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 －保護者の皆様へ － 

 

このテキストは、自然観察会に参加されたお子さん達とともにエコパークで行う、
図鑑づくり調査員として、エコパークの生き物、特に昆虫を中心として「にぎわい・
つながり」を調査するために作成したものです。2011年からこれまでの調査で10

目54科137種の昆虫がエコパーク内で確認されていますが、このうちおもに夏に
出現するものを中心に収録しています。 

 

幕張の海浜地域は1980年に埋め立てが完了し、ベイタウンは1995年から入居
が開始したと聞いています。この時期から、入居者の皆さんとともに、いろいろな
昆虫たちも幕張の住虫になりました。今回の自然観察会を通して、これまで皆さ
んとともに暮らしてきた昆虫たちや、これからの子どもたちとも一緒に暮らしてゆく
昆虫たちに関心を持っていただければ幸いです。 

 

「幕張ベイタウンにエコパークをつくる会」では、今年度高原環境財団の助成をい
ただき、エコパークを中心に、生き物の多様性を実感できるように、自然観察会と
図鑑づくりを組み合わせた活動を計画しています。 

ぜひ、お子様たちのご参加ご協力お願いいたします。  



幼虫の体長： 
10~60mm 

ギンヤンマのヤゴ 

トンボのなかま 
ギンヤンマ 

ウスバキトンボ 

１ 

２ 

３ ハラビロカマキリ 

人知れず、ビオトープの池に飛んできて、
卵を産んでいたようです。 

夏に、ショウジョウトンボ 

がいたこともありました。 
夏～秋に見られ、いつも飛んでいる。 

あまり、赤くならない。 

幼虫は、ふつう腹部を
上に持ち上げている。 

－１－ 

カマキリのなかま 

体長：45cm内外 

ショウジョウトンボ 

エコパークの池に幼虫 

もいました。 

シオカラトンボ 

体長：40mm内外 

体長：50~55mm 

体長：48mm内外 

幼虫の体長： 
10~40mm 

2015年 

10月 

これまでの調査で確認されているトンボ 

４ オオカマキリ 
幼虫 

成虫 

幼虫の体は細く、腹部
を持ち上げていない。 

ビオトープの池でギンヤンマのヤゴ発見。 

幼虫 

成虫 

幼虫の体長：5~50mm 



オンブバッタ ５ 

幼虫の体長：10~40mm 

－２－ 

バッタのなかま 
これまでの調査で確認されているバッタ 

● バッタ類 

体は細長く、あたまはとんがっている。 

いつも、後ろあしは体に付けている。 

バッタのなかまは、夏はほとんどが幼虫。 
はねがまだ無いか、とても小さい「翅芽」 
を持っている。 

上からみると、 

体は菱形。 

オンブバッタより体が細長く、後ろあし
は立てていて、体から離れている。 

胸が、緑色のものと茶色いもの 

がいる。 
目の下方向に太くて黒い線がある。 目に後ろ方向に太くて黒い線がある。 

トノサマバッタ 

ハラヒシバッタ 

コバネイナゴ ツチイナゴ 
幼虫の体長：10~60mm 幼虫の体長：10~35mm 

幼虫の体長：１0~75mm 

体長：7.7~13.5mm 

幼虫の体長：10~65mm 

2011年 

10月 
2011年 

10月 

2011年 

10月 

2016年 

7月 

2016年 

7月 

見つけら、そっとしておいてあげよう！ 

幼虫 

成虫 

幼虫 幼虫 

成虫 成虫 

ショウリョウバッタ ６ 



ハラオカメコオロギ ７ 

11 ホシササキリ 

