の公園
や市街地、住宅地の木立でも繁殖する
熟したカキを食べる姿も見られます。
われることもあります。ヒヨドリを漢
字で書くと「鵯」
。卑しい鳥と漢字を当
という事かも知れません。
秋にはカキなどの果実を目当てに鳥
たちが集います。その中でヒヨドリは
気が強く、他の鳥を追い払って食べ物

水辺

■厳しい季節を生きる力強い鳴き声

水田

てるのは、何でも食べるありふれた鳥

草地・畑

秋の果樹園や冬の野菜畑を荒らして嫌

林縁

ようになりました。ツバキの蜜を吸い、

【形態・生態など】
雌雄同色で全体に地味な暗灰色
の鳥で、耳羽の赤褐色と尾の長
いのが目立つ。飛ぶ姿は翼を開
いたり閉じたりする波状で、体
を立ててとまる。木の枝にお椀
状の巣を作って繁殖する。
「ピィ
ーヨ、ピィーヨ」や「ピュルル
ル」と大きな声で鳴く。春や秋
に群れで渡るのが見られる。地
上にはあまり降りない。
日本と朝鮮半島の固有種。
【大きさ】
ハトよりも小さく、尾は長め。全
長27cm。
【見られる時期】
一年中

里山林

■「卑しい」
と言われた人里の嫌われ者

を独占してしまいます。ヒヨドリの威
勢の良い鳴き声は、厳しい自然に生き
る鳥たちのたくましさを感じます。
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春

コガモ

カモ目

カモ科

夏
秋
冬
上：オスとメス
右上：水辺で餌を探す
右下：もぐって餌をとる

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■晩秋の水面に映える銀緑色の顔
カモ類で最も小さいコガモは、池や
河川、ダム湖などの淡水域に生息しま

林縁

すが、他のカモ類よりも狭い水域の水

草地・畑

葉、水草などの植物質を食べますが、水

水田

■秋の終わりを感じる小さなカモ

草の間を好むようです。主に草の実や
生昆虫や貝類、エビ類などの小動物も
食べます。
カモの仲間の中でいち早く渡来して

水辺

きます。溜池や河川、都市公園などの
池で小さな群れで泳いでいる姿を10月
頃から見かけるようになります。渡っ
て来た頃のオスはメスと同じような地
味な模様（非繁殖羽）ですが、11月に
は繁殖相手を見つけるため、オスらし
く美しい装いに変わります。
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【形態・生態など】
オスは全体的に灰色で、お尻が
三角形に白く、栗褐色の頭と眼
の周囲から首にかけて金属光沢
のある緑色の幅広い線がある。
メスはオスに比べて全体に暗褐
色で地味であるが、雌雄ともに
翼を広げた時に緑色が目立つ。
オスはよく通る声で「ピリッ、ピ
リッ」と鳴く。
【大きさ】
全長 35～40cm
【見られる時期】
10月～3月

クモ目

ジョロウグモ科

春

ジョロウグモ

夏
秋
冬

上：網で餌を待ち伏せするメス
右上：大きなメスと小さなオス
右下：卵胞を守るメス

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

林縁や林内、民家の軒先などに大き
な網を張り、中央に居座っているので、
捕獲した昆虫は網に絡め動けなくして
も体長が大きく、7～8回脱皮をして成
長します。秋に交尾・産卵して、卵で
■秋に輝く黄色の巣
遅く、他のクモがほとんどいなくなっ
た10月、11月にも巣を見ることが出来
ます。また網が黄色く目立つため、秋
の夕方に西日に輝く巣を見ることが出
来ます。
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水辺

成虫の出現時期が他の大型クモより

水田

冬を越します。

草地・畑

数日掛けて食べます。メスはオスより

林縁

目にすることの多い大型のクモです。

【形態・生態など】
大型種で網も大きく立体的なの
で、チョウやガ、トンボ、セミ
などのほか、クワガタなどの大
型甲虫なども餌とする。また小
鳥類を捕らえた記録もある。網
は張り替えることなく破れた場
所のみを補修する。卵で越冬し、
仔グモは一時期集団で過ごす。
その後、糸を空中に延ばして気
球のように空を飛び（バルーニ
ング）
、分散・独立する。成虫の
出現期は他のクモより遅く9月
～11月頃である。
【大きさ】
体長 オス6～10mm
メス20～30mm
【見られる時期】
春から秋

里山林

■大きなメスと小さなオス

春

ウスバキトンボ

トンボ目

トンボ科

夏
秋
冬
上：草につかまる成虫
右上：飛翔する成虫
右下：幼虫

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■秋空に群れて飛ぶ赤とんぼ
俗称「赤とんぼ」は、広義では赤味
がかった色のトンボを指します。古く

林縁

から親しまれている「赤とんぼの風景」

草地・畑

に代表され、
「秋に山から里へ群れて降

水田

「秋に里で群れをなして飛ぶ」といった

は、東日本では濃い赤色のアキアカネ
りてくる」イメージ、西日本ではオレ
ンジ色のウスバキトンボに代表され、
印象が強いようです。

水辺

■西日本の「赤とんぼの風景」
オスは成熟すると赤味がかったオレ
ンジ色になります。黄金色の田んぼと
赤い夕陽を背景にして、群れて飛ぶの
は本種です。
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【形態・生態など】
体はオレンジ色で、体長の割に
大きな翅を持つ。風を捉え長時
間、長距離の飛行ができる。
「海
を渡るトンボ」とも呼ばれ、毎
年、東南アジアなどの熱帯地方
から集団で海を渡って本土に飛
来する。世代を繰り返しながら
北上し、日本全国各地に現れる。
本種は熱帯性のため寒さに弱く、
本土では全て死滅する。沖縄県
の南西諸島で越冬するが、他の
地域はまだ不明。
【大きさ】
体長 44～54mm
【見られる時期】
成虫 7月～9月（大阪に北上し
てくる）
幼虫 何回も発生する
（幼虫期間は1ヶ月程）

大阪の
生きもの

里山のカヤネズミ
大阪自然環境保全協会 理事・滋賀県立大学 非常勤講師

畠

佐代子

秋に田んぼのあぜ道をぶらぶら歩くと、イネの葉をボール状に編
んだカヤネズミの巣が見つかることがあります。里山にくらすカヤ
ネズミのおもなすみかは、休耕田や茅場、ため池や農業用水路の土
手などの草むらですが、夏に田んぼの水を一時的に抜く「中干し」
が行われると、一部のカヤネズミが田んぼに入りこんで巣を作りま
す。おもな食べ物は、小さな草のタネや昆虫ですが、イネにも巣を
作ることから、イネを食べる害獣とみなされて、殺されることがあ
りました。そこで、2015年に筆者らがカヤネズミの糞の DNA 分析
を行ったところ、イネに混生するイヌビエやスズメノヒエなどをよ
く食べており、イネはほとんど食べないことがわかりました。
かつては、里山でふつうに見られたネズミですが、圃場整備や宅
地開発などが進んですみかとなる草むらが減り、全国的に数を減ら
しています。大阪府では準絶滅危惧種に選定されています。草で編
んだ巣で子育てを行い、草むらで一生を過ごすカヤネズミは、良好
な水辺や草地環境の指標種とされます。カヤネズミがすむ里山は、他
の生きものにとってもすみやすい、豊かな環境といえます。ぜひ大
切に見守っていきたいものです。

左：オギの葉に乗るカヤネズミの子ども
右：イネに作られたカヤネズミの巣
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里山の

冬

生きものたちは息を潜め、しんとしています。
カエルや虫は落ち葉の下に隠れ、雪の上には動物の足跡だけが
残されています。
やがて、春を待ちわびる花が顔をだします。
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冬の風景 百舌の生贄（はやにえ）
モズは捕まえた餌を木の枝に突き刺す行為をします。
落葉後の11月後半からよく目にしますが、行為の理由
はよくわかっていません。

