お手間かけますが
ご協力よろしく
お願いいたします

・ 声はすれども…
・ TORI TOPICS May.→Jul.
・ 鴨池のいきもの 夏
・ うら面はむしのはね！

鴨池の
いきもの
夏

つけてね
おでこ、
しつれいしまーす
ぴ

検温

させてね

２m

はなれてね

翼ひろげたコハクチョウ１羽ぶん

和名も英名も学名も 「

紫色の（蒼) 鷺」だってね。

うっひゃーヒネりがないねぇ！見たまんまだねぇ！言うほ
ど紫色してないと思うんだけどねぇ！頭から首にかけての
しましま模様、きれいでしょ？派手に見えるでしょ？とこ
ろがどうして、草むら入っちゃうとほんと見つけにくく
なっちゃうんだなぁこれが。ダイサギやアオサギみたいに
真っ白なところがないのもあって景色になじむのよ。裸眼
でそこからワタシのこと見つけられたらすっごく褒めてあ
げようじゃないの。本州じゃワタシかなりレアものだか
ら、ここで会えたら相当ツいてると思っていいんじゃない
かな。先島諸島まで行けばちょくちょく見られると思うけ
ど、今アンタたちおいそれと出歩くわけにはいかなそうだ
もんね。
難易度：
らくらく

→
ゴージャスな飾り羽！
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June

◯シロハラクイナ鳴き声確認 （２日）
◯ツツドリ、キビタキ、サンショウクイ初認 （３日）
◯コマドリ初認 （１０日）
◯カッコウ初認 （１３日）
◯サシバ初認 （１８日）
◯ホトトギス初認 （２１日）
◯カルガモヒナ５羽確認 （２２日）
◯オオヨシキリ初認 （２８日）

◯サンコウチョウ初認 （１日）
◯オオムシクイ初認 （３日）
◯シロハラクイナ姿を表す （１３•１４日）
◯アカガシラサギ初認 （２０日）
◯ムラサキサギ初認 （２７日）

→今年も鴨池生まれのカルガモが巣
立っていきました！すくすく成長
し、時々鴨池たんぼにも姿を見せて
くれました。たんぼで食事したり、
畦でひと休みしたりとフルに活用し
ていたようです。この中のだれかが
また来年鴨池で子育てしてくれると
うれしいなぁ！

ワタシ、日本じゃレアもの扱いだけど
地球単位で見たら結構広範囲に分布してる くちばしがながーい
のよね。アフリカ大陸と地中海沿岸部を
アオサギよりも
行き来してるコたちもいるし、インドや
くちばしと首が
ぐーんと長いの
東南アジアには常駐してるコたちもいる。
が特徴。
脚はアオサギより
その東南アジアあたりにいるコたちの一部が
も短めです…
首もながーーーい
春から夏の間に中国の東側へ渡ってて、
ぷらっと日本の本州に来ちゃった…てのがワタシみたいなコなわけ。
ぷらっと寄った割にはここ、かなりいい感じね。アンタたちもそうそう近寄っ
てこないし、食べるものには困らないし。もうしばらくいてみよう…かな？？
ま、来てみていたらラッキーくらいに思っててね〜！

July
◯ハチクマ初認 （１０日）

声はすれども…

ツル目クイナ科シロハラクイナ属
学名 Amauronis phoenicurus
英名 White-Breasted Waterhen
漢字で書くと、
白腹水鶏
６月１４日まで
鴨池に
いました
沖縄県では留鳥
今はいないの
本州でも近年飛来や繁殖
ごめんね〜！
が複数確認されてるよ！
体の大きさはハトと
同じくらい

オシドリ ヨシガモ ヒドリガモ マガモ カルガモ ハシビロガモ コガモ
キジバト アオバト
カワウ アカガシラサギ アオサギ ムラサキサギ 種ダイサギ
亜種チュウダイサギ
シロハラクイナ バン オオバン

体のわりに大きめな
あしゆび

※色つきの種名はこの期間
注目！
！だった鳥だよ
！

ホトトギス ツツドリ カッコウ ケリ
ミサゴ トビ サシバ フクロウ
↑大雨が降る中とことこ歩き回っていました。
ダイサギやアオサギなどと比べるとだいぶ小さく
感じます。いやぁ、いたんだねぇ！

