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　彩の国環境大学修了生の会として主催・共
催している親子自然観察会において、五感を
通して、季節の草花木や生きものなどの自然
環境を学ぶガイドにと、作成しました。
　ご使用いただけると幸いです。         

　生態園は、試験研究機関であるセンター科学調査研究
を行うとともに、その自然環境を活用した環境学習を行
うフィールドとしてビオトープの手法で整備されていま
す。2.2haの園内は、昭和30年代の県東部地域の里山
を復元しており、屋敷林、社寺林、雑木林、竹林、畑、
水田など生物が快適に生息できる環境になっています。
　里山は人間が自然をそのままにするのではなく、適切
バードウオッチングに管理することによって多様な動植
物の生育が可能になります。自然観察会はそんな生態園
において身近自然の仕組みや自然と生活とのかかわりを
学ぶ野外の環境学習を行っています。

　埼玉県が、地域で環境保全活動や環境学習を行うリー
ダーを育成するために毎年開講している「彩の国環境大
学」を修了した有志が、環境活動や社会貢献目的に集まっ
た団体です。色々の活動の中でも親子を対象に毎年、自
然観察会を実施しています。

目　次 観察会と環境科学国際センターの「生態園」

彩の国環境大学修了生の会 紹介はじめに
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一般に階段の高いほど、その量（数や栄養 etc）
が少ない

「食べる−食べられる」の関係図

地上の生態系　ピラミッドと食物連鎖

埼玉県生態系保護協会から引用

【生態系ピラミッド】

【食物連鎖】
子ども eco検定公式テキスト「地球教室（朝日新聞社の登録商標）から引用
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■服装チェック：動きやすい服装で可
　◦帽子：頭部保護で暑い日は忘れずに
　◦上着：長袖が機能的。ポケット有り便利
　◦リュックサック：両手が自由に使えます
　◦ズボン：虫刺されの防止になります
　◦ 靴 ：運動靴で可　雨の日は長靴
■持ち物チェック
　◦小さなノート・メモと鉛筆などを持とう
　◦ルーペ・双眼鏡が有ると便利
　◦ 図鑑は手に持てる小さなものを！           
■五感を十分に活用しよう　

◦8～10倍の倍
ばい

率
りつ

が使いやすい
◦「肉眼」で見つけてから、そのまま双眼鏡
　を目に当てるようにする
◦動かさないで、そのままピントを合わせる　　
◦太陽の方向にはぜったい向けない

◦あくまでも主役は生きものです。
◦自分の五感「目」「耳」「鼻」「手」「口」を使います
①まず、「目」でよく見てください。でも見えない時は…
②「耳」をすまして聞いてください・・・・鳴き声を
③その方向に双眼鏡を目にあてて
④おしゃべりは鳥に気づかれてしまうので、しないこと
⑤動いているのは生きもの？かも
⑥大きさ・色・しっぽの長さをチェック！
⑦風や香り・におい（花や木、実など）感じましょう。
⑧たまには木や草にさわってみよう。
⑨季節によっては木の実を味わうこともあります。
⑩鳥の名前を覚えるには図鑑で調べましょう。
⑪鳥は空だけでなく、草地・林・野・水辺にも。

自然観察のポイント 「バードウオッチング」の楽しみ方

双眼鏡の使い方
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ようこそ  環境科学国際センター生態園へ 
“行ってみよう　見つけてみよう”

出
入
口
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春
はる

の生
せい

態
たい

園
えん

と色々な草
くさ

花
はな

やタケノコ掘りは？

どこにでも有るタンポポですが、日本には約
20 種類くらい有ります。関東地方で代表的な
ものはもとから日本にあつたカントウタンポポ
とヨーロッパから来たセイヨウタンポポです。
一見同じようですが、花をひっくり返して「ガ
ク」を見るとその違いがわかります。セイヨウ
は「ガク」が反り返りカントウは反り返ってい
ない。セイヨウタンポポは花粉が無くても種が
出来る事や春に限らず秋まで花が咲きます。繁
殖力が大変強いです。

イネ科の多年草。中国原産で、筍 ( たけの
こ ) を採るために、広く栽培されている。
樹高 10 ～ 20m、径 20cm。枝は節ごと
に生え、葉は長さ 4 ～ 8cm。竹の皮は緑
褐色で黒褐色の斑点がある。筍は美味。茎
は筆立・盆など細工物に使う。和名は、中
国の故事の、冬に母親のために筍を掘り
採った孝行者の孟宗にちなんだもの。もう
そうだけ。もうそう。

１．タケノコの向きを確認
２．タケノコの内側を掘る
３．地下茎と竹の子の間に

クワを入れる
４．テコの原理と持ち上げ

る

竹林の中、動き
やすい服装選ぶ
①クワ・軍手
②スコップ
③長靴
④厚手の小袋

マメ科の植物の横には、根粒菌が共生している
ものが多くて、空気中の窒素を植物が吸収しや
すいアンモニアに変えてくれます。土地も肥沃
に成り肥沃に成り環境にやさしい環境にやさし
い肥料として注目され、田んぼの肥料として種
を蒔く事も多い植物です。

