
シオカラトンボ 

 

 

オスは成熟すると体に青白色の粉をまとうよ

うになるため、その様子が「塩辛とんぼ」の名の

由来となっています。 

メスは成熟しても黄褐色の地色に黒い線や紋

による模様があり、枯れ草にまぎれると見にくい

色調をしているため「麦わらとんぼ」と呼び分け

ることもあります。 

ところが、羽化したての成虫は、オスもメスも、

いわゆる「麦わらとんぼ」で、オスだけが徐々に

体の一部から色を変え、成熟すると「塩辛とんぼ」

になるのです。したがって、成熟する過程のオス

は、「麦わらとんぼ」と「塩辛とんぼ」の中間的

な色彩をしていることになります。 

 体長は、頭から一般には「とんぼの尾」と呼ば

れる腹部の先までで、5.0-5.5cm程度。成虫の出

現期は 4～10月です。 

北海道から沖縄に分布し、平地から低山地にか

けて見られますが、高山帯には生息しません。 

幼虫（ヤゴ）は、水田、ため池、水路、河川の

溜まり部分、都市公園の池など様々な水域の泥の

中にすみますが、流れのある水域は好まないよう

です。 

 

エコパークの池から発生しているトンボは、今

のところ、このシオカラトンボと、夏の暑い日中

に、背丈ほどの高さを飛んでいる、薄黄色いトン

ボ「ウスバキトンボ」だけだと思います。 

 

それ以外のトンボを見つけたら、是非お知らせ

下さい。 

エコパークの池から飛び立った羽化したての成虫 

エコパークの池から見つかった幼虫（ヤゴ） 
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ハサミムシ類 

 

 

ハマベハサミムシ 

体は全体に艶のある黒色で、あしは黄褐色です。

成虫でも翅はなく、腹部の先に大きなハサミを持

っています。このハサミは、メスでは細くて先だ

けが曲がり、左右はほぼ対象ですが、オスでは太

くて強く曲がり、左右は対象ではありません。 

体長は 18-36mm。成虫幼虫とも 4―10月頃み

られますが、海岸付近や平地に生息し、山間部に

はいません。普段は、地表近くて生活し物陰に隠

れていて、夜間活発に活動します。昆虫やミミズ

の死がいなどを食べています。 

 

ヒゲジロハサミムシ 

体は全体に艶のある黒色で、触角や足には目立

った白い部分があります。成虫でも翅はなく、ハ

サミの様子はハマベハサミムシと同じです。 

体長は 18-30mm。成虫幼虫とも 4―10月頃み

られます。ハマベハサミムシより湿った土が好き

なようです。メスは、産んだ卵やかえったばかり

の幼虫を保護する習性があります。 

 

 

乾いた土の塊の下にもぐったハマベハサミムシ 
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ナミテントウ 

 

 

ごく普通に見られるテントウムシ。上翅にある

斑紋の数や大きさ、その位置などがだいたい決ま

っている多くのテントウムシにあって、同じ種で

いろいろな模様をしているという特徴を持った

テントウムシです。普通、全体が黒くて、大きな

円くて赤い紋が２つあるものが多いのですが、そ

の紋が月のように後ろから欠けて弓形紋になる

ものも多い。また、４紋や、それ以上沢山の紋を

持つもの、全体が黄色で小さな黒い紋を沢山持つ

ものまでいる。 

体長は、4.7-8.2mm。成虫は 4 月頃から現れ、

アブラムシが付いている植物に産卵します。 

幼虫は 2~3週間で成虫になります。 

幼虫成虫とも肉食で、おもにアブラムシを好ん

で食べます。秋になると、集団で成虫越冬をしま

す。 

 

標本にあるように、エコパークでも、いろいろ

な紋のある変わったテントウムシが見つかって

います。新しい模様のテントウムシを見つけたら

写真を撮っておいて下さい。 

 

