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生きものにぎわい・ 

 つながり図鑑 



 

 幕張ベイタウンにエコパークをつくる会は、幕張ベイタウンでくらす子どもたちに自然 

のおもしろさ・ふしぎさに気づいてもらいたいと考え、「エコパーク」をつくっています。 

エコパークの生きもののつながりをみんなで調べて、この図鑑（ずかん）をつくりました。 

  

 夏の自然観察会・図鑑会議１ （2016年7月16日） 

       みんながエコパークに来てくれるような本にするための工夫は？ 

 秋の自然観察会・図鑑会議２ （2016年10月15日） 

     図鑑にのせる「生きもののつながり」はなににする？ 

 冬の自然観察会 （2016年12月17日） 

          12月のページをつくるために、池の中の生きものをさがそう。 

  

 みなさんが、この図鑑をきっかけにして、エコパークに遊びに来てくれて、自然の 

ふしぎさのとりこになってくれることを願っています。  

 

エコパークで活動する時のお願い 

 バタバタと走ったり、うるさくしていると、生きものがびっくりしてかくれてしまいます。  

生きものをおどろかさないようにしてください。 

 エコパークから昆虫やオタマジャクシを家に持ち帰るときには、すみかとえさを用意

してください。かえなくなったら、エコパークにもどしてください。ほかの場所でとってきた

り、買った生きものは、エコパークにすてないでください。 

 エコパークには危険（きけん）なハチもいます。ハチよりもみなさんの方がはるかに大

きいので、ほんとうはハチの方がこわがっているのです。ハチがカチカチという音を出

していたら、そおっとその場からもどってください。きけんをさけるためにも、エコパーク

では耳をすませて活動してください。 

エコパークは海浜打瀬小学校のとなり、「打瀬ふれあい緑地」の中にあります。 

くわしくは、[幕張ベイタウンにエコパークをつくる会] で検索（けんさく）してください。 

               http://ecopark.sakura.ne.jp 
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も    く    じ 

昆虫
こんちゅう

大魔王
だ い ま お う

 

生きもののことを

教えてくれます。 

エコパークの作業員
さ ぎ ょ う い ん

 

エコパークの秘密を

教えてくれます。 

アレレさん 

あれ？どうして？ 

つぶやきます。 
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4月 モンシロチョウとキャベツ 

写真借り物 変更する 

 春本番、エコパークではサクラ・花モモ・ムラサ

キハナダイコン・ナノハナなどが咲きみだれていま

す。注意して観察すると、はやくもモンシロチョウが

飛（と）んでいます。4月は夏野菜の準備（じゅん

び）でおおいそがしです。土をたがやし、苦土石灰 

（くどせっかい）や鶏糞（けいふん）をまいています。たがやされ

た畑を見ると、これから育つ植物に胸（むね）がワクワクします。 

 

  