とってもどうでもいいことですが…
シロハラクイナの第一印象
ここからあける
シロハラクイナの

できあがり♪

成鳥は黒い羽が
つやつやしてる

ヤンバルクイナやオオバンと
同じクイナのなかま （属はち
がうけどね）
飛んでる姿より歩いてる姿
の方がよく目撃されるよ
※飛べるよ！※

↑極近サンコウチョウ♀！観察館の
窓にぶつかったものの、見事復活し
た直後の様子です。この日ゆきR は
お休みで見逃しました…残念っ！

５月から７月の鴨池で確認された鳥たちは↓↓こちら↓↓

姿は見えず。
臨時休館中の５月３日、聞いた
ことのない鳴き声が鴨池に響き渡りました。
レンジャーが声の主を探すものの、一向に見
つかりません。コワッ コワッ コワッ コワッ
…と一度鳴き始めると数分に渡って鳴き続け
る謎の声。一体何者…？？？と前のレン
ジャーにも聞いてみたところ、「シロハラク
イナでは？」との返答が。いろいろなサイト
もあたってみた結果、シロハラクイナに間違
いないと確信したのですが…なにしろこの
お方、見えるところに出てこない！探せど探
せど見つからない！！どこじゃあ！？どこに
いるんじゃあああ！！？？ともやもやしてい
たところ…
出てきました！ほんとにいました！！！！
写真も撮れました！載せちゃいます♪

シロハラクイナとは？

頸椎
（首の骨）
の数はアオ
サギと同じだけどひとつひ
とつが長いのだ！
ちなみにあしゆびも長いの
で、
足がでっかく見えるよ！

＊５月から７月の鴨池にいた鳥、 来た鳥をダイジェストでご紹介します！

May

ぺりぺりぺりぺりぺり

肩や頸のつけねあたりに
ふさっとした飾り羽があるよ。
薄紫色にちょっと茶色をまぜた
ような色合いがしぶいね！

TORI TOPICS May.→Jul.

カモはすくなーいけれど、すご
くあつーいけれど、観察館は開
いてます。たんぼ歩けます♪

ムラサキサギをさがせ！
Ardea purpurea
ペリカン目サギ科
アオサギ属
Purple heron

かもいけつうしん

マスク

６-８月号 CONTENTS

画像検索していて思った

お尻のあたりは
茶色っぽいよ

なんか似てる

カワセミ コゲラ
サンショウクイ サンコウチョウ モズ ハシボソガラス
ハシブトガラス ヤマガラ シジュウカラ ツバメ イワツバメ ヒヨドリ
ウグイス エナガ オオムシクイ エゾムシクイ センダイムシクイ
メジロ エゾセンニュウ オオヨシキリ クロツグミ コマドリ
ジョウビタキ キビタキ セグロセキレイ カワラヒワ イカル ホオジロ
（以上５４種）
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Twitter・Facebookで
最新ニュースお届け中！
Facebookはアカウント
なしでも見られます
！
！

櫻井佳明 中野夕紀子

指や紙などで
〒９２２−０５６４
片方を隠すと
読みとり
石川県加賀市片野町子２−１
やすいよ！
TEL：０７６１−７２−２２００
FAX：０７６１−７２−２９３５
E-mail：kamoike@kagashi-ss.co.jp
URL：https://kamoike.kagashi-ss.com

Twitter

Facebook

かもいけつうしん

し みゃく

オナジトコ チガウトコ - 翅脈 カメムシ目

夏に入って昆虫がたくさん出はじめました。
みなさん昆虫の翅といわれたらどんなものを想像しますか？
チョウのように色が付いた羽を想像した人もいると思いますが、
多くの昆虫は透明や半透明の羽に黒などの筋が入っています。
はね

SIDE-B むしのはねいろいろ

カメムシ目と言ってもセミが含まれるヨコバイ亜目とクサギカメムシやアオカメムシなど一般的にカメムシと呼ばれる種が入る
カメムシ亜目では翅の構造がだいぶ違います。

この筋を 「翅脈」と言います。
翅脈の役割は、羽化の時に体液を通して翅を伸ばすことと、透明
で薄い翅の補強をすることです。体液を通すので切断して断面を
顕微鏡で見ると穴が開いているのがわかります。