幼虫の体長：5~13mm 

成虫の体長：13~17mm 

－３－ 

 これまでの調査で確認されているもの ● コオロギ類       

体は茶色で、細かな黒いマダラがある。 

● キリギリス類      

シバスズ ９ 

シバのような草丈の低い場所にいる。
体は薄い茶色をしている。 

成虫の体長：6.1~6.6mm 

幼虫の体長：5~20mm 

幼虫の体長：5~30mm 

幼虫の体長：5~13mm 

春には、花の上などで小さな幼虫 

が見られました。 
ホシササキリは、もう成虫になっている。 

ツユムシ 

2015年 

10月 

2015年 

10月 2011年 

6月 

体は黒く、腰の白い帯がよく目立つ。 

幼虫 

成虫 

メ ス 

成虫 

エンマコオロギ ８ 

幼虫 

アオマツムシ 10 

幼虫は小さいうち
は、全身が赤茶色。 

大きくなると緑色
に黒い紋がある。 

成虫は、秋に気温
が下がると、木の
上でリーリーと大
きな声で鳴く。 



モンシロチョウ 12 

14 ヤマトシジミ 

はねの開長：47~54mm 

－４－ 

チョウのなかま 

 これまでの調査で確認されているチョウ 

白いはねに目立つ黒い紋を持つ。 

キタキチョウ 13 

オスは鮮やかな黄色いはねをしているが、
メスは地味で薄い黄色をしている。 

開長：24~53mm 

開長：26~34mm 

開長：32~46mm 

開長：21~28mm 

モンキチョウ 

ツバメシジミ 

ベニシジミ 

チョウの口は、渦巻きのようにたたまれていて、花の蜜を吸うときに伸ばして、ストローのようにして使います。 

後ろばねに、尾とオレンジ
の紋がある。 

メスはオスより、はね
の赤い部分が少ない。 

後ろばねに尾はない。メスのはねは地味
で茶色。幼虫はカタバミの葉を食べる。 

はねは黄色で、黒い紋や 

縁の部分がよく目立つ。 

開長：23~32mm 

ツバメシジミ ヤマトシジミ 

オス 

メス 



アオスジアゲハ 15 

－５－ 

クロアゲハもアゲハチョウも幼虫の
３齢までは、鳥の糞のような模様。 

クロアゲハ 16 

成虫は、食草のクスノキの周りをよく飛び、幼虫は今年伸びた新しいクスノキの葉を食べて育つ。 

クロアゲハもアゲハチョウも、幼虫はミカン
などの柑橘類の葉を食べて育つ。 

開長：45~55mm 

開長：94~112mm 

アオスジアゲハの幼虫 

アゲハチョウの幼虫 

クロアゲハの幼虫 

2015年 

10月 

開長5~45mm 

アゲハチョウのなかまは、春～夏にかけてよく見られ、周辺の緑地からエコパークに飛んで来ることがあります。 

アゲハチョウ 17 

４齢と５齢（終齢）は体が緑色。 

幼虫の体長：57~62mm 

幼虫の体長：5~55mm 

幼虫の体長：5~55mm 

アゲハチョウ類の幼虫を触ると、
頭の上からツノと臭いを出します。 

アゲハチョウはこれが黄色、 

クロアゲハは赤い色です。 

若齢の幼虫の体は、 
クロアゲハはツヤがあり、 
アゲハチョウはツヤ消しです。 

夏は、クスノキやミカンの葉の上で
アゲハチョウ類の幼虫が見つかる。 



－６－ 

カメムシのなかま 
ナガメ 18 

体長：6.5~9.5mm 

アカスジカメムシ 19 

体は黒く、胸やはねには黄色い縁どりや
紋がある。「菜」のカメムシ。 

体は黒く、よく目立つ赤いたての線がある
特徴的なカメムシ。 

体長：9~12mm 

ホソヘリカメムシ 20 