生贄 木の枝に突き刺さった餌

百舌 もず

冬の味覚

山芋の零余子
ヤマノイモ、ナガイモな
どの葉のつけ根につく、

球状のにく芽のこと。
ねっとりとした食感で、

味は山芋や里芋に似てい

ます。

零余子 むかご

冬の行事

七草粥

せり

なずな

・
春の七草は、芹・薺
すずな
ざ
はこべら ほとけ
ごぎょう
・
・菘
の座
縷・仏
御形・繁
すずしろ

蘿蔔。

1月7日の 人日の節 句に
春の七草を入れた粥をい
ただきます。

春の七草 はるのななくさ
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冬の生きもの暦
二十四節気
新 暦

立 冬

小 雪

大 雪

冬 至

11/7 ～ 21

11/22 ～ 12/6

12/7 ～ 21

12/22 ～ 1/4

冬の兆し

冬の盛り

ヤマノイモの実がなる 124
モウセンゴケ類が紅葉する 125
ジョウビタキが鳴く 126
マヒワの渡り 127
ツグミの渡り 128
シロハラの渡り 129
アオジの渡り 130
シメの渡り 131
ツルウメモドキの実がなる 132
ガガイモの実がなる 133
ホンドギツネが出る 134
ニホンノウサギが出る 135
コゲラが樹にとまる 136
マガモが群れる 137
オシドリが群れる

つばきはじめてひらく

きたかぜこのはをはらう

そらさむくふゆとなる

なつかれくさしょうず

立冬（11/7頃）

小雪
（11/27頃）

大雪
（12/8頃）

冬至
（12/22頃）

山茶始開
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138

朔風払葉

閉塞成冬

乃東生

（○の数字は掲載ページを示す）

小 寒

大 寒

1/5 ～ 19

1/20 ～ 2/3

～2/ 末
キジが初めて鳴く

139

ヤブコウジの実が色づく 140

きじはじめてなく

ふきのはなさく

小寒（1/15頃）

大寒（1/20頃）

雉始雊

～3/ 末

款冬華
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春

ヤマノイモ

ヤマノイモ科

ヤマノイモ属

夏
秋
冬
上：むかご
右上：直立する雄花
右下：3翼がある果実

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■自然薯をみつけよう
「自然薯」といった方が皆さんには身
近かもしれません。栽培されている自

林縁

然薯もありますが、自生のものは里山

草地・畑

す。自然薯を見つけるにはまず地上部

水田

ツルが地中に潜るその先に自然薯が眠

や河川沿いの土手などに生育していま
の花や実を見つけましょう。花を見つ
けたら地面まで続くツルを見つけます。
っています。とは言っても、なかなか

水辺

見つかりません。
■秋～冬のおいしい食材
花の時期は夏ですが、秋にはむかご
がたわわにつきます。むかごもおいし
い食材です。また、晩秋から冬、地上
部が枯れた後、自然薯の収穫時期を迎
えます。
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【形態・生態など】
つる性の多年草。地下に円柱形
で直下する大きな根がある。茎
は無毛で右巻きのつるになる。
葉は最初は互生＊で後に対生＊し、
葉は三角状披針形、全縁、基部
は心形、先は長くとがり、長さ
5～10cm、両面無毛。葉柄＊は
長さ4～6cm、基部は肥厚し、葉
腋＊に径1cm の珠芽（むかご）
がつく。雌雄異花で、花被は白
色で平開しない。雄しべは6個、
雌花序は下垂し花はまばらで花
被片＊ は広楕円形で長さ1mm。
蒴果＊には3方向に半円形の翼の
ようなものがある。種子は全周
に翼がある。
【実の時期】
10月～11月

モウセンゴケ科

モウセンゴケ属

春

モウセンゴケ類

夏
秋
冬

上：湿地に生えるモウセンゴケ
右上：花（コモウセンゴケ）
右下：効率よく虫を捕るため円形に広がって生える

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

この仲間は食虫植物として有名です。
葉の腺毛＊から粘液を出し、小さな昆
に生え、虫を食べて養分を補うように
べてユニークです。貧栄養湿地は開発
で消失しやすく、本種の仲間のほとん
■冬の訪れを告げる「真っ赤な花」?

咲いているようで、とても美しいです。
本種の仲間の花期は春～夏で、白やピ
ンク色の花を咲かせます。小さくてか
わいい花で、群生地では地面に星を散
らしたようになります。
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水辺

モウセンゴケ類は冬間近になると、全
草が真っ赤に紅葉し、地面に赤い花が

水田

どが絶滅危惧種に指定されています。

草地・畑

進化したのでしょう。生態、見た目、す

林縁

虫を捕らえ、消化します。貧栄養湿地

【形態・生態など】
日当たりの良い酸性湿地に生え
る多年草。
[ モウセンゴケ ] 北海道～九州に
分布。花弁は白色。
[ コモウセンゴケ ] 宮城県以南～
沖縄に分布。花弁は普通淡紅色。
[ トウカイコモウセンゴケ ] モウ
センゴケとコモウセンゴケの雑
種起源と推定される。北陸地方、
東海～中国地方、四国に分布。
花は淡紅色。
【大きさ】
草丈 5～20cm
【紅葉の時期】
11月

里山林

■虫を食べるユニークな植物

春

ジョウビタキ

スズメ目

ツグミ科

夏
秋
冬
上：地味なメス
右上：腹部のオレンジ色が目立つオス
右下：イヌザンショウを採餌するメス

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■窓辺にやってくる冬の友達
田畑の周辺や雑木林の林縁、河川敷
や市街地の公園、庭先で、10月中旬頃

林縁

に「ヒッ、ヒッ、ヒッ」と澄んだ声、
「カッ、カッ」と火打石をこすったよう

草地・畑

な鳴き声（ヒタキの名の由来）が聞こ

水田

渡ってきた頃は、オスもメスも高い

えてくるといよいよ冬の到来です。
■冬の到来を告げるヒタキの声
所にとまって鳴き声でそれぞれの縄張

水辺

りを主張します。主に昆虫、クモ類な
どの小動物の他、草木の液果を食べま
す。地上にもよく降ります。多くは冬
鳥として渡来しますが、近年、兵庫県
の鉢伏高原や長野県の軽井沢などの高
標高地での繁殖例が増えています。
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【形態・生態など】
オスは腹部が目立つオレンジ色
で、首は灰白色で喉元の黒色と
翼の白班が特徴的。メスはオス
と異なり地味な灰褐色であるが、
雌雄とも翼の上面に目立つ白班
があり、「紋付鳥（もんつきど
り）
」とも呼ばれている。枝にと
まると、お辞儀するように頭を
ピョコンと下げ、尾羽をプルル
と振る仕草が特徴。
【大きさ】
スズメくらいで、全長は14cm
【見られる時期】
10月～3月

スズメ目

アトリ科

春

マヒワ

夏
秋
冬

上：花芽をついばむオス（左）とメス（右）
右上：ススキをつついているメス
右下：冬は大群で生活する

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

10月頃に日本にやってきて、里山か
ら高地にかけての主に針葉樹林で生活
かなか見せませんが冬の終わりには数
キ、ヤシャブシやアキニレなどの木の
実を食べているところを見かけます。
早春、木々の芽吹き直前に枝先で「チ

水田

■冬から早春の黄色の群れ

草地・畑

十羽の群れで里に下りてきて、ハンノ

林縁

します。冬の間は山地にいて、姿をな

【形態・生態など】
オスの頭頂は黒く、背面は緑灰
色、顔から胸が黄色。雌雄とも
に黄色みが強いので、飛ぶと特
に黄色が目立つ。越冬期間も群
れて仲良く過ごす。本州中部以
北では繁殖するものもいるが、多
くは大陸から渡って来る。
【大きさ】
スズメより小さく、全長は13cm
【見られる時期】
12月～3月

里山林

■枝先にぶら下がって実を食べる

水辺

ュイーン」と細い声で鳴きながら飛び
回る、小さな鳥の群れを見つけること
があります。花芽を食べるマヒワの群
れです。葉のない枝で黄色が目立ちま
す。
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春

ツグミ

スズメ目

ツグミ科

夏
秋
冬
上：目の上の白線が目立つ
右上：草地や耕作地に多く見られる
右下：ピラカンサの実をついばむ

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■ダルマさんが転んだをする鳥
冬に普通に見られる中型の小鳥で、
農耕地、草地、牧草地、河原、公園な