セイヨウタンポポとカントウタンポポ 生態園の竹林（孟宗竹　もうそうちく）

レンゲソウ　※蓮（はす）の花に似た草が名前の由来

そら豆の仲間？

タケノコ掘りポイント 服装と基本装備

道端に咲く普通の雑草だが未熟な果
実の両端を切り落とし『草笛』にす
る事が出来る。原産地は中東から地
中海にかけてとされている

3 種類

（環境科学国際センター案内パンフレットより抜粋）
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どうぞ、秋の生態園の自然を楽しんで下さい

シラカシは常緑樹です。そのため、冬の季節風
を防ぐためや防火のために、昔から屋敷のまわ
りに植えられてきました。シラカシの実はタン
ニンを多く含んでいて渋いです。殻斗は縞模様
です。
＊殻斗：ドングリを包んでいるお椀の様なもの
　　　　「ぼうし」や「はかま」「パンツ」などと呼ばれる

クヌギは最高級の木炭の材料にされる木です。
カブトムシやクワガタが大好きな樹液を出す木
でもあります木の実は丸くて大きなドングリで
す。殻斗はモジャモジャした毛のようで反り
返っています木の根元や落ち葉の下では、幼虫
たちが育ってます
＊堅果　：ドングリ本体のこと

スダジイも常緑樹です。葉は細かったり、丸み
を帯びた卵型だったり、先の方にギザギザ（鋸
歯）があったり、いろいろな変化が見られます
が、どれも葉の先端が尖っているのが特徴です。
殻斗は毛皮の袋を 3 つに裂いたような感じで
す

コナラは、クヌギと同じように落葉樹です。幹
は薪にしたり、シイタケのホダ木に使われます。
落ち葉は水田に鋤き込んで、肥料に利用されま
す。
その実は、シラカシのドングリとよく似ていま
すが、殻斗はうろこ模様です。

ドングリとは、ブナ科の樹木になる実のことです。また、
ブナ科に属する木には、冬でも葉を茂らす常緑樹と冬には
葉を落してしまう落葉樹があります。それぞれの木の特徴
を観察してみましょう。

シラカシ クヌギ

スダジイ コナラ

アキアカネ 体の赤いトンボのひとつにアキアカネがいます。
アキアカネの体は、羽化したときには赤くなく、麦わらのような色

いろ
をしています。

30 度を超えるところでは、生きられないため、夏の間、山へ避暑に行きます。
そして、秋になり体が赤くなってから、平地に帰ってきます。

「アカトンボ」は特定のトンボではなく体が赤くなるトンボ全てを指す俗称です。
地域でことなるが関東地方では、アキアカネをアカトンボと言うことが多い。

（環境科学国際センター　案内パンフレットより抜粋）
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埼玉の身近な野鳥 林や野で見られる鳥 撮影：小峯　昇
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コウノトリ カワラヒワ チョウゲンボウ エナガ コゲラ ♀シジュウカラ♂

ホオジロ アオジ雄 カシラダカ メジロ ウグイス ヤマガラ

シメ モズ雄 モズ雌 ジョウビタキ雄 オナガ キジバト

シロハラ ツグミ ヒヨドリ ハシボソガラス ハシブトガラス カケス



埼玉の身近な野鳥 水辺で見られる鳥 撮影：小峯　昇
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オオジュリン イソシギ カワセミ カルガモ ハシビロガモ マガモ

キセキレイ ハクセキレイ セグロセキレイ オカヨシガモ コガモ オナガガモ

カワウ ゴイサギ成鳥 ゴイサギ幼鳥 ヒドリガモ ホシハジロ キンクロハジロ

コサギ ダイサギ冬羽 アオサギ バ　ン オオバン カイツブリ



埼玉に生息する主な魚類
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写真提供：埼玉県環境部水環境課より許可を頂き掲載しています
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春・秋・冬の観察会でのチェック表とトピックス

NO 鳥 見られ聞いたら〇 メモ欄
１ アオサギ 〇
２ ウグイス 〇 ＊声が聞こえた
３ エナガ ×
４ カルガモ 〇
５ カワラヒラ ×
６ カワセミ ×
７ シジュウカラ 〇
８ ジュウビタキ 〇 ＊声が聞こえた
９ シメ ×
10 スズメ 〇
11 ツグミ 〇
12 ハシブトガラス 〇
13 ハシボソガラス 〇
16 ハクセキレイ 〇 ＊声が聞こえた
17 ヒヨドリ 〇
18 ムクドリ 〇
19 メジロ ×
20 モズ 〇 ＊声が聞こえた

合計 15

冬のバードウオッチング用チェック表
モズの『はやにえ』を知っていまか

モズは小さな猛禽で昆虫を捕らえて食べます
が、この時、尖った所に獲物を刺す習性が有り
ます。これを「モズのはやにえ（早贄）」と呼
んでいます。色々な「はやにえ」を見られます
が。カエル、カナヘビ、バッタなどが定番です
が、小さなテントウ虫も見られるとの事

トピックス事例

生態園カラタチの垣根の中のトゲに刺さった“トカゲ”
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