体長：14~17mm 

ホオズキカメムシ 21 

体は細長くこげ茶色。幼虫はアリのよう
に見える。 

体はうす茶色で、後ろあしのももが太い。
いろいろな野菜についている。 

体長：10~13mm 

ブチヒゲカメムシ 

フタモンホシカメムシ クサギカメムシ 

ツチカメムシ 

2015年 

10月 

2015年 

10月 

2015年 

10月 

2015年 

10月 

2011年10月 

2011年6月 

2011年6月 

2011年6月 

成 虫 

幼 虫 

イトカメムシ 

ヒメイトカメムシ 

2016年7月 

2016年7月 

体長：8~9mm 

体長：7~10mm 

体長：13~18mm 

体長：10~14mm 

体長：4mm内外 

体長：6~7mm 



ハエやハチのなかま 
キンバエやニクバエ 22 

体長：10mm内外 

セグロカブラハバチ 23 

キンバエ類やニクバエ類も、いろいろな
種が見られます。 

体はオレンジ色で、頭や背中、はね、足先は
黒い。幼虫はイヌガラシなどの葉を食べる。 

体長：5~8mm 

シオヤアブ 24 

体長：18~23mm 

セイヨウミツバチ 25 

他の虫を捕えて食べる。オスがメスに餌を
プレゼントすることが知られています。 

外来のミツバチ。ニホンミツバチより全体が
黄色く見える。 

体長：13mm内外 

ウメマツオオアリ 

カドフシアリ 

クロナガアリ 

   アミメアリ トビイロケアリ 

体長：2.5~3.5mm 
体長：4.5~6mm 

体長：5~6mm 

体長：7~12mm 
体長：2~2.5mm 

体長：4~5mm 

体長：3mm 
クロヤマアリ クロオオアリ 

－７－ 

（エコパークで採集したアリの標本写真） 

2016年 

7月 

2015年 

10月 

2015年 

10月 

2011年10月 

エコパークには、まだまだいろいろなアリがいます。 

2016年 

7月 ミツバチを捕まえたシオヤアブのオス 

2016年 

7月 

体長：5~6mm 

ウメマツオオアリ 



コウチュウのなかま 
マメコガネ 26 

体長：9~13mm 

アオドウガネ 27 

体は、きれいな緑色のものから、赤み
がかった茶色のものまでいる。 

上ばねは赤くて、必ず黒い紋
が７つある。 

体長：5~8.6mm 

ヤナギルリハムシ 28 

体長：3.3~4.6mm 

クロウリハムシ 29 

成虫は初夏～夏に多く、体が暗い青緑色。 
成虫・幼虫ともヤナギ類の葉を食べる。 

頭や胸、体のほとんどがオレンジ色で、
目や触角、あし、上ばねがルリ色。 

体長：5.8~6.3mm 

体長：18~25mm 

体長：4.7~8.2mm ナミテントウ 

ナナホシテントウ 

上ばねの色や紋の       ヤナギにつくアブラムシ 

数はいろいろ。           をよく食べていた。 

夜、外灯などに飛んでくる。幼虫は、地中
にいてシバなどの草の根を食べている。 

2016年 

7月 

2015年 

10月 

2016年 

7月 

2015年
10月 

2011年 

10月 

2015年
6月 

－８－ 

幼虫 

2015年 

10月 

幼虫の体長：4~10mm 

幼虫の体長：4~10mm 

エコパークでは、これまで８種のゴミムシ類
が確認されていますが、まだまだ多くの種が
生息していると思われます。 
(持ち帰って、詳しく調べ 
ないと種名が分かりません) 

