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ニホンカモシカ（ウシ科）

2015 年 4 月 8 日　太白山周辺にて撮影

　森いっぱいの新緑の季節、5月となりました。この爽やかな森の中を、当

自然観察センターのレンジャーが自然解説をしながらガイドする日曜日のガ

イドウォークをはじめ、各種イベントをご用意して皆様をお待ちしておりま

す。特に、初めての方は大歓迎ですので、ぜひご参加いただければと願って

おります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【館長　菊池正行】

妊娠しているニホンカモシカです。カモシカの妊娠期間は 215 日。10 月から 11 月に交尾し、次の年の 5月か

ら 6月に通常１頭を出産します。あと 1ヶ月もすれば可愛いカモシカの赤ちゃんに逢えるかもしれませんね。



チョウのレストラン！？チョウのレストラン！？

 ミツバウツギ ミツバウツギ（三葉空木）（三葉空木）

【レンジャー:黒川周子】

●黄色いお顔に、
大きなお目めが
キュート

●体は毛むくじゃらで、
後ろの翅の先がオレンジ
色。

花芽 葉芽

太陽の光に当たると、とても美し

い青緑色に輝きます。ミツバウツ

ギの花にとまって、蜜を吸ってい

るときがシャッターチャンス。　

　

　葉が 3枚セットで、ウツギに似

た花を咲かせる（枝も中空）こと

から「ミツバウツギ」と呼ばれま

す。若芽は山菜として知られてい

ます。

　この花が咲くと、良い香りがし

て、そこにはクロアゲハをはじめ、

いろいろなチョウがやってきま

す。この時期チョウの写真を撮り

たいという方にとっては、とても

気になる木となります。今年の開

花はいつもより早く、「トンボの

沢」で 5/2 に咲き始めました。

　秋になるとバルタン星人の手の

ような変わった形の実がなりま

す。熟すと下の方が裂けてきます。

風船のようにも見えますが・・・

風に乗って飛ぶのでしょか？種は

こぼれるのでしょうか？秋を楽し

みに待つことにしましょう。

ミツバウツギにくるチョウの中で、ひときわ動きの速いチョウ「アオバセセリ」

がいます。蒼い翅をもつこのチョウは、地味系茶色が多いセセリチョウの中で

一番きれいなのではないでしょうか。

●後足に褐色の長
い毛束があるとオ
ス。この写真はメ
スです。

●表の翅も美しい青緑ですが、
翅を広げてとまるのは羽化直後
だけだそう。生きている状態で
見るのは難しそうですね。

●花びらに見え
るが、外側の5枚
は「がく」

●内側の5枚
が花びら

＊ミツバウツギは別名「コメノキ」とも言われます。そう言われてみると、つぼみの形がお米に見えてきますね。

実の形実の形

●中にはクリーム
色の種が数個入っ
ているよ。

ミツバウツギにくるチョウ　ミツバウツギにくるチョウ　その1その1

葉の形葉の形

●3枚に分か
れる1枚の葉

観察の森

生き物図鑑
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 ５月の生物ごよみ ５月の生物ごよみ

５月

５月

６月

６月

４月

４月

上旬

上旬

中旬

中旬

下旬

下旬

下旬

下旬

上旬

上旬

ニリンソウ

ニョイスミレ

チゴユリ

イカリソウ

ウワミズザクラ

ヒメシャガ

マルバダケブキ

シュレーゲルアオガエルがヨシの

湿地付近で鳴き始める。

サンコウチョウがやって来る

ホトトギスが鳴き始める

（ヒメシャガ）

（ニリンソウ）

（シュレーゲルアオガエル）

（マルバダケブキ）

（ニョイスミレ）

（チゴユリ）

（イカリソウ）

　今年は暖かいせいか、植物の開花も昨年と比べ１０日ぐらい早いようで
す。普段は５月の中ごろに見頃を迎えるウワミズザクラやタニギキョウも
４月の末には開花してしまいました。夏鳥の動きもセンダイムシクイが４
月１１日、オオルリが１９日、キビタキが２３日と次々とやってきました
この季節は日々変化するので毎日がおどろきの連続です。

