
　　　　　　　　　　　　　　尾張自然観察会

など多くの冬芽が観察できます。

ノリウツギの冬芽は何に見えますか？

ソウシチョウは群れで盛んに活動中です。綺麗な姿を探してみます。

昆虫類はすっかり姿を消しましたが、それぞれの形態で越冬しています。

今年は少ないようです。見られると良いのですが・・・。

来年もよろしくお願い申し上げます。

　　　アカメガシワ冬芽

連絡先）　内海　090-9912-3686　　源田　090-7438-8516　　　　

　ジャノヒゲ実 　　　　　　　　クロヒカゲ幼虫

　　アセビ花芽 　　ウラギンシジミ 　トウカイコモウセンゴケ

ノリウツギ冬芽

今年最後の海上の森自然観察会となりました。

防寒対策を忘れずに初冬の森を満喫しましょう。

常緑樹の葉裏にはウラギンシジミの成虫やヒゲナガサシガメの幼虫などが止まって越冬中です。

笹にはクロヒカゲの幼虫がいます。食痕をたよりに探してみましょう。。

蛾のフユシャクの仲間では昼行性のクロスジフユエダシャクの♂が例年なら沢山見られますが

冬鳥の季節がやってきました。葉の落ちた木々の間から野鳥たちが観察しやすくなってきました。

ルリビタキやジョウビタキ、ベニマシコ、アオジ、シロハラなどが確認できるかもしれません。

落葉が進み冬芽が目立つようになってきました。

アカメガシワやムラサキシキブ、ヤブムラサキなどの裸芽やコナラやアベマキ、マルバアオダモ・ガマズミ

ジャノヒゲの青い実が多くあります。トウカイコモウセンゴケは赤くてきれいです。

ヤマウグイスカグラ

今回はそんな海上の森の生き物たちの初冬の様子を観察します。

市道沿いのヤマウグイスカグラが例年通り早くも咲き出しました。

木の実は、今年は実のつきが悪く早くもほとんど落ちてしまいました。

同じく花が少なかったアセビは花芽が多くみられ、来春が楽しみです。

（天候によっては変更する事もあります。）

今年初の冬将軍到来で急に寒くなり体がついてゆきませんが、森では冬支度が着実に進行しています。

＜今日のコース予定＞

駐車場～四ツ沢～物見山林道～溜池
サテライト（昼食）～海上大正池～駐車場

令和2年12月19日(土)

海上の森自然観察会

　　　　　今回のテーマ）初冬の海上の生き物観察



イヌガラシ ヌスビトハギ ツクバネウツギ アオサギ (ガ)

ウシハコベ ヌマダイコン ツルアリドオシ アオジ イカリモンガ ＊

オオジシバリ ネナシカズラ ツルウメモドキ アカゲラ キノカワガ ＊

キツネノマゴ ハッカ テイカカズラ イカル クロスジフユエダシャク

コハコベ ヒカゲイノコズチ ナガバノコウヤボウキ ウグイス シロオビフユシャク

セイタカアワダチソウ ヒメキンミズヒキ ナツフジ ウソ チャバネフユエダシャク

セイヨウタンポポ ヒメジソ ナンキンハゼ エナガ クワゴマダラヒトリ幼虫

ダイコンソウ ヒヨドリジョウゴ ナンテン オシドリ

タネツケバナ ヒヨドリバナ ニシキギ カイツブリ

チチコグサモドキ ボントクタデ ニワウルシ カケス

トウバナ ミズタマソウ ヌルデ カワウ (カメムシ) 