林縁

どの開けた場所を好みます。地上を数

草地・畑

り、翼を下げ、そり返るように胸を張

水田

餌台にもよく現れます。

歩跳ねて何かをついなんでは立ち止ま
る「ダルマさんが転んだ」をしている
ような採食姿がよく見られます。庭の
■冬の到来を告げる声

水辺

10月下旬に「クェッ、クェッ」とい
う鳴き声が聞こえ出すと冬の到来です。
ツグミは冬鳥として大陸から群をなし
て渡ってきます。山に雪が降る頃にな
ると里に降りてきて分散し、農耕地や
芝生地、雑木林などで採餌します。
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【形態・生態など】
背面は褐色、腹面は黄白色に多
数の黒斑があり、顔は灰黒褐色
で目の上に黄色の眉斑があるの
が特徴。直線的に飛ぶが、羽ば
たいたあと翼を半分閉じた飛び
方をする。液果も食べるが、地
上で昆虫やミミズなどの小動物
を食べる。
【大きさ】
スズメよりもだいぶ大きく、全
長24cm。
【見られる時期】
10月～3月

スズメ目

ツグミ科

春

シロハラ

夏
秋
冬

上：林床で多く見られる
右上：水浴びが好き
右下：苔の間から器用にガガンボを捕まえる

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

ツグミの仲間で、色彩も行動も地味
で、群れを作らずに単独で薄暗い樹林
ミズや昆虫を見つけて食べます。カキ
■林床で「カサコソ」 ひそかな存在感
冬鳥として日本に渡ってきます。静
葉の擦れ合う音が聞こえたら、あるい
ていたら、それはシロハラが餌を探し

水辺

は公園の植栽地で落ち葉が散らかされ

水田

かな林内で「カサッ、コソッ」と落ち

草地・畑

などの液果もよく食べます。

林縁

地を好み、落ち葉を嘴でかき分けて、ミ

【形態・生態など】
頭から背にかけて緑味のある薄
茶色で、胸と腹部は薄い灰色、飛
ぶと尾羽の両側に白い羽根が現
れる。大きさと習性はツグミに
似ているが地上性がツグミより
も強く、同じ場所でもツグミは
開けた場所、シロハラは薄暗い
林内や林縁とすみ分けている。
【大きさ】
スズメよりもだいぶ大きく、全
長25cm。
【見られる時期】
10月～3月

里山林

■姿は地味でも、餌探しの名手

ているのです。人が近づくと薄暗がり
から「キョキョキョッ、ツィー」と鋭
い声を出して飛び出すので、ドキッと
することがあります。
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春

アオジ

スズメ目

ホオジロ科

夏
秋
冬
上：枝の上で休息するメス
右上：オスは目先が黒い
右下：林床で種子をついばむ

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■声はすれども姿は見えず、藪の忍者
「チッ、チッ」と小さいが力強い声で
鳴きます。茂みの中にいてなかなか姿

林縁

を見せてくれません。時々開けた場所

草地・畑

れます。茂った薄暗い草地や山地のサ

水田

■冬の草地の隠れた普通種

に出てきますが、警戒すると茂みに隠
サ藪などの薄暗い茂みで生活するホオ
ジロの仲間です。
秋にやってきて越冬します。よく声

水辺

は聞こえるため、多くの個体が隠れて
いるようです。秋の終わりにアオジの
鳴き声を聞くと冬の訪れを感じ、早春
に茂みから出てきて「チョッピーチョ
ッ」とさえずり出すと、そろそろ繁殖
地に飛び立つ頃です。
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【形態・生態など】
オスの頭とほほは緑灰色、胸か
ら腹は薄い黄緑色、背中は緑っ
ぽい褐色てで、全体的に暗い緑
色がかってみえる。オスは黄色
味が強い。嘴は円錐形であまり
尖っていない。イネ科やタデ、ス
ゲなど小さな草の種子や昆虫な
どの小動物を食べる。茂みの地
上付近にすみ、地上性が強い。
【大きさ】
スズメよりも少し大きく、全長
15cm。
【見られる時期】
10月～3月

スズメ目

アトリ科

春

シメ

夏
秋
冬

上：太い嘴で堅い種子を割る
右上：林床で餌を探す
右下：木にとまって休息

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

大きな太い嘴を持ち、短い尾のずん
ぐりした体の鳥で、冬に平地から里山
太い嘴を用いて硬い殻の種をパチパチ
い年と少ない年があります。餌台へも
食べに来ます。
夏に北海道の林で繁殖したのち、冬
木林で過ごします。単独でいることが
多いのですが、小さな群れを作ること
があります。
「ピチッ、シーッ」と鋭く
鳴くので、慣れると声で識別できます。
林内でこれが聞こえると、愛嬌のある
姿を探してみたくなります。
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水辺

鳥として10月頃に渡来し、山の麓の雑

水田

■ずんぐりむっくり、冬の林の愛嬌者

草地・畑

と割って中身を食べます。飛来数は多

林縁

の雑木林や公園の明るい林にすみます。

【形態・生態など】
頭は大きく、嘴は太く、あごは
黒色で尾の短いずんぐりした鳥。
茶色系の地味な色で、種子を拾
いに地上に降りると目立たない。
翼には大きな白帯がある。エノ
キ、ムクノキ、カエデ、ヤマハ
ゼなどの硬い種子を割って食べ、
新芽などもついばむほか、ミノ
ムシをしごいて食べることもあ
る。
【大きさ】
スズメよりも大きく太く、全長
18cm。
【見られる時期】
10月～3月

里山林

■種子を打ち砕く大きなくちばし

春

ツルウメモドキ

ニシキギ科

ツルウメモドキ属

夏
秋
冬
上：落葉後、赤い実がよく目立つ
右上：葉（ウメの葉に似る）
右下：葉腋につく花

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■林縁の代表種
里山の林縁など明るい場所に生える
つる植物で、マント群落構成種の一つ

林縁

です。マント群落は林縁部にマントの

草地・畑

境を安定させる働きを持っています。

水田

メモドキとは科が異なります。種子は、

ようにつる植物の壁をつくり林内の環
和名は、ウメモドキに似たつる性の
植物ということからきていますが、ウ
果実を食べた鳥類や哺乳類によって散

水辺

布されます。
■冬を彩る赤と黄のコントラスト
果実は、晩秋から冬にかけて熟しま
す。果皮は黄色、仮種皮＊ が朱～赤色
で美しく、落葉して寂しくなった里山
をほんのり明るくしてくれる本種は、リ
ースの素材としても親しまれています。
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【形態・生態など】
落葉つる性木本。雌雄異株。葉
身＊は洋紙質、大きく波打ち、楕
円形ないし倒卵円形、長さ3～
10cm、基部は円形、両面共に
無毛、側脈は4～6対で下面に突
出し、縁にふぞろいの波状の細
鋸歯＊ がある。花序は短い集散
状で葉腋＊につき、1～7個の雄
花または1～3個の雌花をつける。
蒴果＊は球形、黄～橙に熟し、3
裂して朱～赤色で光沢のある仮
種皮に包まれた種子を出す。
【実の時期】
10月～12月

ガガイモ科

ガガイモ属

春

ガガイモ

夏
秋
冬

上：長い毛を持つ種子
右上：毛が目立つ花
右下：群生する花

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

日当たりの良い路傍の草地に生える
つる植物です。茎を切ると、切り口か
乳液は古くは止血や解毒剤など薬草と
時代から日本に存在すると言われ、古
スクナヒコ ナ

事記には少彦名命が出雲の大国主命の
モの果実の皮と言われている）に乗っ
■ワタが飛んでいる !?

