
　　　　　　　　　　　　　　尾張自然観察会

サテライトの畑の柵の針金にイナゴなどのモズのはやにえが観察できます。

コロナに負けず、防寒をしっかりして元気に海上の森の冬を楽しみましょう。

　　　スズカカンアオイ

　　　　　　ウメ

木々では着実に春を目指しての準備作業が続きます。そんな特徴のある冬芽を観察してみましょう。

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

春に向けてヤマハタザオなどのロゼットなども目立つようになって来ました。

観察できます。

スギやマツなどの木の皮の下でも、エサキモンキツノカメムシやオオトビサシガメなどのカメムシの仲間や

最近はフユシャクが減少傾向ですが、壁などにクロテンフユシャク♂などが止まっています。

　ホシヒメヨコバイ 　　　　　　ヒゲナガサシガメ幼虫

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

　　オオイヌノフグリ 　メジロ モズのはやにえ

クロテンフユシャク♂

昆虫類は越冬する形態がそれぞれ違いますが、成虫越冬組は多数います。

ヤツデやアオキなどの常緑樹の葉の裏には越冬中のヒゲナガサシガメの幼虫やホシヒメヨコバイなどが

オオフタモンウバタマコメツキなどが越冬中です。

アラカシの葉裏には、奇妙なかたちのカシトガリキジラミの幼虫が観察できます。

葉が落ちた森の中では野鳥たちが良く見えるようになっています。

メジロやソウシチョウは群れで活動中です。鳴き声などを頼りに探してみましょう。

（天候によっては変更する事もあります。）

新年初めての海上の森自然観察会です。今年もよろしくお願い申し上げます。

今年は日本海側を中心に大雪で大変で被害も出ておりお見舞い致します。

市道沿いではウメが咲き出しました。香りも春を思わせこれからたくさん咲いていきます。

スズカカンアオイの花も落葉の中でひっそりと咲いています。

田んぼの周りではオオイヌノフグリやタネツケバナなどが暖かい日差しの下で沢山咲きだしています。

寒さも本番ですが、そんな中、春に向け必死で越冬している生き物たちを観察しています。

令和3年1月16日(土)

海上の森自然観察会

　　　　　今回のテーマ）海上の森の越冬中の生き物探し

＜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



イヌガラシ ヒヨドリバナ ネムノキ アオジ (ガ)

オオイヌノフグリ ボタンヅル ノブドウ アオゲラ イカリモンガ ＊

オランダミミナグサ ボントクタデ ノリウツギ イカル キノカワガ ＊

キツネノボタン マルバノホロシ ハリエンジュ ウグイス クロテンフユシャク

コハコベ ミズタマソウ ハンノキ ウソ シロオビフユシャク

スズカカンアオイ ミズヒキ ヒサカキ エナガ チャバネフユエダシャク

セイタカアワダチソウ メヤブマオ ヒノキ オオタカ クワゴマダラヒトリ幼虫

セイヨウタンポポ ヤクシソウ フユイチゴ カイツブリ

タネツケバナ ヤブタバコ ヘクソカズラ カケス

ナズナ ヤブラン ミヤコイバラ カシラダカ

ニオイタチツボスミレ ヤマノイモ ミヤマガマズミ カワウ (カメムシ) 

ノミノフスマ ヨモギ ムラサキシキブ カワラヒワ アオモンツノカメムシ ＊

ヒメオドリコソウ ヤツデ キジバト エサキモンキツノカメムシ ＊

ホトケノザ ヤブコウジ コゲラ オオトビサシガメ ＊

ミチタネツケバナ ヤブムラサキ コジュケイ クサギカメムシ ＊

ムラサキサギゴケ アオキ ヤマアジサイ シジュウカラ クモへリカメムシ ＊

アセビ ヤマコウバシ ジョウビタキ ツマグロオオヨコバイ ＊

ウメ ヤマハゼ シロハラ マルカメムシ ＊

サクラバハンノキ リョウブ スズメ ヒゲナガサシガメ幼虫

ショウジョウバカマ ハンノキ セグロセキレイ ヤニサシガメ幼虫

ウシハコベ ヤブツバキ ソウシチョウ ヨコヅナサシガメ幼虫

シュンラン ヤマウグイスカグラ ツグミ

アベマキ トビ

アラカシ ノスリ

アワブキ ハクセキレイ

アメリカイヌホオズキ アオキ イソノキ ハシブトガラス (コウチュウ)

アレチヌスビトハギ アオギリ ウラジロノキ ハシボソガラス ウバタマコメツキ ＊

イタドリ アオツヅラフジ ウリカエデ ヒガラ エグリゴミムシダマシ ＊

イヌタデ アカマツ ウワミズザクラ ヒヨドリ オオフタモンウバタマコメツキ ＊

イヌヨモギ イヌザンショウ オオバヤシャブシ ベニマシコ カメノコテントウ ＊

イノコズチ イヌツゲ カナクギノキ ホオジロ クロウリハムシ ＊

オオバコ イボタノキ カマツカ ホシハジロ セモンジンガサハムシ ＊

オトコエシ ウツギ キブシ メジロ ナミテントウ ＊

オニドコロ ウリカエデ クサギ モズ ミヤマヒラタハムシ ＊

ガンクビソウ オオバヤシャブシ クリ ヤマガラ

キンミズヒキ カキノキ クロモジ ルリビタキ

ギンリョウソウモドキ カマツカ コナラ

クズ カラスザンショウ コバノガマズミ

コアカソ キヅタ コバノミツバツツジ (バッタ・キリギリス)

コマツナギ キハギ ゴンズイ ツチイナゴ ＊

コメナモミ キリ ザイフリボク (トンボ)

ジャノヒゲ ケケンポナシ タカノツメ オツネントンボ ＊

シュウブンソウ コアジサイ ダンコウバイ ホソミイトトンボ ＊

シライトソウ コバノガマズミ ツリバナ ホソミオツネントンボ ＊ (アブ･八チ･ハエ)

シラヤマギク ゴンズイ ヌルデ ホソヒラタアブ

スズカアザミ サカキ ネジキ

スズメウリ サネカズラ ネズミモチ

スルガテンナンショウ サルトリイバラ ハリエンジュ (チョウ)

センニンソウ スイカズラ ヒメヤシャブシ ウラギンシジミ ＊ (その他)

センブリ スギ ホオノキ キタキチョウ ＊ アミメクサカゲロウ ＊

チチコグサモドキ ソヨゴ マルバアオダモ キタテハ ＊ クサカゲロウ ＊

ツルニガクサ タニウツギ ミヤマガマズミ クロコノマチョウ ＊

ツルマメ ツクバネウツギ ムラサキシキブ テングチョウ ＊

トウカイタンポポ ツルアリドオシ ヤブムラサキ ムラサキシジミ ＊

トキリマメ ツルウメモドキ ヤマコウバシ ルリタテハ ＊

ナギナタコウジュ テイカカズラ ヤマハゼ オオムラサキ幼虫

ヌスビトハギ ナツフジ ヤマボウシ コムラサキ幼虫

ノコンギク ナンキンハゼ リョウブ ゴマダラチョウ幼虫

ヒメキンミズヒキ ナンテン

ヒメジソ ヌルデ

ヒメジョオン ネジキ

ヒヨドリジョウゴ ネズミモチ

＊印は成虫越冬

その他

      ※一部2021海上の森生物季節調査及びモニ1000調査参照

木の花

草の蕾

冬芽

草の実 木の実

昆虫

過去の1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