 エコパークでは３月ごろから10月までよく見られ

るチョウだ。モンシロチョウは人間には見えない 

紫外線（しがいせん）が見えるし、アブラナ科植物

の葉から出ているからし油のにおいもよくわかるん 

じゃぞ。      

たまご 

よう虫 
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4月 モンシロチョウとキャベツ 

 エコパークをつくる会のな

かまは、レースのようになっ

たキャベツ（左の写真）を 

モンシロチョウのよう虫が食

べてくれた！と喜んでいま

す。でも、キャベツ農家の人にとっては、

こんなになったキャベツは売りものになら

ないです。虫が食べてくれるほどおいしく

て安全なのに！どうすればいいのかな？  

みんなでチャレンジ！  

エコパークにいるモンシロチョウは何匹かな？ 
 ① エコパークにあるすべてのキャベツをさがし、キャベツの数を数える。 

 ② ひとりで1個のキャベツにうみつけられたモンシロチョウのたまご・よう虫・さなぎ 

  の数を数える。 

 ③ すべてのキャベツのモンシロチョウのたまご・ 

  よう虫・さなぎの数を、みんなでぶんたんして調べ 

  る。あるいは、10個ていどのキャベツを調べ、 

  モンシロチョウ（たまご・よう虫・さなぎ）の数の平均 

  値を出し、その数にキャベツの数をかける。 

 ④ 飛んでいるモンシロチョウを数える。 

 ⑤ ③と④の数字をたす。 

チャレンジ！ チョウのなかまをさがしてみよう 

キタキチョウ 

見つけた日： 

ヤマトジジミ 

見つけた日： 

ウラナミシジミ 

見つけた日： 

 ヒメアカタテハ 

見つけた日： 

たまごをうんでいるモンシロチョウ 

秋にいるよ 
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5月 カエルと水 

 いよいよ5月、夏野菜の多くは5月の連休中に苗（なえ）を植えつけま

す。トマト・キュウリ・ナス・ピーマンなどを観察してください。ミニ水田の田

植えも始まります。ミニ水田の中をのぞいてください。オタマジャクシが

泳いでいます。ミニ水田はツバメのお気に入りの場所です。巣（す）づくり

に使う土を取りに来ています。 

  みんなにオタマジャクシを見てもらいたくて、千葉市の大草（おおくさ）近くの田ん

ぼに産みつけられた卵塊（らんかい）を運んでいます。カエルがくらすには水辺のそば

に森林が必要です。幕張ベイタウンのエコパークには、カエルが繁殖（はんしょく）でき

る環境（かんきょう）ができていません。カエルが生きられる里山（さとやま）の環境を

千葉市では「大草谷津田生きものの里」としてのこしています。 

 

 オタマジャクシは水の中でくらしているのに。大人になったカエルは 

陸（りく）の上でくらします。私たち人間は水中では呼吸（こきゅう）できな

いのに、カエルは小さい時と大きくなった時で、呼吸の方法をかえるの

かな？ 

シュレーゲルアオガエル 
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5月 カエルと水 

チャレンジ！ オタマジャクシの顔を正面からみて絵をかこう 

オタマジャクシの顔 おまけ：カエルの顔はどんなかな？ 

チャレンジ！ 

「大草谷津田（おおくさやつだ）生きものの里」にいってみよう。 
 大草谷津田生きものの里は地形をいかし、雑木林（ぞうきばやし）にかこまれた水

田で、長い間稲作（いなさく）がいとなまれてきた場所です。人のくらしと深く関係しな

がら、豊かな自然がはぐくまれてきました。千葉市では、このような場所が少なくなっ

ています。自然とふれあい、学ぶ場として利用するため2006年にオープンしました。 

                          エコパークは2001年4月にオープン！ 
      [大草谷津田生きものの里] で検索 

        千葉市ホーム > 市政全般 > 環境・都市計画 > 環境 > 自然保護・生物多様性 > 

         大草谷津田生きものの里に関する情報 

チャレンジ！ エコパークの水辺の生きものをさがそう 

   ヒメアメンボ 

見つけた日： 

ウキクサのなかま 

見つけた日： 

オモダカ 

見つけた日： 

セリ 

見つけた日： 

花は夏に咲きます 
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6月 ツバメと土 

 エコパークには梅雨（つゆ）入りを知らせるタチアオイが植えてありま

す。タチアオイの花が咲き始めるころが梅雨入りです。咲き終わるころ

が、梅雨明けです。タチアオイの花を見て、梅雨入りを予想（よそう）し 

てください。6月は植物が生長 

（せいちょう）するときです。雑草

（ざっそう）も元気になり、草取りにおわれます。

見てもらいたいのはネギ坊主（ぼうず）です。 

たくさんの虫が集まっています。 

   

 都市化（としか）がすすみ、ツバメのえさとなる虫が少なくなったり、巣

（す）の材料がなくなっています。エコパークは、ベイタウンの中で巣の

材料となる泥（どろ）や草、そしてえさを手に入れられる貴重（きちょう） 

な場所です。 

 昔はツバメが軒先（のきさき）に巣をつくると商売繁盛（しょうばいはん 

じょう）！とよろこんで、子育てを見守っていたのですが、今はフンが困 

        （こま）るといって、巣をこわす人もいます。ツバメと人がなかよくくらせる 

方法はないのかな？ ツバメの数が少なくなっています。 

 