冬の風物詩

冬、実が熟すと中から長い白毛を持
った種子が風で飛んでいきます。この
フワフワモフモフした種子が、幸せを
運ぶケサランパサラン（伝承上の生物）
の正体の一つとも言われています。
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水辺

てきたとあります。

水田

か が み ぶね

もとにやってくる際、蘿摩船（ガガイ

草地・畑

して使われていました。また、神代の

林縁

らたくさんの白い乳液がでます。この

【形態・生態など】
つる性の多年草。横走する地下
茎がある。茎は細い軟毛があり、
切ると白い乳液が出る。葉は対
生＊、長卵状心形で長さ5～10cm、
裏面は白緑色を帯び、先はとが
る。葉腋＊から出る集散花序＊に
花をつける。花は5裂し、径は
約1cm、内面は淡紫色で密に毛
がある。やや外に反曲する。萼
は基部まで深く5裂する。種子
は扁平な楕円形で狭い翼があり、
褐色で先に長く白い毛がある。
【実の時期】
11月～1月

里山林

■神様の乗り物

春

ホンドギツネ

食肉目

イヌ科

夏
秋
冬
上：長くて太い尾が特徴
右上：雪を掘って獲物を探す
右下：冬の草地を走る

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■身近な里山の名ハンター
草原や農耕地に姿を現し、優れた感
覚と素早い身のこなしで隠れているネ

林縁

ズミや鳥類などを捕食します。冬は積

草地・畑

にいるネズミの位置を突き止め、捕ま

水田

には狩りが上手になっています。

雪があっても耳を澄まし、雪と土の間
えることができます。子ギツネは春に
生まれ、秋には独立しますが、この頃
■人の暮らしに寄りそって生きる

水辺

人里に近い森林や草地に生息してい
ますが、用心深く、主に早朝と夕方に
行動するため、あまり人前には現れま
せん。狩り場となる草地は草刈りする
ことで維持されています。このことが
本種にとって好都合。人の暮らしに寄
り添い、巧みに狩りをしています。
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【形態・生態など】
雑食性でウサギ、ネズミ、鳥、カ
エル、ヘビ、昆虫などのほか、果
実なども食べる。大きさの割に
体重は軽く、ジャンプや走るの
が得意。歩く時は、前足の踏ん
だ場所を後ろ足で踏むため、足
音が立ちにくい。ジャンプして
草むらに潜むネズミを捕らえた
り、ダッシュしてノウサギやキ
ジを捕らえたりなど、まさに里
山のハンター。
【大きさ】
頭胴長 50～70cm
尾長 30～40cm
体重 4～7kg
【見られる時期】
一年中

ウサギ目

ウサギ科

春

ニホンノウサギ

夏
秋
冬

上：草地で生息
右上：草を食べる
右下：雪の上のフィールドサイン（足跡）

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

藪や草原、人里に近い森林に生息し
ています。得意技は身を潜めること。夜
じっとしています。天敵が近づくなど
ます。相手が迫ってきた時は、その脚
力を活かして一気に駆け出し逃げ去り
■冬のたくましい暮らしと子育て
さに強い種です。草食性で草や木の葉
を食べ、冬には樹皮や小枝を食べます。
季節にかかわらず親子は離れて暮ら
しますが、夜に数分の授乳をした後、草
の根元に子どもを隠して離れます。
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水辺

もともと北の雪深い地方にいる、寒

水田

ます。

草地・畑

危険を感じた時も、動かずやり過ごし

林縁

行性のため日中は藪や木の根元などで

【形態・生態など】
草木を食べる草食性で、背が届
く範囲の様々な植物の葉や茎を
食べる。ペットとして飼われて
いるアナウサギと違い、巣穴を
掘らず一生地上で暮らす。外見
上の違いは踵からつま先までの
長さで、ノウサギの方が長く、そ
のためより早く走ることができ、
最高時速は80km といわれる。
大きな耳は敵の接近をより早く
知るためと、体を冷やすために
用いられる。出産は春。
【大きさ】
頭胴長 約50cm
体重 2～2.6kg
【見られる時期】
一年中

里山林

■名スプリンターは潜みの達人

春

コゲラ

キツツキ目

キツツキ科

夏
秋
冬
上：木の幹に縦向きにとまる
右上：イヌザンショウを採餌
右下：巣穴を作る

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■人里にもいる小さなキツツキ
キツツキは深い森にすんでいると思
われがちですが、シジュウガラと同様

林縁

にコゲラは町中の公園・緑地に進出す

草地・畑

あれば、幹や枝をつついて餌を探す姿

水田

■冬の森の小さな木こり

るようになりました。木が多い場所で
や繁殖で樹洞＊に入る姿を見ることが
できるでしょう。
冬の森は生きものの気配も少なく、

水辺

とても静かです。そんな中でコゲラは
シジュウカラやエナガ、メジロと混群
を作って林内を飛び移りながら餌を探
します。キツツキ特有の「コツ、コツ、
コツ」とリズミカルに木をつつく音や、
「ギィー、ギィー」という特徴ある声を
聞くことができます。

136

【形態・生態など】
背中は黒色で白い斑模様がある。
胸から腹は茶色の斑紋が連なっ
ている。オスは後頭部の左右に
小さく赤い模様が入る。木の幹
や枝に尾を支えとして垂直にと
まり、木の幹や枝にひそむ昆虫、
その幼虫や卵、クモなどを食べ
る。カキなどの果実も食べる。枯
木の幹に小さな巣穴を嘴で掘る。
【大きさ】
スズメくらいの大きさで全長は
15cm
【見られる時期】
一年中

カモ目

カモ科

春

マガモ

夏
秋
冬

上：行儀よく並んだペア
右上：メス
右下：水面から飛び立つ

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

代表的なカモの仲間で、池や湖、河
川、ダム湖などにすみ、沿岸の海上に
で繁殖するものがいますが、大部分は
に飛来するカモの中で最も多いのがこ
のマガモです。
マガモは、冬になると多くの個体が
の池や湖に浮かぶその姿はよく目立ち、
昔話にも登場したり、狩猟の対象とし
て「アオクビ」と呼ばれるなど、古く
から人々に親しまれてきました。
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水辺

北方から越冬のために渡来します。冬

水田

■冬を代表するカモ

草地・畑

北方の大陸から飛来します。日本各地

林縁

出る事もあります。本州中部よりも北

【形態・生態など】
オスの頭、首は緑色の金属光沢
を帯び「青首」と呼ばれる。黄
色い嘴と首の白い輪、尾の先端
の丸まった尾羽。オレンジ色の
足も識別ポイント。10月に渡っ
てきた時のオスはメスと同じ、地
味な茶色をしている。カモ類は
年明けになるとつがいを形成し
て雌雄が一緒にいることが多い。
昼間は河口や池などの安全な水
域で休息し、夜になると付近の
田畑に通い、水草や草の実、葉
などの植物質を食べる。鳴き声
はグェー、グェー。
【大きさ】
大型のカモで、全長55～60cm。
【見られる時期】
10月～3月

里山林

■最も身近なカモ

春

オシドリ

カモ目

カモ科

夏
秋
冬
上：オシドリの群れ
右上：繁殖後期のつがい（オスとメス）
右下：ヒナを連れたメス

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■オシドリ夫婦の新事実
山間の樹林に囲まれた河川や池に生
息します。警戒心が強く、木陰に隠れ

林縁

るように過ごしています。主に草の種

草地・畑

類を好んで食べます。雌雄がいつも仲

水田

成するのは繁殖期だけで、夫婦関係は

子や昆虫などの小動物、特にドングリ
良く一緒にいることを「オシドリ」と
言われてきましたが、実はつがいを形
毎年解消されています。

水辺

■冬の水面を彩るオシャレなカモ
オスは冬からの繁殖期には、翼の最
内側の羽根の1枚が大きく橙色でイチ
ョウのような形の銀杏羽や思羽と呼ば
れる美しく目立つ飾り羽をつけます。
このため古くから絵画に描かれたり、
「県の鳥」などに選ばれています。
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【形態・生態など】
湖沼に沿う日本の森林でも繁殖
している小型のカモ。秋のオス
はメスと似た灰褐色の非繁殖羽
をしている。繁殖はシイ・カシ
などの大木の茂る広葉樹林の高
い位置にある樹洞＊ に巣を構え
る。卵から孵化したヒナはすぐ
に巣穴から飛び降りて水域に出
て地上で育てられる。孵化直後
に高い巣からヒナが飛び降りる
のはガンや海鳥にも見られる。
【大きさ】
コガモよりも少し大きく、全長
45cm。
【見られる時期】
10月～3月