みんなの分を集めて、比べてみましょう 

 
ナミテントウのさなぎ 

ナミテントウの幼虫 

ナミテントウの成虫 
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カミキリムシの仲間 

 

 

ホシベニカミキリ 

全身がビロード状の紅色で、触角やあしは黒い。

上翅には、小さな黒い点が不規則に並んでいます。

オスの触角は体長の 1.8倍、メスは 1.2倍ほどの

長さです。 

 体長は 18-26mm。成虫は 6 月頃から現れて、

細くて新しいタブノキの枝の樹皮をかじって食

べます。幼虫は生きたタブノキに穿孔して木部を

食べて育ち、数年かけて成虫になります。 

 

ラミーカミキリ 

体は鮮やかな青緑色で、あしや胸には黒い部分

があります。上翅は黒色で、青緑色の太い帯や紋

があります。オスの触角は体長の 1.3倍の長さで、

メスはほぼ同長です。 

体長は 8-17mm。成虫は 6月頃から現れ、カラ

ムシの葉の上で見られます。成虫は、葉の裏から

葉脈をかじって食べるので、食べられたカラムシ

の葉には葉脈がなくなり、透けて見えるようにな

ります。幼虫は、カラムシの根や茎に穿孔して、

木部を食べ、翌年成虫になります。 

 

エコパークでは、これからいろいろな木が生長

し大きくなります。木を食べるカミキリムシの仲

間は、これからいろいろな種類が現れるようにな

るかもしれません。 

 

注意して、見ていきましょう。 

ラミーカミキリがいた、エコパークのカラムシ 

ホシベニカミキリに加害されたエコパークのタブノキ 
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ハムシ類（ウリ科野菜の害虫） 

 

 

ウリハムシ 

体は艶のある薄い赤っぽいオレンジ色で、目や

触角、あしは黒色です。 

体長は 5.6-7.3mm。成虫は 4 月頃から現れ、

ウリ科植物の葉を端からかじって食べます。 

卵は土中に産まれ、幼虫はウリ科植物の根を食

べます。成虫で越冬し、よく春現れます。 

 

 

 

 

 

 

クロウリハムシ 

体は艶のある黄色っぽいオレンジ色で、目や触

角、あしは黒色です。また、上翅は少し青味のあ

る黒色です。 

体長は 5.8-6.3mm。成虫は 5 月から 9 月頃ま

で見られ、ウリ科植物の葉に丸い食べ後を残ます。 

卵は土中に産まれ、幼虫は植物の根を食べる。

成虫で越冬し、よく春現れる。 

 

 

ウリハムシ 

クロウリハムシ 
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コガネムシ類 

 

 

セマダラコガネ 

体は黄褐色で、黒いまだら模様がありますが、

全体が黄褐色で細い縞や小さいまだらが少しあ

るものから、太い帯や大きいまだらがあるもの、

個体によってはほとんどが黒いものまでいます。 

体長 8.0-13.5mm。成虫は 5月頃から現れ、色々

な植物の葉を食べます。幼虫は、土中で芝などの

根を食べて育ちます。幼虫で越冬します。 

 

チビサクラコガネ 

体は光沢のある銅がね色のものから緑色のも

のまでいます。上翅には細かなすじがあります。 

体長 9-12mm。成虫は 6月頃から現れ、色々な

植物の葉を食べます。幼虫は、土中で草の根を食

べて育ちます。幼虫で越冬します。 

 

ビロウドコガネ 

体は艶のない黒色で、厚みがあり、全体に丸身

があります。 

体長 8.0-9.5mm。成虫は 4 月頃から現れ、ヨ

モギやハルジオンなどの草に止まっています。幼

虫は、土中で草の根を食べて育ちますが、秋まで

には成虫になり、成虫で越冬します。 

 

アオドウガネ 

全身が光沢のある緑色ですが、少しくすんだ色

のものもいます。 

体長 18-25mm。成虫は 7 月頃から現れ、夜、

明かりによく集まります。本来は南方の種でした

が、近年、関東地方で目立って増えています。 

セマダラコガネ 
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いろいろなテントウムシ 

 