 みんなは、ツバメの鳴き声をちゃんと聞いたことがあるかな？わしには

『土食って、虫くって・土食って、虫くって・土食って、虫くって、口しぶい

～っ』と聞こえるが、どうじゃろう？  

タチアオイの花 
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6月 ツバメと土 

エコパークの鳥 

チャレンジ！ 見つけた日、鳥の鳴き声や特徴（とくちょう）を書いておこ

う!!  冬の鳥もいるよ。  

モズ 

見つけた日： 

鳴き声： 

特長： 

メジロ 

見つけた日： 

鳴き声： 

特長： 

ハクセキレイ 

見つけた日： 

鳴き声： 

特長： 

キジバト 

見つけた日： 

鳴き声： 

特長： 

ムクドリ 

見つけた日： 

鳴き声： 

特長： 

カワラヒワ 

見つけた日： 

鳴き声： 

特長： 
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7月 ナガメと菜っ葉（なっぱ） 

 多くの夏野菜が実りだします。トマトの実が

赤く熟（じゅく）すのに順番（じゅんばん）があり

ます。どんな規則性（きそくせい）があるか、 

見つけてください。 

 ニンジンの花を見たことがありますか。カメム

シをはじめ、多くの昆虫（こんちゅう）が集まります。晴れの日 

がつづくと、水やりの仕事におわれます。 

  

 こやつは、菜っ葉のカメムシという意味で「ナ

ガメ」という名前がついておる。エコパークでは

春から秋まで見つかる。たまごやよう虫は夏に

多いな。なっぱとは、野菜の葉。葉の部分を 

食べる野菜のことじゃ。 

 エコパークにはいろいろなカメムシがおる。カメムシは、食べ

た植物から臭い（くさい）においをわざわざ体にためて、鳥や 

トカゲなどに食べられそうになったとき、臭いにおいを出す。

人がつかまえてもこのにおいを出すので、昔から「屁ピリ虫 

（へっぴりむし）」と呼（よ）ばれていたんじゃ。  

白い花が 

ニンジンの花 

幼虫 

産卵中 
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７月 ナガメと菜っ葉（なっぱ） 

エコパークのカメムシ  

チャレンジ！ 見つけた日を記録（きろく）しよう。 

アカスジカメムシ 

見つけた日： 

ミナミアオカメムシ（左はよう虫） 

見つけた日： 

ブチヒゲカメムシ 

見つけた日： 

ノコギリカメムシ 

見つけた日： 

ホソヘリカメムシ 

見つけた日： 

ホオズキカメムシ 

見つけた日： 

エコパーク 

では数が少

ない。 

みつけたら、

すごい！ 
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８月 クマバチと花 

 

 エコパークを多くの昆虫（こんちゅう）が集まる場所にしたいという願 

（ねが）いがあります。きれいな花が咲いても昆虫が集まらない花（園芸

品種）があります。昆虫がよく集まる花は野菜の花です。エコパークに 

野菜が多いのはこのためです。 

  

 クマバチは、こちらからいじめないと近くにいても刺（さ）すことはない！

昆虫の中で、たまごの数が一番少ないことで有名だ。１匹で７つくらいし

か産（う）まない。見つけても、いじめたり怖（こわ）がったりしないでほしい 

なあ。  

 後ろ足に黄色い塊（かたまり）をつけているハチは、花粉（かふん）をた

くさん集めたハチだ。ハチは、空中で停飛（ホバーリング）するのが得意（とくい）だぞ。 

 チョウやハナムグリも花粉を運ぶ。昆虫が花粉を運ばないと、実ができない植物  

[虫媒花（ちゅうばいか）]はたくさんある。花びらは、植物が昆虫を集めるために大きく 

きれいになったものなんだ。  

      

 花を咲かせる植物のなかまは、受粉（じゅふん）できなければ、実がで

きず、実ができないとたねができないので、子孫（しそん）をのこせませ 

ん。花粉を運ぶ虫が地球上からいなくなったら、どうなるのかな？  
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８月 クマバチと花 
花粉をはこぶ虫たち 