キジ目

キジ科

春

キジ

夏
秋
冬

上：ホロ打ちするオス
右上：林縁を歩くオス
右下：つがい（オスとメス）

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

生息地は農耕地や河川敷などの開け
た草地ですが、付近に逃げ込むことが
と緑色に光る体、鮮やかな赤い顔など、
格です。姿や威勢の良い鳴き声から「桃
太郎」などの昔話や「雉も鳴かずば」
■春を呼ぶ力強い鳴き声
では、繁殖に向けなわばりを主張する
オスの鳴き声が響きます。木の切株な
どの小高い所に陣取り、翼を大きく震
わせて「ケーッ、ケーッ」と力強い声
で鳴きます。この声が聞こえ始めると、
春はもうすぐそこです。
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水辺

春の日射しを感じる頃、野原や草地

水田

などのことわざに登場してきました。

草地・畑

まさに「日本の国鳥」にふさわしい風

林縁

できる林が必要です。オスの長い尾羽

【形態・生態など】
尾が長く派手できらびやかなオ
スに比べると、メスは全体に淡
い地味な茶色の色合いをしてい
る。草地や明るい林にすみ、メ
スは草の茂る地面に巣を作り卵
を温める。孵化したヒナはすぐ
に歩く。鶏と同じような雑食性
で、植物の種子や芽、実、昆虫
やミミズなどの小動物を食べる。
【大きさ】
トビと同じかやや大きく、オス
は全長80cm、メスは全長60cm。
【見られる時期】
一年中（特に早春～春によく鳴
く）

里山林

■日本の国鳥、堂々とした草地の王者

春

ヤブコウジ

サクラソウ科 ヤブコウジ属

夏
秋
冬
上：赤い小さな果実を下向きにつける
右上：下を向いて咲く白い花
右下：花の拡大

めずらしさ 〉〉 ★★★★★

里山林

■林床の小さな木
里山の林床に普通に生え、しばしば
群生しています。小さいですが樹木で

林縁

す。和名は藪に生え、葉や果実がミカ

草地・畑

ことによるそうです。また、マンリョ

水田

俗称もあるようです。完熟した果実は

ン科のコウジ（柑子）にやや似ている
ウ（万両）
、センリョウ（千両）
、カラ
タチバナ（百両）に次いで十両という
少し甘みがあり、種子は、果実を食べ

水辺

た鳥類などに散布されるようです。
■正月を彩る赤い実
果実は12月頃に熟し、花のない冬に
見られる赤い果実は、里山の足元を明
るくします。正月の寄せ植えにも使い
ます。
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【形態・生態など】
常緑小低木。匍匐茎＊は長く、時
に分枝し、葉がない。茎は単一
で、基部から斜上して直立する。
上部に葉を輪生＊状につける。茎
の上部および若い花序には非常
に短い粒状の毛がある。葉は開
出し、深緑色で光沢があり、長
楕円形で、鋭頭、基部は鋭形、長
さ3～13cm、ほとんど無毛。花
序は散形状、2～5花をつける。
花冠は白色で下垂する。果実は
球形で赤色に熟す。
【大きさ】
樹高 10～30cm
【花の時期】
7月～8月
【実の時期】
11月～12月

大阪の
生きもの

冬の樹木ウォッチング
近畿植物同好会 前会長

平野

弘二

最近は冬でも野山をハイキングする人が増えています。ただ歩く
だけでなしに、目に触れた樹木が何の木かわかれば楽しさが増すは
ずです。遠くから眺めて樹形から見当をつけられる木もあります。わ
からなければもっと近づいて木の肌の特徴から判定できる事もあり
ます。ただ、木の肌は樹齢によって大きく変わり、これだけで多く
の木の名を知るのは無理なようです。樹肌が無理ならもっと近づい
て冬芽や枝の特徴を見れば確実にその木の名前がわかります。冬の
雑木林は葉がないだけ見通しがよく、夏には他の木の葉に隠れて見
えなかった小さな木も見えてきます。わかればそれをノートに書く
か頭に入れておけばどこにどんな樹があるか知ることも脳トレにも
なります。
葉でわかりにくい木でも冬芽でわかりやすいものもあります。例
えばクリとクヌギは葉がよく似ていますが、クリの冬芽はクリ形ク
リ色で、クヌギは芽鱗が多く細長い形です。冬芽でなくとも枝の特
徴から判定できるものもあります。マタタビの髄＊は白く詰まってい
ますが、サルナシの髄は褐色で隔壁があり隔壁の間は空間となって
います。なおマタタビ科ではマタタビだけが白く詰まった髄です。

髄は白くてつまる

マタタビ

冬芽は見えない

クヌギ

冬芽が少し見える

冬芽は細長く芽鱗が多い

冬芽はクリ形、クリ色

クリ

髄は隔壁がある

サルナシ
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山焼きが作る半自然草原

――岩湧山キトラ草原

大阪府立大学 生命環境科学研究科教授

藤原

宣夫

今でこそ日本国土の7割は森林で

を行う「ノラ」に対する「ヤマ」に

すが、明治の初めは、その半分が草

は、森林に加え萱場、葉場山（ハバ

原であったと言ったら信じてもらえ

ヤマ）などの採草地が含まれ、萱刈

るでしょうか。農耕に牛馬が使われ

りは山仕事の範疇でした。

た時代には、草原から得られる刈草

降雨に恵まれた日本では、自然植

は敷藁や飼葉として必須であり、加

生としての草原は、高山帯や海浜地、

えて堆肥の材料、屋根葺きの材料と

湿原などの厳しい環境下に成立する

して大量に必要とされていました。

ものであり、ごく僅かしか存在しま

里山といえば薪炭林に代表される森

せん。草原の大半は人間が関わって

林を思い浮かべがちですが、畑仕事

できた二次的な植生であり半自然草
原と呼ばれます。半自然草原は、人
間が刈り取ったり、牛馬を放牧した
り、火を入れることによって維持さ
れてきました。
山焼きと呼ばれる火入れは、屋根
葺き材となるススキを得るのに適し
た方法です。大阪府内で唯一山焼き
が行われているのが岩湧山頂部のキ
トラ草原です。キトラ草原では毎年
4月の初めに火が入れられ、冬の間
に採取されたススキが、文化財の萱
葺民家の葺換えに使用されます。山
焼きの目的はススキですが、春には
ワラビ採りで賑わい、夏にはキキョウ、

上：山焼きの風景（4月）
下：ハバヤマボクチの花（葉場山火口、9月）

142

秋にはハバヤマボクチなど、希少な
植物と出会える場所となっています。

大阪の里山よもやま話

森林とシカの行方は

――大阪の野生哺乳動物
大阪自然環境保全協会

常俊

容子

大阪の北摂地域はニホンジカをは
じめ、箕面のニホンザル（天然記
念物）
、ニホンイノシシ、大阪府の
RD 種でもあるホンドギツネ、ニホ
ンノウサギ、ニホンリスなど、日本
の在来哺乳動物の多くが生息してい
ます。昨今、ツキノワグマも確認さ
れていることから、北摂は自然が残
っている地域といえます。
外来種ではハクビシンや、在来生

