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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、
「秋の昆虫調査」に使用するために作成したものです。 

2011年の調査では10目47科108種の昆虫がエコパーク内で確認され、このうち
秋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
昆虫たちも幕張ベイタウン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。 

 

なおこのテキストで、昆虫の写真の左下に赤丸のついているものは、エコパーク
内では撮影できなかったため他の地域の写真を使ったものです。撮影年月のあ
るものがエコパーク内で撮影したものです。 （いつか、すべてエコパークで撮った 
写真に差し替えてポケット図鑑のようにしてみたいと思っています。ぜひ、ご協力を。） 

昆虫大魔王 



体長：65~90mm チョウセンカマキリ 

トンボのなかま 
アキアカネ 

ウスバキトンボ 

１ 

２ 

３ ハラビロカマキリ 

６月の終わり頃田んぼなどから羽化し
て、秋には尾（腹部）が赤くなる。 

夏には、ショウジョウトンボもいました。 

夏～秋に見られ、いつも飛んでいる。 

あまり、赤くならない。 

はねの横に、小さな白い点はあるのが特徴。 

卵のうを、壁や木の幹に付けて産む。 

－１－ 

カマキリのなかま 

体長：45cm内外 

オオカマキリ 

ショウジョウトンボ 

エコパークの池に幼虫もいました。 

はねの先が黒い、アカトンボ。 

ノシメトンボ 

シオカラトンボ 体長：40mm内外 体長：50~55mm 

体長：45mm内外 

体長：48mm内外 

体長：68~95mm 

体長：45~64mm 

卵のうは、 

丸い樽型。 

卵のうは、 

細長い。 

2015年 

10月 

2015年 

10月 

2011年10月 

 ４年前の調査で確認されているトンボ 

 ４年前の調査で確認されているカマキリ 

 卵のう 



オンブバッタ ４ 

体長：20~42mm 

－２－ 

バッタのなかま 
 ４年前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、後ろあしははねに付けている。 