ナズナ ミズヒキ ネジキ キジバト エサキモンキツノカメムシ ＊

ニオイタチツボスミレ メヤブマオ ネズミモチ クロジ オオトビサシガメ ＊

ノコンギク ヤクシソウ ネムノキ コゲラ クサギカメムシ ＊

ノミノフスマ ヤブタバコ ノイバラ シジュウカラ ツマグロオオヨコバイ ＊

ヒメジョオン ヤブラン ノブドウ ジョウビタキ マルカメムシ ＊

ヒメムカシヨモギ ヤマノイモ ノリウツギ シロハラ ヒゲナガサシガメ幼虫

ホトケノザ ヨモギ ハリエンジュ セグロセキレイ ヤニサシガメ幼虫

マキノスミレ ワルナスビ ヒサカキ ソウシチョウ ヨコヅナサシガメ幼虫

ミチタネツケバナ ボタンズル ヒノキ ツグミ

ミドリハコベ マルバノホロシ フユイチゴ トビ

ムラサキサギゴケ ヘクソカズラ ノスリ

ミヤコイバラ ハクセキレイ (コウチュウ)

アセビ ミヤマガマズミ ハシブトガラス ウバタマコメツキ ＊

イヌツゲ ムラサキシキブ ハシボソガラス エグリゴミムシダマシ ＊

チャノキ ヤツデ ヒヨドリ オオフタモンウバタマコメツキ ＊

アキノタムラソウ ツルグミ ヤブコウジ ベニマシコ クロウリハムシ ＊

アキノノゲシ モチツツジ ヤブムラサキ ホオジロ セモンジンガサハムシ ＊

アメリカイヌホオズキ ヤブツバキ ヤマアジサイ ミソサザイ ナミテントウ ＊

アレチヌスビトハギ ヤマウグイスカグラ ヤマコウバシ メジロ ミヤマヒラタハムシ ＊

イタドリ ヤマハギ モズ ヨモギハムシ ＊

イヌタデ ヤマハゼ ヤマガラ

イヌヨモギ リョウブ ルリビタキ

イノコズチ アオキ (バッタ・キリギリス)

イボタノキ アオギリ ツチイナゴ ＊

オオイヌノフグリ アオツヅラフジ

オオバコ アカマツ アベマキ (トンボ)

オトコエシ アラカシ アラカシ オツネントンボ ＊ (アブ･八チ･ハエ)

オニドコロ イヌザンショウ ウリカエデ ホソミイトトンボ ＊ ホソヒラタアブ

ガマ イボタノキ カマツカ ホソミオツネントンボ ＊

ガンクビソウ ウツギ クロモジ

キンミズヒキ ウリカエデ コナラ (その他)

ギンリョウソウモドキ エビヅル コバノガマズミ クサカゲロウ ＊

クズ オオバヤシャブシ ゴンズイ (チョウ) アミメクサカゲロウ ＊

コアカソ カキノキ ダンコウバイ ウラギンシジミ ＊ ヤナギコブオオアブラムシ

コアジサイ カマツカ ツリバナ キタキチョウ ＊

コマツナギ カラスザンショウ ヌルデ キタテハ ＊

コメナモミ キヅタ ネジキ クロコノマチョウ ＊

ジャノヒゲ キハギ ネズミモチ テングチョウ ＊

シュウブンソウ キリ ハリエンジュ ムラサキシジミ ＊

シライトソウ クサギ ホオノキ ルリタテハ ＊

シラヤマギク ケケンポナシ マルバアオダモ オオムラサキ幼虫

スズカアザミ コナラ ミヤマガマズミ クロヒカゲ幼虫

スズメウリ コバノガマズミ ムラサキシキブ ゴマダラチョウ幼虫

スルガテンナンショウ ゴンズイ ヤブムラサキ コムラサキ幼虫

センニンソウ サカキ ヤマコウバシ

センブリ サネカズラ ヤマハゼ

ツルニガクサ サルトリイバラ リョウブ

ツルマメ スイカズラ

ツルリンドウ スギ

トキリマメ ソヨゴ

ナギナタコウジュ タニウツギ

＊印は成虫越冬      ※一部2020海上の森生物季節調査及びモニ1000調査参照

木の花

草の実

木の実

冬芽 昆虫

その他

過去の1２月の観察会で確認した主な生き物（海上の森自然観察会）

草の花 草の実 木の実 野鳥 昆虫