【レンジャー：齋　正宏】

動物

植物

♪カタカタ
カ
タ♪♪

（サンコウチョウ）

（ホトトギス）

（ウワミズザクラ）

※夏鳥　春に東南アジアなどの越冬地から日本に渡ってきて繁殖し、秋には帰っていく鳥。

　　　　日本にいる期間は種類によって違うが、おもに 3月～ 10 月の間になる。

(夏鳥）

(夏鳥）

。

※



　今月のはっけんメモ　今月のはっけんメモ森で見つけた！森で見つけた！

このコーナーでは、森の中で見つけたかわいいものや不思議なものなど、
ちょっと気になるあれこれを取り上げていきたいと思います。

はっけんメモ その 12はっけんメモ その 12

　『やまぶき色の花』　『やまぶき色の花』

　木々が芽吹き始め森の中が柔らかな色合いに染まりはじめるころ、ヤマブ

キの花も咲き始めます。”山吹色”と呼ばれれるくっきりした黄色が特徴です。

山の斜面一面に咲き、風が吹くと山肌が揺れ動くように見えることから、”山

吹”と名付けられたようです。

　ヤマブキは日本原産のバラ科の落葉低木です。

花弁が 5枚の一重咲きが野山に多く分布しています。

満開の華やかな姿もきれいですが、つぼみの形も

コロンとしていてとてもかわいらしく一見の価値あり！ですよ。

　一重咲きのほかに八重咲きの品種もあります。『後拾遺和歌集』（1086 年）

に載っている「七重八重花は咲けども山吹の実の一つだになきぞ悲しき」と

いう歌にあるように八重咲きのヤマブキは実が付きません。八重咲きのヤマ

ブキはおしべが花弁に変化し、めしべが退化してしまったそうです。一重咲

きのヤマブキもにたまに 6枚や 7枚目の花弁があったりします。

　同じ時期に咲くヤマブキソウという花もあります。

これは低木のヤマブキとは全く別物。ケシ科の多年草で、

よく見ると花弁は 4枚しかありません。

　自然観察の森にはヤマブキもヤマブキソウも咲くので、

見比べてみて下さいね。【レンジャー：河合 遥】

ヤマブキの

つぼみ

【ヤマブキ】落葉低木、鋸歯のある薄い葉っぱが互い

違いにつく（互生）。4月末から 5月中旬ごろにかけ

て山吹色と呼ばれる黄色と橙色の中間のような色の

花をつける。花弁は普通 5枚。

ヤマブキソウ



よろしくお願いしますよろしくお願いします

　昨年の１２月初めから３月末までの４ヶ月間、『観察の森野鳥クイズ』
と題してクイズとアンケートを実施しました。クイズは初級、中級、上級
編とあり全問正解者にはレンジャーが手書きで描いた『オリジナル野鳥の
しおり』をプレゼント。初めての企画でしたが、たくさんの方に回答をい
ただき、総数１９６枚の回答をいただきました。その中にあったアンケー
トと野鳥に関するエピソードをまとめましたのでお知らせ致します。