 

ナナホシテントウ 

頭や胸は黒色で、上翅は赤っぽいオレンジ色に

大きな丸くて黒い紋が、合計 7つあります。最も

ポピュラーなテントウムシの一つです。 

体長は 5.0-8.6mm。成虫は 4月頃から現れ 10

月頃まで見られます。成虫幼虫ともアブラムシを

食べる肉食性で、幼虫期間は 2－3週間です。 

 

 

ニジュウヤホシテントウ 

頭や胸は薄いオレンジ色で、上翅には小さな黒

い紋が、合計 28あります。ジャガイモの害虫と

して有名です。 

体長は 5.3-6.8mm。成虫は 5 月頃から現れナ

ス科植物の葉を、葉脈を残すようにして食べます。 

 

 

 

ヒメカメノコテントウ 

頭と胸は黒色で、胸には白っぽい縁取りがあり

ます。黄色っぽいオレンジ色で、普通、目立つ黒

い模様がありますが、全くないものもいます。 

体長は 3.0-4.6mm。成虫は 4月頃から現れ 10

月頃まで見られます。成虫幼虫ともアブラムシを

食べる肉食性です。 

 

 

 

ナナホシテントウ 

ニジュウヤホシテントウ 

ヒメカメノコテントウ 
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ヒメマルカツオブシムシ 

 

 

体はほぼ球形で、白色、黄褐色、暗褐色などの

鱗片に覆われ、これらの色で不明瞭な模様になっ

ています。 

体長は 2.5mm内外。越冬から明けた成虫は春

にいろいろな草の花に集まるが、人家に侵入して、

毛織物やはく製など乾燥した動物質に卵を産み

ます。幼虫は楕円形で長い毛をまとい、最大で

6mmほどになります。毛皮のコートに穴をあけ

たり、昆虫標本を食べたりもします。 

 

 

 

 

ヒメマルカツオブシムシ 
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ヒメアメンボ 

 

 

体は薄い茶色で、全体に（ふつうの）アメンボ

と比べて太短い体形をしています。 

体長は 8.5-11.0mm。成虫は 4－10月頃までみ

られます。捕まえて、バケツや水槽に入れると、

休むことができず、アメンボより早く溺れてしま

います。すんでいる水面でも、浮いた葉などに止

まって休んでいることが多く。アメンボに比べ、

止水域で植物が多い水面をこ好む傾向がありま

す。 

 

 

 

 

エコパークの池にいた、ヒメアメンボ 
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野菜につくカメムシ 

 

 

アカスジカメムシ 

体は全体が黒色で、くすんだ紅色の縦縞が５~

７本ある、特徴的なカメムシです。この体の赤い

すじが「あかすじカメムシ」の名前の由来です。 

体長は 9-10mm。成虫は 6－7月に現れ、夏に

食べている植物に卵を産みます。成虫、幼虫とも

ニンジンやネギなどの花や柔らかい葉に、針のよ

うな口を刺して汁を吸っています。 

 

 

 

 

 

ナガメ 

体は黒色で、頭部の全縁や胸の周囲、翅の周囲

などがオレンジ色の線で囲まれています。翅等に

はオレンジ色の線や紋からなる模様があります。

「菜」につくカメムシという意味で、「ナガメ」

の名がついます。 

体長は 6.0-8.5mm。4－5月頃から現れ、12個

の卵を 2列に並べて産みます。卵からかえった幼

虫は、6－7月頃には新成虫になります。この成

虫は 7月中旬に卵を産み、8月下旬には成虫にな

る。秋になり気温が下がると草の根際などで成虫

のまま越冬します。 

成虫、幼虫とも、ダイコン、キャベツ、アブラ

ナなどでみられます。 

 

 

アカスジカメムシ 

ナガメ 
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その他のカメムシ 

 