アシブトハナアブ コアオハナムグリ 

セイヨウミツバチ クマバチ 

ジャガイモの実（10月ごろ） トマト 

エコパークは虫が多いので、ジャガイモが実をつけました。 

みんなが食べているのは、土の中で育ったジャガイモです。 
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9月 キアゲハとアシタバ 

  

   

 

 

  

   

  

 エコパークの半日蔭（はんひかげ）の場所に、なにを植えるかについて

悩みました。見つけたのがアシタバです。アシタバはキアゲハの食草で

す。アゲハチョウのなかまの食草として、ニンジン・パセリ・ウマノスズク 

サ・サンショウ・ミカンがエコパークにあります。 

 9月は秋冬野菜（ダイコン・ハクサイ）の種まきのときです。9月といえ 

        ば台風（たいふう）、強い風の被害（ひがい）がないことを願う毎日です。 

 

  

 とてもたくさんの種類がある昆虫だが、多くの昆虫の一番の食べ物は

植物だ。植物の種類がちがうと、そこにいる昆虫の種類もちがっている

ことが多いんだ。 

 限られた植物しか食べないよう虫の親は、ちゃんとそのえさを見わけ 

るぞ。 

   

 

 昆虫と植物の強いつながりは、どうしてできたの？ 



 

 

13 

 

9月 キアゲハとアシタバ 

チャレンジ！ 成虫ーよう虫ー食草の正しい組み合わせに線を引こう 

キアゲハ 

クロアゲハ 

ジャコウアゲハ 

ミカン 

ウマノスズクサ 

アシタバ 

  

チョウの親はどのようにして、よう虫が食べられる植物を見わ

けるの？ 

 

 

 それはじゃな、 

 ✔遠くからは、葉っぱの光り方などを目で見わける。 

 ✔近くに来ると、葉っぱのにおいを触角（しょっかく）などで見わける。 

 ✔葉っぱに止まった時は、前足でさわって、味（あじ）で確かめる。 

 光は目で見るのだが、においは触角で、味は前足！でじゃ。 

エコパークのジャコウアゲハ

の写真はまだありません。 

見つけてください。幼虫の 

写真はエコパークのもので

す。ジャコウアゲハはクロ  

アゲハのなかまです 

ウマノスズクサ 

ミカン 
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１０月 クモとクモの巣と風 

 ジョロウグモの巣がどんなところにはられているか観察してください。

ふしぎなことに、巣は同じ高さの位置（いち）にはられています。空気 

（くうき）の流れを察知（さっち）して、巣をはっています。えさとなる昆虫

が空気の流れにのって飛んでくるからです。エコパークでは、虫が集ま 

る植物を植えています。だから、クモの巣が多いのです。 

 

  
 ジョロウグモは大きいじゃで、見つけやすいクモじゃな！ じゃが、巣の

真ん中で大きく目立っているのは全部メスだ。よく見ると、巣のはしっこ

の方に、すごく小さなクモがおるじゃろ。これがオスじゃ。オスは巣のは 

しっこで、おとなしくしてないとメスに食われてしまうんじゃぞ。  

 

 

 クモの糸、くっつく糸とくっつかない糸があるの知っている？ 自分でた

めしてね。でも、クモの巣を壊（こわ）さないように気をつけてね。 
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  １０月 クモとクモの巣と風 

肉食の生きものたち：エコパークのカマキリのなかま 

チャレンジ！ 見つけた日を記録しよう 

オオカマキリ 

見つけた日： 

オオカマキリの卵鞘（らんしょう） 

見つけた日： 

コカマキリ 

見つけた日： 

チョウセンカマキリ 

見つけた日： 

ハラビロカマキリ 

見つけた日： 

ハラビロカマキリの卵鞘（らんしょう） 

見つけた日： 
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11月 キク（菊）とアブラムシとテントウムシ 

 エコパークで作業をしていると、「どうして菊（きく）が多いのですか」と 

質問（しつもん）されます。それは、親（おや）の話（はなし）や、先生の

話、そして友だちの話を聞く（きく＝菊）子どもになってほしいとの願いか 

らです。 

 エコパークで菊を育てるときに悩（なや）みがあります。街灯（がいと

う）の近くの菊は花が咲きません。菊は秋になって、日照（にっしょう） 

         時間が短くなると咲く性質があるからです。 

 