観察の森野鳥クイズアンケート結果発表！！

●あなたの好きな鳥はなんですか？
1位　ヤマガラ

3位　アカハラ
2位　サンコウチョウ

13 票
7 票
6 票
6 票
5 票

5 票

3 位　カケス

5位　カワセミ
5位　ルリビタキ

1位　シジュウカラ

2位　スズメ
2位　ヤマガラ

14 票
8 票
8 票
7 票
5 票

4 位　カワセミ

5位　オオルリ
5票5位　キジバト

●あなたの出会いたい鳥はなんですか？

その他メジロ、エナガ、オオタカ、

ベニマシコ等

その他ウグイス、オオルリ、オオタカ、

アカショウビン等

・昨年の春から初夏にかけてセンター奥の杉林に足しげく通いました。サンコウチョウ

　が例年以上に多く、その声が幻想的で今でも耳に残ります。

・今年、サンコウチョウの子育てに出会えたことがとてもうれしかったです。

・青森の小学校の時、巣作りをしていた青と赤の鳥を図鑑で調べたのがきっかけで鳥に

　興味をもった。

・初めてオオルリを見たとき、きれいな瑠璃色に感動しました。

・霊屋橋付近でオナガが群れで移動するのを見、感動でした。

・ミヤマホオジロの写真が撮れたこと。

その他にもたくさんのコメントが寄せられました。全部紹介出来なく
てごめんなさい。

　４月から前任者の鷺さんからバトンタッチすることになり

ました阿部正明と申します。もともと山や自然は大好きでし

たが、植物や鳥類などの名前をまったく知らず只今日々勉強

中です。皆さんと楽しくのんびりと太白山観察の森を散策で

きるようがんばりますのでよろしくお願いいたします。
【レンジャー：阿部正明】

●野鳥についての思い出やエピソードを自由にお書き下さい。



のイベント＆お知らせ

◆『おはよう野鳥かんさつ』◆

◆『小さい野草教室』

◆『GW特別ガイドウォーク」
ゴールデンウィーク期間中の祝祭日 （５月４日、 ５日、 ６日） は午前中のみガイドウォーク
を行います。 参加希望の方は１０ ： ００までに自然観察センター前へ集合してください。

【定　員】定員なし　申込み不要 【料金】無料

【持ち物】歩きやすい服装、雨具、持っていれば観察用具

【定　員】未就学児と保護者１５名（応募多数の場合は抽選）

【料　金】無料　【持ち物】歩きやすい服装、雨具、飲み物

【申込み】往復はがき または Eメールで　5月20日(水)〔必着・抽選〕

　若葉の雑木林でバードウォッチング。夏鳥の姿がみられるかも？

　未就学児のお子さん向けの草花観察会を開きます。

保護者の方もご一緒にかわいい野草を探しに行きませんか？

５月９日（土）６:３０～８:００

５月３０日（土）１０:００～１１:３０
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宮城交通バスの場合
仙台駅前バスプール7番 または 長町駅前から

山田自由ヶ丘車庫　行きに乗り

公営アパート前 で下車、徒歩15分でセンター　　
　　　　　　　　　　　　　

国道２８６号線の山田交差点から太白団地方面へ。
道々の案内板に従って約10分で駐車場へ。徒歩5分でセンター

お車の場合 文

SEIYU

〒

新仙台郵便局

山田交差点

太白団地

自然観察センター

公営アパート前

鈎取イオン
スーパーセンター

鈎取ヨークタウン

名取川　太白第二橋
(行き止まりの橋)

「杜のひろば」ＵＲＬ：http://www.sendai-park.or.jp/
　　　　　　　　　　　　　　　web/info/taihakusan/index.html

     自然観察の森の最新情報、
「森のおくりもの」バックナンバーは
　　　　　　　　　Ｗｅｂで！　

５月の開催日

3日、10日、17日、24日、31日

開催時間： 10：00～11：30
　　　　　　   13：30～15：00

『ガイドウォーク』の日！ 毎週
日曜は

申し込み不要。時間までセンター前にお集まり下さい。

◎31日の午後は、自然観察センター館長がご案内します。

5月の休館日
7 日､11 日､
18 日､25 日

♪森へおいでください♪

イベント申込用

里山や自然に関するものを
描いて(書いて)ね！
　レンジャーからのプレゼント
があるよっ！

表紙の絵や
原稿を募集
しています。

◆

◆

◆『若葉の虫むしめっけ』◆ ５月１６日（土）１０:００～１１:３０

　若葉は虫たちのご馳走！どんな虫がみつかるかな？

未就学児のお子さんと保護者の方向けの昆虫観察会です。

（身分証提示で双眼鏡無料貸出あり）

【定　員】未就学児と保護者１５名（応募多数の場合は抽選）

【料　金】無料　【持ち物】歩きやすい服装、雨具、飲み物

【申込み】5月8日(金)午前9時から電話で受付〔先着順〕