 

ブチヒガカメムシ 

頭や胸、上翅の一部が淡い紫色で、触角や腹部

の脇は白黒のブチ模様になっています。 

体長は 10-14mm。成虫幼虫とも、ダイズ、ニ

ンジン、ゴボウなどの花や葉で汁を吸っています。

海岸付近から高山まで生息しています。 

 

 

 

 

 

ホソヘリカメムシ 

体は細長く全体に艶のない茶色で、後ろあしの

ももは太く細かい棘が並んでいます。 

体長は 14-17mm。成虫幼虫とも、ダイズ、エ

ンドウなどマメ科やイネ科植物の茎や実から汁

を吸います。成虫は羽音をたててよく飛び、その

姿はあしながバチに似ています。また、小さい幼

虫はアリによく似ています。 

  

 

ホオズキカメムシ 

体は灰色っぽい褐色で、はねの重なった部分が

少し暗い色をしている。後ろあしのももは太くな

っています。全身がは砂粒が付いていてざらざら

しているように見えます。 

体長は、10-13mm。成虫の出現期は 4～10 月

で、成虫幼虫とも、ナス、トマト、サツマイモな

どの茎から汁を吸います。 

 

ブチヒゲカメムシ 

ホソヘリカメムシ 

ホオズキカメムシ 
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モンシロチョウ 

 

 

体には全身に白い鱗粉や毛をまとっています。 

 

 成虫の翅の開張は 40-50mm。 

成虫は 4月頃から現れます。暖かい地方では 3

月から 10月頃まで見られ、年に 6~7回世代を繰

り返します。メス成虫は羽化後２日すると 100

個以上の卵を産めるようになり、キャベツなどに

弾丸型の薄い黄色の卵を産みます。幼虫は「青虫」

と呼ばれ、５回の脱皮をして、ふつう薄緑色のさ

なぎになります。さなぎは 7－10 日ほどで成虫

になります。ふつう、越冬はさなぎです。 

 

キャベツの葉の裏に産まれた卵 
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タケノクロホゾバ 

 

 

体や翅は紺色がかった黒色。 

 

 成虫の翅の開張は 20mm内外。 

成虫は 5-6月に現れます。都市部に多く、日中

に弱々しく飛びます。 

幼虫は最大で 18mm 程度。全身が気色から薄

いオレンジ色で黒い斑点が規則的に並び、長い毛

もまとっています。この毛の中には毒毛が混じっ

ていて、触れるとかぶれてしまいます。幼虫はサ

サやタケの葉を食べて育ち、成熟すると葉の裏に

淡黄色の繭をつくります。 

 

 

 

タケノクロホゾバの成虫 

幼虫に食害されたササの葉 

タケノクロホゾバの幼虫 
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クマバチ、アシナガバチ 

 

 

クマバチ 

体は黒色で少し青い光沢があります。胸は黄色

い毛でおおわれています。翅も黒色です。あしや

腹部には細かな毛があり、ここに花粉を沢山つけ

ています。 

体長は 22mm 内外。成虫は 5 月頃から現れ、

色々な花を訪れ、蜜を吸い花粉を集めます。親バ

チは、立木やササ、細い竹などに巣穴を掘り、一

つずつ部屋をつくって、幼虫のえさになる花粉だ

んごとともに卵を産みますが、１匹のメスは最大

でも８個しか卵を産みません。世界で最も卵の数

が少ない昆虫として有名です。 

 

 

 

コアシナガバチ 

体は暗褐色から褐色で、黄色や茶色の細い縞や

紋があります。額は黄色であしや翅も暗褐色から

褐色です。 

体長は働きバチで 11-13mm。女王バチは 5月

頃から現れ、庭木や垣根、草の茎などに巣をつく

ります。巣は少しずつ大きくなり 50から 500房

の巣になりますが、10 月頃には放棄され、女王

は越冬します。 

 

 

クマバチ 

コアシナガバチ 
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