翅脈

ここまでがオナジトコです。
この翅脈は分類によって大きく形が違います。
たぶんみなさんが思っている以上に違うので、どんなふうに違うのか、代表種
( さくレンジャーの手元にあったものたち) の翅脈を見比べてみましょう。

トンボ目

カメムシ亜目

ヨコバイ亜目

カメムシ亜目は前翅の途中までが固くなっており、その先はか

セミ亜目では、翅は折りたたまれずに重ねるだけです。

なり細かく翅脈が出ています。この構造から、むかしカメムシ

そのためか同じく翅脈が少ないハチとはだいぶ違った

の仲間は 「半翅目」と呼ばれていました。

印象を受けます。

翅の半分から先だけ羽になってるということですね。

単純に等間隔に枝分かれさせたという感じですね。

マルカメムシの仲間はここから先を横向きに折りたたむ珍しい

最後に翅脈が閉じるようにつながるのが、後に出てくる

機構をもっています。後翅は比較的単純な翅脈です。

はん し もく

チョウ目と違いますね。

い
かた

前翅

前翅

後翅

後翅

前翅

トンボの翅脈の特徴は見てわかるとおり、その細かさです。
翅の端から端まですべてに翅脈が通っています。
けっせつ

他にも前縁の中ほどに結節と呼ばれる太い翅脈が集まる部位があ
ること、三角室という翅脈で三角に仕切られる場所があること、
えんもん

三角室

後翅

クサギカメムシの翅

ヒグラシの翅

縁紋

結節

縁紋という少し翅が厚くなった場所があることが他の分類とチガ
ウトコです。

コウチュウ目
シオカラトンボの翅

前翅

コウチュウ目はカブトムシやコガネムシのように硬い体を持った
昆虫のグループです。
前翅はそのかたい体を構成する鎧の一部になり、閉じた後翅や腹

前翅

後翅

バッタ目

部を守ります。

バッタの翅はトンボと違い、前後で大きく形も質も違います。

が少ないですが、折りたたむときのガイドにもなるので、変な形を

前翅は細くてすこし固くなっており、茶色や緑といった保護色に

しているものが多いです。

後翅は普段は前翅の下に折りたたまれて隠れています。翅脈は数

後翅

なっています。羽を閉じたとき、体に沿うようにした前翅の下に
後翅が扇形に折りたたまれます。そのため翅脈もまっすぐに放射
状に延びるのが特徴です。

前翅
ヤブキリの翅

コフキコガネの翅

ハチ目
ハチの仲間の翅は上 2 つのグループと違い、まず前翅より後翅の方が小さく

ハエ目

前翅の後縁と後翅の前縁にかぎ状の突起があり、ここを引っかけることで

後翅が変化して 「平均棍」という器官に変化してしまっ

前翅と後翅を一体化させて飛びます。

ています。そこから昔は双翅目とよばれてきました。

翅脈は本数も少なく、かなり単純な作りになっています。

翅脈は比較的単純ですが、科ごとに違った特徴があり、

前翅に縁紋を持つ種類もいますが、翅脈が少ないのでトンボとはだいぶ雰囲

同定するときにも使えます。

気が違って見えます。

へいきんこん

そう し もく

前翅

チョウやガは翅の上から鱗粉が覆っており、翅脈が見にくく
いるのがわかります。翅脈自体が少ないわけではないです
が、横脈が少なく、とても単純な翅脈をもっています。
マイマイガの翅

前翅

前翅

ヤマトアブの翅

後翅

なっていますが、よくと見ると翅脈のところが盛り上がって

かる↑
引っか
で
↑ここ

平均棍

チョウ目

なります。

まずハエ目は翅が 1 対 2 枚しかありません。

後翅

後翅
キイロスズメバチの翅

いかがでしたか。
昆虫は地球上でもっとも繁栄しているといわれるように、種類も姿かたちも多岐にわたります。今回のように一部分だけに
注目してみると、それぞれの個性が更にわかりやすくなってきます。
もく

今回は 6 目から 7 種を代表として紹介しましたが、実際には目の中でもさらに違いがあり、種を同定するときにも重要に
なってきます。また個体差もあり、2016 年にはセミの翅脈異常の研究で、6 年生が自然科学観察コンクールの表彰を受け
ています( 研究内容はネットで見られますがとても面白いです)。今年は夏休みが短いですが、自由研究の題材に昆虫の翅
なんていかがでしょうか。