兵庫県川西市の薪炭林に現れたシカ

（平成28年度 / 大阪府立環境農林水
産総合研究所）と推定されています。

物や生態系に害を及ぼすとして特定

箕面のニホンジカ分布のほぼ中

外来生物に指定されているアライグ

心 域 で あ る 鉢 伏 山（ 標 高604m）

マ、ヌートリアが市街地まで広範に

は、長年高密度の地域です。その付

生息し、年々拡大しています。

近を歩くと林床の植生は減退し、林

ニホンジカとニホンイノシシは農

内はすっかり見渡せます。かつて山

林業被害の増加を受け、1999年に

頂では高圧電線下のササ原が人の背

法律が大幅改正され、都道府県ごと

より高くそびえる壁のようでしたが、

に調査に基づいた管理計画づくりが

およそ10年でほぼ姿を消しました。

進められました。

一帯は数百年にわたって連綿と続い

ニホンジカは採食圧 が強く、森林

た高品質の炭（茶炭）生産のメッカ

生態系へ大きな影響を与えます。ニ

だった所。今でも名残りの台場クヌ

ホンジカの絶滅が危惧された戦後、

ギ林が散見されるザ・
（元）里山の

大阪でも数10頭レベルになり、生

景観です。

＊

息域は能勢、箕面、高槻の3地域に

ヒトの生業を離れた森林、将来ど

分断されましたが、禁猟を経て増加し、 のような変遷を私たちは見るのでし
現在北摂4市3町に3490〜6280頭

ょうか。
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外来生物の脅威

■外来種とは？

種の生息、生育が脅かされたり、在

野生生物は本来、生息、生育に適

来種との雑種ができ、遺伝子的な攪

した環境（地形、気候など）で生き

乱が起きることがあります。また、

ており、それぞれの移動能力によっ

一種が増加することで種間のバラン

て生息、生育できる範囲が限られま

スが大きく崩れ、生態系のバランス

す。一方、本来の生息、生育地を超

も崩れることになります。つまり、

えてペットとして輸入されたり、鑑

外来種の数が増えることは遺伝子の

賞目的で持ち込まれたり、移動した

多様性、種の多様性を脅かし、生態

荷物について持ち込まれたりする生

系の在り様を大きく変えてしまうこ

きものが多くあります。これら国内

とになるのです。

外を問わず本来持っている移動能力

人間に対する影響としては花粉症

を超えて移動した生きものを「外来

などのアレルギー源となったり、セ

種」と呼び、その地域に昔から生き

アカゴケグモのように咬まれるなど

てきた「在来種」と区別します。

の被害も起きます。ヒアリは記憶に

外来種が捨てられたり、逃げ出し

新しいところですね。また、外来種

たりして野外に広がり、生息、生育

の中にはアライグマなどが畑を荒ら

し続ける（定着する）ことがありま

したり、スクミリンゴガイがイネを

す。日本の野外に生息、生育する外

食べるなど農林業への影響もありま

来種はわかっているだけでも2000

す。

種以上となります。

■里山で見られる外来種

■外来種はなぜ問題か？

里山にも多くの外来種が見られま

外来種が野外で定着し、数が増え

す。特に、林縁、耕作地・草地、水

ると、生態系や人間活動に影響を及

辺など人の手が入る場所に外来種は

ぼすことがあります。具体的には、

多く見られます。

繁殖力が強い外来種が増えて、在来
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外来生物の
問題

里山林、林縁では、鳥類であるソ

ウシチョウが増加しています。
草地では、セイヨウタンポポ、セ
イタカアワダチソウ、オオキンケイ
ギク、ナルトサワギク、ヒメムカシ
ヨモギなどの植物が見られます。
水辺では外来アゾラ類、オオカナ
ダモ、オオカワジシャ、アレチウリ
などの植物、哺乳類であるヌートリ
アをはじめ、ミシシッピアカミミガメ、
ウシガエル、ブルーギル、アメリカ
ザリガニなどの動物が見られます。
■これ以上外来種を拡げないために
外来種をこれ以上里山に増やさな
いためには、以下のことが大切です。
●飼っている外来生物を野外に捨
てない
●野外で見られた外来生物は他の
地域に広げない（できるだけ駆
除する）
●外来種についての知識（どの生
きものが外来種か、何が問題か
など）を学ぶ
写真上から
1: スクミリンゴガイ（卵塊）
2: アレチウリ
3: ミシシッピアカミミガメ（ミドリガメ）
4: ウシガエル
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危険生物の脅威

里山の危険な生きものに
注意！

里山には多くの生きものがいます。
その中には人に危険を及ぼす生きも
のもいます。危険性をきちんと理解
して、里山の自然を楽しみましょう。

■触るとかぶれる
●チャドクガ
・幼虫はツバキやチャノキなどの葉
に集団でいることが多いです。全身
毒毛だらけです。この毛が皮膚に刺
さるとかぶれます。
●ヤマウルシ、ヤマハゼ
・触るとかぶれます。
・いずれも奇数羽状複葉＊で、秋に
は美しく紅葉します。
●カエンダケ
・極めて高い毒性を持つキノコ。
・食べると死亡率が高く、汁が手に
つくと炎症を起こします。ナラ枯れ
したコナラなどの根際に見られます。

写真上から
1: チャドクガの幼虫
2: ヤマウルシでかぶれた皮膚
3: カエンダケ
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■刺されたり、咬まれる
●スズメバチ類（オオスズメバチ、
キイロスズメバチなど）
・夏の終わりから秋にかけては攻撃
性が高い時期です。巣には絶対に近
づかないこと。巣は軒下や木のうろ
などに作ります。
●マダニ
・ライム病などの病原体の媒介者と
して注意が必要です。
・咬まれないためには、腕、足、首
などの露出部を少なくしましょう。
家に入る前に服にダニがついていな
いか確認すること。
・咬まれたら無理に引っ張ると牙が
体内に残ってしまうので、病院に行
くのが安全です。
●ニホンマムシ
・比較的水場が近い場所を好みます。
もし咬まれた場合はすぐに病院に行
きましょう。適切な処置をすれば命
を落とすことはありません。
写真上から
1: オオスズメバチ
2: キイロスズメバチの巣
3: マダニ
4: ニホンマムシ
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用語解説
栄養繁殖（えいようはんしょく）: 根、

が萼（外花被片）。（⇒図 p.153）

植物が繁殖する様式の1つ。

から複数の茎が分かれて立ち上がって

栄養葉（えいようよう）: シダ植物に

いる様子。

茎、葉などの栄養器官から次の世代の

おいて胞子を生じない葉のこと。光合
成を行うのは主にこの葉である。
円錐花序（えんすいかじょ）: 花のつ
き方のひとつ（⇒図 p.153）

株立ち（かぶだち）:

花柄（かへい）:

1本の茎の根元

花のつくりの一部

（⇒図 p.153）

偽茎（ぎけい）: 地下茎から出た葉鞘

（ようしょう）が重なり合って、茎の様

外果皮（がいかひ）: 核果などの果実

に見えるもの。葉は葉鞘に隠されて外

の一番外側の層（⇒図 p.152）

からは見えない。

過眼線（かがんせん）: 目の前後に入

奇数羽状複葉（きすううじょうふくよ

る帯状の線（鳥類）。

眉斑

う）: 葉の形のひとつ（⇒図 p.152）
球茎（きゅうけい）: 地下茎の一種で、
茎の基部がデンプンなどの養分を蓄え
て球形に肥大したもの。

過眼線
モズ

救荒植物（きゅうこうしょくぶつ）:

飢饉などで食料が不足した時に、それ
をしのぐために間に合わせに利用され
る植物のこと。

核果（かくか）: 果実の種類のひとつ

距（きょ）: 花において、つけ根より

仮種皮（かしゅひ）: 種子の表面をお

この部分に蜜がある。（⇒図 p.153）

花柱（かちゅう）: 花のつくりの一部

の一つ（⇒図 p.152）

（⇒図 p.152）

おっている付属物。
（⇒図 p.153）

花筒（かとう）: 花弁の基部が互いに
合着して筒状になった部分。

花盤（かばん）: 花葉を支える花托の
一部が大きくなったもので、花冠とお
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後ろに細長く突出した部分。スミレは
鋸歯（きょし）: 葉の縁の切れ込み方
偶数羽状複葉（ぐうすううじょうふく

よう）: 葉の形のひとつ（⇒図 p.152）
頸部（けいぶ）: 頭と胴体とをつない
でいる部分。くび。

堅果（けんか）: 堅い皮に包まれた果

しべの間に発達する。

実。クリも堅果である。
（⇒図 p.152）

花被片（かひへん）: 花は通常、花弁

口吻（こうふん）: 昆虫の口器の中で、

とその外側の萼に分けられ、花弁と萼

前方に突き出た器官。例えば、チョウ

の区別がつきにくい場合、それらをま

やカメムシなど液体を吸うようにスト

とめて花被と呼ぶ。チゴユリの花被片

ロー状になっている器官など。

は3枚が花弁（内花被片）で、もう3枚

互生（ごせい）: 葉のつき方のひとつ

のやわらかい海綿状のもの。

（⇒図 p.152）
根茎（こんけい）: 茎の一形で、根の

星状毛（せいじょうもう）: 植物に生

ように見えるものの総称。多くは地中

える放射状に分岐した毛。

をはい、根、茎、葉を出す。タケ、ハ

腺点（せんてん）: 植物の葉などにあ

スなど。

るごく小さな分泌腺。オトギリソウな

根生葉（こんせいよう）: 地表付近か

どで見られる。

出ているように見える葉のこと。この

で、多くは先端が球状にふくらんでい

うち、地表に密着して広がるものをロ

る。モウセンゴケなどに見られる。

ゼット葉といい、タンポポのものが代

総状花序（そうじょうかじょ）: 花の

ら葉が出ているため、根や地下茎から

腺毛（せんもう）: 液体を分泌する毛

表的である。

つき方のひとつ（⇒図 p.153）

採食圧（さいしょくあつ）: シカなど

総苞（そうほう）:

採食による植生、植物への影響。

て、つぼみを包んで保護している葉の

蒴果（さくか）: 果実の種類のひとつ

ことを苞という。苞が複数集まった場

集散花序（しゅうさんかじょ）: 花の

総苞片という。目立つ色で花弁のよう

つき方のひとつ（⇒図 p.153）

に見えたり（ハナミズキ）
、花の萼のよ

終齢幼虫（しゅうれいようちゅう）:

うに見えたり（タンポポ類）
、種によっ

成虫あるいは蛹になる直前の幼虫

てさまざまな変化が見られる。

樹洞（じゅどう）:

ソーラス（そーらす）: 複数の胞子嚢

（⇒図 p.152）

木の内側の細胞

花の基部にあっ

合、全体を総苞といい、個々の総苞を

は大部分が死んでおり、それが菌類な

が集合したもの

どによって分解されると空間ができる。

側萼片（そくがくへん）: 花弁の種類

その洞穴状の空間を樹洞といい、哺乳
類や鳥類の巣になったり、昆虫の隠れ
場になったりする。

の一つ（⇒図 p.153）

側弁（そくべん）: 花弁の種類の一つ

（⇒図 p.153）

上嘴（じょうし）: 鳥類の上部分の口

対生（たいせい）: 葉のつき方のひと

ばし。

つ（⇒図 p.152）

掌状複葉（しょうじょうふくよう）:

托葉（たくよう）: 葉の各部の名称の

葉の形のひとつ（⇒図 p.152）

一つ（⇒図 p.152）

食草（しょくそう）: 昆虫が餌とする

単為生殖（たんいせいしょく）: 卵が

特定の植物。モンシロチョウの幼虫の

受精せずに発生を始めること。

食草はアブラナ科植物。

虫えい（ちゅうえい）: 虫こぶ。植物

唇弁（しんべん）: 花弁の種類の一つ

（⇒図 p.153）

髄（ずい）: 維管束植物の茎の中心部

組織が異常な発達を起こしてできるこ
ぶ状の突起のこと。
抽水植物（ちゅうすいしょくぶつ）:
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用語解説
根が水中にあり、茎や葉は水上にある

くを這って伸びる茎。

代表的。

蜜腺（みつせん）:

展葉（てんよう）: 葉が芽の状態から

植物において蜜

を分泌する器官。花にあるほか、葉に

開いて広がること。

ある場合もあり、ハチやアリが集まる。

頭花（とうか）: キク科のように小さ

花以外にある蜜腺は、植物がアリを呼

な花の集まりである頭状花序の花。
（⇒

び寄せて植食性昆虫から身を守るよう

図 p.153）

に進化した結果、発達した器官と考え

頭状花序（とうじょうかじょ）: 花の

られている。

背萼片（はいがくへん）: ラン科の花

脈の分岐する所。

つき方のひとつ（⇒図 p.153）
のつくりの一部（⇒図 p.153）

倍数体（ばいすうたい）: 染色体は母

脈腋（みゃくえき）: 葉脈の主脈と側
無融合生殖（むゆうごうせいしょく）:

受精を伴わないで、種子などの繁殖体

親由来の一組と父親由来の一組とがセ

を生じること。

ットとなっている（2倍体）が、受精

有性生殖（ゆうせいせいしょく）: 雌

や分裂時の異常により染色体の3組（3

雄の配偶子によって新しい個体が形成

倍体）、4組（4倍体）になる場合があ

される生殖法。

り、この場合、倍数体という。

葉腋（ようえき）: 茎から葉のでる分

不完全変態（ふかんぜんへんたい）:

昆虫の変態の一形式。幼虫期にすでに

かれ目の部分。

葉身（ようしん）: 葉の各部の名称の

成虫に近い形で存在し、脱皮して成虫

一つ（⇒図 p.152）

になる。

葉柄（ようへい）: 葉の各部の名称の

付属体（ふぞくたい）: 花または萼に

ついている器官の一つ（⇒図 p.153）
仏炎苞（ぶつえんほう）: サトイモ科

一つ（⇒図 p.152）

鱗茎（りんけい）: 茎が短縮して扁平
な形になって、鱗片葉の基部について

の植物の大きく発達している苞（花の

いるもの。タマネギやチューリップな

基部にあり、つぼみや花を包んで保護

ど。

している葉）。（⇒図 p.153）

輪生（りんせい）: 葉のつき方のひと

浮葉植物（ふようしょくぶつ）:

葉

が水面に浮かび、根を水底に張る植物。

つ（⇒図 p.152）

鱗片（りんぺん）: 葉が変形してうろ

ヒルムシロやトチカガミなど。

こ状になったものや，シダ類の葉柄に

苞（ほう）: 花のつくりの一部（⇒図

ある褐色の薄片。

胞子葉（ほうしよう）: シダ植物にお

p.149）

p.153）

いて胞子をつけるように変化した葉。
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匍匐茎（ほふくけい）: 植物が地上近

植物。水際に生育する。ヨシ、ガマが

ロゼット（ろぜっと）: （⇒「根生葉」

体の大きさの表し方

頭胴長

草丈

樹高
植物(木本類)

植物(草本類)

全長

尾長

哺乳類

頭胴長

カエル

長
全

類

長
胴
頭

鳥

この冊子では、体の大きさを
下図のように表しています。

全長
トカゲ・サンショウウオ
ヘ

ビ

開張

し たん

バッタ･キリギリス

ミ

トンボ

かくけい

ク

モ

体長

殻径

殻高

体長

体長
コウチュウ
コウチュウ

(クワガタムシ以外)

セ

体長

チョウ

体長

全長（翅 端まで）

カブトエビ

巻貝(カタツムリ)
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植物の形態用語
葉の各部の用語

葉の形
全体

主脈

葉身

側脈

葉身

葉舌
鋸歯 葉耳

線形 披針形

卵形

倒卵形

楕円形

円形
托葉

葉の縁の切れ込み方

葉柄

葉のつき方

鋸歯

全縁

重鋸歯

欠刻状

葉の裂け方
互生

中裂

浅裂

深裂

単葉と複葉

3裂するが、完全には
分裂していない

側小葉

3出複葉

3個の小葉に
分かれる

輪生

果 実
蒴果
果皮が乾燥して
基部から上に向
かって裂ける
(スミレなど)

頂小葉
側小葉

単葉

全裂

主脈まで完全に
分かれた状態

対生

堅果
掌状複葉

固く乾燥しても
裂開しない果実
(コナラなど)

殻斗

核果
奇数
羽状複葉
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偶数
羽状複葉

3回3出複葉

3回複葉化しており、
複葉の型は3出複葉

中心部に堅い核
を持つ果実
(モモなど)

外果皮
中果皮
内果皮
種子

花のつき方(花序)

単生

総状
花序

穂状
花序

集散
花序

頭状花序

円錐花序

散房花序

複散形花序

花のつくり
葯

花弁

ユリ科の花

雄しべ

花糸

内花被片

外花被片
内花被片

柱頭
雌しべ

萼

花柱

外花被片

外花被片

花柄

子房

キク科の頭花

筒状花

苞
舌状花
総苞

サトイモ科の花

総苞外片

スミレ類の花

ラン科の花

上弁

背萼片
側花弁

仏炎苞

花

付属体

距

苞
側弁

側萼片

唇弁
子房

側萼片
唇弁

側弁
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さくいん

太字：指標種 100 種が表題のページ
細字：写真やコラムに掲載されているページ

［ア］

アオジ……………………… 130
アオバズク…………………… 64
アキアカネ…………………… 91
アケビ………………………… 91
アサギマダラ………………… 74
アジアカブトエビ… ………… 68
アメリカカブトエビ… ……… 68
アリアケスミレ… …………… 34
イ……………………………… 58
ウグイス………………… 23, 27
ウスバキトンボ… ………91, 118
ウツボグサ…………………… 62
ウラシマソウ………………… 46
ウワミズザクラ……………… 42
エゴノキ……………………… 47
エダナナフシ………………… 76
エノキ……………………… 108
オオカマキリ……………… 105
オオスズメバチ…………… 147
オオバノトンボソウ… ……… 52
オオヒヨドリバナ… ………… 94
オオミズアオ………………… 75
オオムラサキ………………… 80
オカトラノオ… ……………… 61
オシドリ…………………… 138
オニヤンマ…………………… 85