 アブラムシは群（むら）がって植物から汁（しる）をすいよる。これじゃ

悪者と思われてしまうが、じつは花やたねが肥満（ひまん）にならないよ

うに、栄養分（えいようぶん）を少し減（へ）らしてダイエットさせておるん

じゃ。また、アブラムシはアリにえさをやったり、自分がテントウムシやハ

ナアブ、クサカゲロウなどのえさになったりしておるので、植物やほかの 

         虫たちとよくつながった生活をしておるということじゃな。  
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11月 キク（菊）とアブラムシとテントウムシ  

エコパークのテントウムシ 

チャレンジ！ 見つけた日を記録しよう 

ナナホシテントウ 

見つけた日： 

ナミテントウのさなぎのぬけがら 

見つけた日： 

ナミテントウのさなぎ 

見つけた日： 

ナミテントウ 

見つけた日： 

ナミテントウのよう虫 

見つけた日： 

ニジュウヤホシテントウ 

見つけた日： 



 

 

18 

 

１2月 ヤゴと水 

 エコパークが作られた当時の池は底（そこ）に防水（ぼうすい）シート

がはられていました。しかし、水が漏（も）れるようになりました。今の池

はプラスチック製（せい）の小さな池です。ベイタウンの中には水場  

（みずば）がないため、鳥が水を飲みにきます。 

 おどろいたことに、サギが池の中の生きものを食べに来ていました。 

        こんな小さな池でも、役立っているんだなと思いました。 

 

 小学校のみんなと12月にエコパークの池の中の生きもの調査をやっ

た。小さな池でも、3種類のヤゴがおったぞ！春には、アカトンボやウス

バキトンボのヤゴもおるようじゃ。トンボたちは、いつも上空から光る水面

をさがしておる。ときには、光るのでまちがえて、車のボンネットにたまご 

を産むトンボもおるくらいじゃ。  

 

 エコパークの池や植物に必要な水は雨にたよっています。だけど  

お天気が続くと池の水がなくなり、生きものがこまるので、公園の水飲み

場の水を使わせてもらっています。エコパークの水問題には、こまって

います。どうしたら解決（かいけつ）できるでしょうか？ 

アカネ類（るい）のヤゴ シオカラトンボのヤゴ 

ギンヤンマのヤゴ イトトンボ類（るい）のヤゴ 
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１２月 ヤゴと水 

エコパークのトンボ 

チャレンジ！ 見つけた日を記録しよう 

羽化（うか）したてのシオカラトンボ 

オオシオカラトンボ 

見つけた日： 

アキアカネ 

見つけた日： 

 トンボは成虫になっても色が変わるぞ。シオカラトンボは羽化して成虫

になったばかりでは、どれもわらのような色をしたムギワラトンボじゃが、

虫をいっぱい食べて成熟（せいじゅく）すると、オスだけが白や水色のシ

オカラトンボになる。アカトンボも羽化したばかりはどれも薄い（うすい）黄

色じゃが、成熟すると赤いトンボになるな。  

初夏から秋にいるよ 
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１月 ハランと光 

 半日陰（はんひかげ）の場所にハランを植えました。植物の葉の中心

に主脈（しゅみゃく）があります。多くの葉は主脈を中心に左右対称（さ

ゆうたいしょう）ですが、ハランの葉は主脈の右側（がわ）が広い葉 

（右葉）と左側が広い葉（左葉）があります。なぜでしょうか？  

  