バッタのなかまは、大きく分けてバッタ、コオロギ、
キリギリスになります。 

触角が太くて短いのはバッタ類。髪の毛のように細
くて長いのはキリギリス類とコオロギ類です。 

胸の背中側には、「  」型の白い 

紋があります。 

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、はねから離れている。 

胸は、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 
クルマバッタモドキ 

ショウリョウバッタ 

ハラヒシバッタ 

コバネイナゴ ツチイナゴ 

体長：35~65mm 

体長：16~40mm 

体長：40~80mm 

体長：7.7~13.5mm 

体長：32~65mm 

体長：50~70mm 

2011年 

10月 

2011年 

10月 

2011年 

10月 

2015年 

10月 

はねを広げて飛ぶと、クルマ
バッタモドキには、曲がった黒
い帯が見え、トノサマバッタは
全体が透明。 



ハラオカメコオロギ ５ 

７ ホシササキリ 

体長：12.5~15mm 

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      （全体に、横に平たい体をしている。） 

 「リ･リ･リ･リ､  リ･リ･リ･リ､  」と、  
３回か４回づつに鳴き声が切れる。 

● キリギリス類      （全体に、縦に平たい体をしている。） 

シバスズ ６ 

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。 

体長：6.1~6.6mm 

体長：21.8~22.5mm 

体長：29.5~34.5mm 

体長：7~11mm 

体長：13~15mm 

春には、花の上などで
小さな幼虫が見られ
ました。 

成虫はこれ！ 

低い木の茂みで、「チッ・チッ」
と鐘を叩くような小さな声で 

鳴く。 

夏が終わり涼しくなると、
街路樹で「リー、リー」と
大きな声で合唱する。 

イネ科の草地にいて、後ろばねを 

つかってよく飛ぶ。 

アオマツムシ 

エンマコオロギ 

カネタタキ 

ツユムシ 

2015年 

10月 

2015年 

10月 

2011年 

6月 

体長：15.5~16.2mm 

ツヅレサセコオロギ 

物陰で、「リ・リ・リ・・・」
と続けて、切れ目なく 

鳴く。 

大きな声で「コロ・コロ・コロ
リーー」と鳴く。 

オ ス メ ス 

メ ス 

オ ス 

メ ス 

メ ス 

オ ス 

オ ス 



ウラナミシジミ 

モンシロチョウ ８ 

10 ヤマトシジミ 

はねの開長：47~54mm 

－４－ 

チョウのなかま 

白いはねに目立つ黒い紋を持つ。 

キタキチョウ ９ 

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 

開長：29~34mm 

モンキチョウ 

ツバメシジミ 

ベニシジミ 

チョウの口は細長く、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。 

後ろばねに尾がある。 

オレンジの紋もある。 

はねの裏には、波の
ような模様がある。 

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。 

2011年10月 

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 

2016年 

4月 

2015年 

9月 

たまご 

さなぎ 

幼虫 



チャバネセセリ 11 

－５－ 

 ４年前の調査で確認されているチョウ 

イチモンジセセリ 12 

はねを閉じたときに見える、後ろばね には、
小さな白い点が曲がって並ぶ（右参照）。 

はねを閉じたときに見える、後ろばね には、
白い点が一文字に並ぶ（右上参照）。 

開長：30~38mm 

開長：70~96mm 

開長：29~36mm 

開長：94~112mm 

アオスジアゲハ アゲハチョウ クロアゲハ 

ヒメアカタテハ 

秋によく見られるチョウです。 

2015年 

10月 

2015年 

10月 

開長57~62mm 

開長：52~59mm 

アゲハチョウのなかまは、春～夏にかけてよく見られますが、 

秋にもまだ残っているチョウが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。 

よく似たセセリチョウは、はねを閉じたときの 

後ろばねの白い点で区別します。 

イチモンジセセリ 

チャバネセセリ 

2016年5月 

開長：69~96mm 

キアゲハ 



－６－ 

カメムシのなかま 

 これまでの調査で確認されているもの 

ナガメ 13 

体長：6.5~9.5mm 

アカスジカメムシ 14 

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 15 

体長：14~17mm 

ホオズキカメムシ 16 

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 

体長：8~9mm 

体長：13~18mm 体長：10~14mm 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 

体長：7~10mm 

ツヤマルシラホシカメムシ 

体長：13~18mm ノコギリカメムシ 

2016年7月 

2011年10月 



ハチのなかま 
ルリチュウレンジバチ 17 

体長：8mm内外 

セグロカブラハバチ 18 

体は光沢のある黒っぽいルリ色。 
幼虫はツツジの葉を食べる。 

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 

セグロアシナガバチ 19 

体長：16~26mm 

セイヨウミツバチ 20 

中型のアシナガバチで、黒い胸の背面にある
１対の黄色い線がよく目立つ。 

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） 

2015年 

10月 

2015年 

10月 

2015年 

10月 

2011年 

6月 

2011年 

6月 

アリの仲間 

2016年 

5月 

アミメアリ 

体長：2~2.5mm 



コウチュウのなかま 

コアオハナムグリ 21 

体長：10~14mm 

ナナホシテントウ 22 

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 

ヨモギハムシ 23 

体長：7~10mm 

クロウリハムシ 24 

成虫は秋に多く、体が緑色のものと銅金色の
ものとがいる。ヨモギやキクの葉を食べる。 

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 

 ５年前の調査で確認されているチョウ 

体長：18~25mm 体長：4.7~8.2mm ナミテントウ アオドウガネ 

エコパークではヤナギの葉につく 

アブラムシをよく食べていた。 

上ばねの色や紋の数はいろいろ。 

夏に多く、夜間に外灯などに飛ん
でくる。幼虫は、地中にいてシバ
など、草の根を食べている。 

全部、同じ種です。 

2015年 

10月 

2015年 

10月 

2015年 

10月 

2015年 

10月 

2011年10月 2015年6月 

   エコパークで見られた 

ナミテントウの斑紋のいろいろ 

 

－８－ 



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。 
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