［カ］

カエンダケ………………… 146
ガガイモ…………………… 133
カスミサンショウウオ… …… 29
カナブン……………………… 84
カブトエビ… ………………… 68
カブトムシ… ………………… 83
カヤネズミ…………… 103, 119
カラスウリ………………… 113
カンサイタンポポ… ………… 53
キイロスズメバチ………… 147
キクバヒヨドリバナ… ……… 94
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キジ………………………… 139
キリ…………………………… 45
キリギリス………………… 106
クチベニマイマイ…………… 70
クヌギ……………………… 141
クマバチ……………………… 50
クリ（シバグリ）
……… 111, 141
ケラ…………………………… 69
ケリ…………………………… 41
ゲンジボタル………………… 66
コアジサイ…………………… 48
コガモ……………………… 116
コゲラ……………………… 136
コシアブラ…………………… 44
コナラ……………………… 109
コバノミツバツツジ… ……… 39
ゴマダラチョウ……………… 81
コモウセンゴケ…………… 125

［サ］

ササユリ……………………… 60
サシバ………………………… 89
サトキマダラヒカゲ… ……… 82
サルナシ…………………… 141
シメ………………………… 131
シュレーゲルアオガエル… … 40
シュンラン…………………… 36
ショウジョウバカマ… ……… 35
ジョウビタキ… …………… 126
ジョロウグモ……………… 117
シロハラ…………………… 129
スギナ………………………… 31
スミナガシ…………………… 73
スミレ………………………… 34
セイヨウタンポポ…………… 53
セスジツユムシ……………… 72
セトウチホトトギス… ……… 97
センブリ……………………… 98

［タ］

タカノツメ…………………… 43
タチツボスミレ……………… 34
タマムシ……………………… 77
チゴユリ……………………… 43
チャドクガ… ……………… 146
ツクツクボウシ……………… 88
ツグミ……………………… 128
ツバメ………………………… 32
ツブラジイ（コジイ）
……… 110
ツユムシ……………………… 72
ツリガネニンジン…………… 99
ツルウメモドキ… ………… 132
トウカイモウセンゴケ…… 125
トゲナナフシ………………… 76
トノサマバッタ… ………… 107

［ナ］

ナナフシ類…………………… 76
ニホンカナヘビ…………… 104
ニホンノウサギ… ………… 135
ニホンマムシ……………… 147
ネムノキ……………………… 59
ノアザミ……………………… 49
ノブドウ…………………… 112

［ハ］

ヒガンバナ…………………… 95
ヒグラシ……………………… 86
ヒバリ………………………… 37
ヒメボタル…………………… 65
ヒヨドリ…………………… 115
ヒヨドリバナ… ……………… 94
フキ…………………………… 23
ヘイケボタル… ……………… 67
ホタルブクロ… ……………… 63
ホトトギス（鳥）
……………… 51
ホトトギス類（植物）
………… 97
ホンドギツネ……………… 134

［マ］
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マタタビ…………………… 141
マダニ……………………… 147
マヒワ……………………… 127
ミズヒキ……………………… 96
ミソハギ………………… 55, 87
モウセンゴケ……………… 125
モズ…………………… 102, 121
モリアオガエル……………… 71

［ヤ］

ヤブガラシ…………………… 79
ヤブコウジ………………… 140
ヤブツバキ…………………… 26
ヤマウグイスカグラ………… 30
ヤマウルシ…………… 114, 146
ヤマカガシ…………………… 78
ヤマザクラ…………………… 38
ヤマジノホトトギス… ……… 97
ヤマノイモ… ………… 121, 124
ヤマハゼ…………………… 146
ヤマホトトギス……………… 97
ヨーロッパカブトエビ… …… 68

［ラ］

リンドウ…………………… 101
ルリタテハ…………………… 28

［ワ］

ワラビ………………………… 33
ワレモコウ………………… 100
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この本の使い方のヒントとお願い
この本の内容は、以下の三菱 UFJ 環境財団のホームページからもダウンロード
できます。必要なページを印刷して、個人でご利用いただくほか、観察会などの配
布資料としても手軽にご利用いただけます。ぜひご活用下さい。なお、著作権保
護の観点から、ご利用を非営利行為にとどめていただきますよう、お願いいたし
ます。
■

三菱 UFJ 環境財団ホームページ

https://www.muef.or.jp/muef/
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公益財団法人 三菱 UFJ 環境財団の事業概要
（公財）三菱 UFJ 環境財団は、三菱 UFJ フィナンシャル ･ グループの
社会貢献活動及び環境への取組みの一翼を担う財団として、1971 年（昭
和 46 年）の創立以来、環境保全や環境教育に関する事業を行うことを
通じて公共の福祉に寄与することを目的に様々な活動を行っています。
1 環境保全整備事業
◆ 植樹活動支援

みどり豊かな森や街づくりを目指し、

植物図鑑「樹の本」
「続 ･ 樹の本」
「野

草の本」
「花の本」
「高山植物の本」な

水 源 や 河 川 流 域、学 校 や 公 園 等 公 共

ど多数の啓発図書を発行し、ご希望の

施 設を対 象に植樹活動を支 援していま

方に配布しています。

す。市民団体や行政と連携して、また三

◆ 地球環境問題映画会の開催

菱 UFJ 銀行 ･ 三菱 UFJ 信託銀行・三菱

グローバルな環境問題への理解を深

UFJ モルガン・スタンレー証券の拠点の

めていただくため、毎年東 京 で開催さ

紹介を通じて、樹木を寄贈しています。

れる地球環境国際映像祭の入賞作品を、

◆ 学校ビオトープづくり支援

名古屋及び大阪にて上映しています。

子供たちの環境学習の教材として活用

してもらおうと、専門指導員のいる団体

3 体験活動事業

と提携して、学校ビオトープづくりを支

◆「水源の森」事業

援しています。

◆ 里山保全支援

日本の文化と様々な生き物を育んでき

1997 年（ 平 成 9 年）
、利 根 川の 源 流

域に当たる群馬県みなかみ町藤原に、国
の分収育林制度を活用して「水源の森」

た、いわば 心の原 風 景ともいうべき里

を確保。水源の涵養を図るとともに、一

山の保全活動を支援しています。

般 市民・児 童を対 象に林 業体 験や自然

2 環境教育事業

観察会などを開催し、自然ふれあい学
習や保健休養の場として活用しています。

◆「みどりの絵コンクール」の開催

◆「サマージャンボリー」の開催

年全国から 3 万人 近い児童からの応 募

のため、愛 知・三 重・岐阜 3 県 の 緑 化

があります。2008 年（平成 20 年）から

推 進委員会などと共催で、毎年夏 2 泊

は（公社）日本ユネスコ協会連盟と共催

3 日の野外活動を実施しています。

1976 年（昭和 51 年）の開始以来、毎

で開催しています。

◆ 大学向け寄附講座の開講

1994 年（平成 6 年）より大学におけ

る環 境 教育の充 実 を目指して、環 境の
寄附講座を開講しています。
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◆ 啓発図書の発行

東海地区 3 県のみどりの少年団育成

表紙写真上から
1ヤマザクラ 2シュレーゲルアオガエル
3アサギマダラ 4カナヘビ 5稲刈りの風景
6リンドウ 7イロハモミジの紅葉
8オシドリ
裏表紙写真上から
1カンサイタンポポ 2ヤマザクラ
3カマキリの幼虫 4ケリ 5ツルウメモドキ
6冬の萱場 7マヒワ
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