  陸上（りくじょう）の植物のほとんどは緑色（みどりいろ）をしています。

緑色なのは、細胞（さいぼう）のなかに葉緑素（ようりょくそ）があるからで

す。葉緑素は光を吸収（きゅうしゅう）しますが、とくに光のなかでも青と

赤の光を吸収します。なぜ、葉っぱが緑色にみえるのかは、光の特長 

（とくちょう）を勉強したら、わかると思います。 

 植物は光エネルギーを使って、水と二酸化炭素（にさんかたんそ）から栄養分[でん

ぷん]をつくることができます[光合成（こうごうせい）]。動物のように他の生きものを食

べなくても、自分で栄養（えいよう）をつくります。光をめぐっての競争（きょうそう）もあり 

ますが、おたがいに場所をゆずりあって、光をうまくとりいれる工夫をしています。 
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１月 ハランと光 

チャレンジ！ 星座をさがしてみよう 
 エコパークには、葉の全面に白い点のあるハラン[「満天（まんてん）の星」という  

名前]があります。「満点の星」をさがしてください。葉の中の白い点を結んで、星座の

形を見つけてください。 

チャレンジ！ 私たちは、野菜として植物を食べるだけでなく、ほかに 

どのように利用しているのかな。さがしてみよう。 

かおりや辛味成分（からみせいぶ

ん）などを利用している植物は？ 
 

つつんだり、容器（ようき）として 

利用している植物は？ 
 

植物の繊維（せんい）を取り出し

て、布にしている植物は？ 
 

植物の繊維（せんい）を取り出し

て、紙にしている植物は？ 
 

木材（もくざい）として利用している

植物は？ 
 

他の利用方法は？  
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2月 ミミズと土 

 エコパークでは化学肥料（かがくひりょう）や農薬（のうや

く）を一切（いっさい）使っていません。植物を育てる肥料

としては、落ち葉（おちば）、米ぬか、鶏糞（けいふん）を

使っています。このため、エコパークの土はふかふかで、 

ミミズや甲虫（こうちゅう）などにとっては天国（てんごく）で 

        す。落ち葉を少し取りのぞいてみると、いろいろの虫を見 

つけることができます。 

  

 ミミズのことを、英語ではearthwormといいます。earth

は地球、wormは細長く足のない虫のことです。すごい 

名前ですね。ミミズの役割はなにでしょうか？ 

チャレンジ！  

あなたのミミズを

描いてください 
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2月 ミミズと土 

エコパークの土の生きもの 

チャレンジ！ 見つけた日を記録しよう 

オオカマキリ 

見つけた日： 
ハマベハサミムシ 

見つけた日： 

エンマコオロギの幼虫 

見つけた日： 

アリ （クロヤマアリ） 

見つけた日： 

セアカヒラタゴミムシ 

見つけた日： 

オカダンゴムシ 

見つけた日： 

ミミズ 

見つけた日： 

寒い季節にはいません 
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３月  エコパークと人 

 3月は卒業（そつぎょう）のときです。この卒業にあわせて、菜の葉と

ムラサキハナダイコンの花を咲かせています。みなさんの心を菜の葉と

ムラサキハナダイコンの色でそめたいからです。菜の葉の黄色は立ち

止まる色、ムラサキハナダイコンの色（青）はふみだす色。みなさんを

応援（おうえん）する花です。 

  

 人間は、冬の虫たちは寒さやえさ不足のためじっと耐（た）えていると

思っておる。じゃがほんとうは、虫たちは次の春に活動するための準備

をさぼらずにちゃんとやっておるんじゃ。さあ、みんなも新しい学年に

なったら、去年会えなかった虫たちに会いにエコパークに来てくれ。 

虫たちも待っておるぞ。  

 

 私たちは子どもたちみなさんのためにエコパークをつくっていますが、  

大人の方もエコパークの景色（けしき）を楽しんでくれています。 自然

の命あふれる場所では、人もイキイキできるんですね。 
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３月  エコパークと人 

チャレンジ！ エコパークの動物や植物の写真をとって、ここにはりま

しょう。そして、その写真をとった気持ちを大切にして、５・７・５の言葉

（ことば）で俳句（はいく）をつくりましょう。   

私の発見カードづくり   打瀬中学校EX講座（2014年11月）  
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 夏の自然観察会結果（2016年） 
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 秋の自然観察会結果(2016年） 
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 冬の自然観察会（池調査）結果（2016年） 

青チームと赤チームの池の生きもののちがいは、なぜだろう？ 
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