ゴミムシの仲間 
幼虫 

アカアシマルガタ 

  ゴモクムシ 

エコパークで採集した 
ゴミムシ類の標本写真 

マルガタ 

ゴモクムシ 

ケウス 

ゴモクムシ 



確認した昆虫の調査表 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 
 
６ 
 
７ 
 
８ 
 
９ 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 

ばんごう とった 見た 虫 の な ま え 

－９－ 

見つけたり、つかまえた 
昆虫を記録しよう。 



 昆虫の観察のしかた・捕まえ方 

昆虫の習性やこれまでの経験から 
待ち伏せのポイントを 
上手に見つけておくとが大切です。 

昆虫調査の第一歩は、 
まず「虫を見つける」こと 

虫がいた場所やいそうな場所では、 
じっと動かずにその場で観察します。 

止まって観察 （じっと止まって昆虫を発見する） 

昆虫が頻繁に現れる場所では時間をかけて、 
昆虫の待ち伏せ観察をします。 

花や食草に集まるチョウや定期的に同じ 
コースを飛んでくるトンボなどを探す。 

待って観察 （ポイントで昆虫を待って発見する調査方法） 

歩道から池を見たり、上空を見てトンボを探す。 
ベンチなど長く休める所で、周囲にいる昆虫を探す。 例 

例 

地図を持って、チョウ、トンボ、 
セミやバッタなどの昆虫を観察します。 

忍者のように、ゆっくり静かに歩いて観察します。 
（ほんの少しの動きでも、昆虫には分かってしまいます。） 

歩いて観察 （ゆっくり歩きながら昆虫を発見する） 

昆虫は人が近づいていることを、 
ほんの少しの地面の揺れや光、 
風の変化などを感じ取って知ります。 

－10－ 

この頁以降の写真は、エコパーク以外の昆虫の写真です。 



いつ観察するか （季節や時間帯に注目） 

何を観察するか （植物など昆虫の食べものやすみかに注目） 

どんなところを観察するか 
 （飛ぶ、跳ねる、鳴くなどの昆虫の動きに注目） 

どこで観察するか （場所や環境に注目） 

見つけたら観察！ 
いろいろとメモをとっておくとよい。 
（昆虫観察日記など） 

次のことを意識して 
昆虫を発見する。（昆虫を見つけることのトレーニング） 

幼虫が食べる植物に集まる 餌場に集まる 

虫には、それぞれ好きな
場所や隠れ場所がある 

昆虫の発見しやすい 
季節や時間帯を考えよう。 

虫が一番活動して
いる時間帯を選ぶ 

昆虫が飛んだり、 
跳ねたりすること。 
時にはセミやコオロギのような 
鳴く虫の声を意識しよう。 

鳴く 

食べる 
産む 

昆虫が食べる植物や 
隠れ場所などを考えよう。 

昆虫がいつもいる 
場所や環境を考えよう。 

－11－ 



早朝の調査 （早起きは三文の徳） 

日中の調査（活動する昆虫を探す） 

昆虫も夏は暑いので、 
時間帯を選んで活動している 

■夜明けから８時くらいまで 

早朝は、夜行性の昆虫がまだ隠れて
いなかったり、日中活動する昆虫が 

目覚めて出てくる時間です。 

（早起きして、昆虫を探そう。） 

日中は昆虫も暑がるので、日陰や 

風通しの良い場所で休んでいること 

が多いのです。 

（人間も暑いので、休んだ方がいい。） 

■ ９時から３時まで 

夕方の調査 （涼しくなってから虫を探す） 

■ ５時から日没まで 

日中、休んでいる虫や、夜、活動を 

はじめる虫が動き出す時間帯です。 

（散歩しながら、ゆっくり探してみよう。） 

夜間の調査 （夜行性の昆虫を探す） 

■日没から 

実は、夜は活発に活動する昆虫が 

一番多い時間帯です。 

（おとなの人といっしょに観察しよう。） 

－12－ 

枝に止まっていたり、葉の
上などで、じっとしている。 

木陰で止まっていたり、葉
の裏などで、休んでいる。 

歩き回って餌をとったり、夜
に向けて少し出てくる。 

目見つくところに出てきたり、
樹液に集まったりする。 



■枝や葉の先に注目 

昆虫を見つけて採る 

昆虫を発見して 
捕まえてみる 

よく見ると、虫は
枝の先や葉の先
に止まっている
ことが多いことに
気づきます。 

■足もとに注目 

足下にも虫がい
ます。いつも、虫
を踏まないよう足
下にも注意するこ
とが大切です。 

なれてくると、虫が良くいる所が分かってきます。昆虫のいそうな所だけを選んで、目を配るクセをつけよう。 

少し離れて、網を使って  
昆虫をとる方法 

★こちらがあわてると、 
 虫は遠くに逃げてしまう 

注)虫がこちらを見つける前に、こちらが虫を見つけるよう心がける 

★ゆっくりとおどかさなければ、 
 虫は近くにしか逃げない 

少し遠くから昆虫を探す  （昆虫のいそうなところを予測する） 

一度逃がしても、目だけは虫を追っていく  

★ まず虫がいそうな所を予想して、 
  目をこらして虫を見つける 

★ 虫を見つけたら気づかれないように 
  そっと近づき、網の柄などで 
    虫との距離を測る 

－13－ 
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