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チョウジザクラ（バラ科）

写真：菊池正行（前館長）
４月の太白山自然観察の森は、カタクリ、アズマイチゲ、キクザキイチゲ、
ニリンソウなどのたくさんの植物が咲き華やかな森となっております。
さて、自然観察センターでは、新年度を迎えスタッフが少々入れ替わってお
ります。私も先月末をもちまして新館長にバトンタッチをしております。これ
までお越しいただいた方々には大変お世話になりました。今月からは新館長の
もと、新たなレンジャーも加わり、皆様のお越しをお待ちすることとなります
ので、よろしくお願いいたします。
【菊池正行】

観察の森
生き物図鑑
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おしべ・めしべはどこ？

ヤマエンゴサク（山延胡索）

早春に花が咲き、木々の若葉が出てくるころには姿を消
してしまい、翌年の春まで地下で過ごす一連の草花を、春
の儚いものの意味で「スプリングエフェメラル（春の妖精）」と
呼んでいます。その中のひとつに「ヤマエンゴサク」がありま
す。
ケシ科の植物で、有毒成分が含まれていますが、毒があ
るのに、ウスバアゲハ（ウスバシロチョウ）というアゲハの仲間
の幼虫は、この植物の葉っぱを食べて体に毒を貯めこみま
す。そして、鳥から身を守るのです。
ここの先（距）に
蜜がある

ここの葉（花柄
の基部にある苞
葉）の縁を見る
切込みがあれば
ヤマエンゴサク
無ければ
エゾエンゴサク

下の小葉は切れ込み
がなく、こんな形

【ウスバアゲハ】
（ウスバシロチョウ）

花はとても変わった形をしてい
ます。花びらは上下に２枚と内側
に２枚。内側の２枚はくっついて
いて、その中に雄蕊（おしべ）と
雌蕊（めしべ）が入っています。
一番上の花びらは長く後ろに突
き出した距になっていて、中に蜜
を溜めています。
虫が花にとまると３枚の花弁（
左右と下）が付根のところから下
がり、おしべめしべが出てきて虫
の体に花粉がつく仕組みになっ
ています。
自家受粉できないので、種をつ
けるには、虫の力が必要なので
す。
さて、どんな虫が花粉の運搬を
しているのでしょうか？観察して
いると、まるっこいマルハナバチ
の仲間が花にとまる姿を見ること
ができると思いますよ。花びらか
ら入っていって蜜をすうもの、距
をかじって盗蜜するもの、など・・
【レンジャー:黒川周子】

＊ヒメギフチョウやウスバアゲハなど、春先のみ成虫が出現する昆虫のことも「スプリングエフェメラル」
と呼ばれています。

４月の生物ごよみ
３月

植物

下旬

５月

４月
上旬

中旬

下旬

上旬

カタクリ
（カタクリ）

アズマイチゲ
キブシ

（アズマイチゲ）
（キブシ）

ショウジョウバカマ
シュンラン

（ショウジョウバカマ）

チョウジザクラ
（チョウジザクラ）

オオバクロモジ

（オオバクロモジ）

（シュンラン）

カタクリは３月１７日に蝶の野原で綺麗な花を咲かせました。（昨年は
３月１８日）その後、暖かい日が数日続いたせいかアズマイチゲ、キクザ
キイチゲ、チョウジザクラなど続々と開花しています。成虫で冬越しして
いた蝶も一斉に飛び始め、ルリタテハ、シータテハ、ヒオドシチョウなど
様々な蝶の乱舞が始まりました。春の女神『ヒメギフチョウ』も３月２６
日に初確認できました。
【レンジャー：齋 正宏】

動物

３月
下旬

４月
上旬

中旬

成虫で冬越ししていたチョウが動
き出す。
（ルリタテハ・シータテハなど）

下旬

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。
♪♪
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（ルリタテハ）
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【レンジャー：齋
※夏鳥

上旬

（シータテハ）
♪カタカタ
カ

オオルリがさえずる。（※夏鳥）

５月

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。

正宏】

森で見つけた！

今月のはっけんメモ

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 23

『 二ホンカナヘビ と ニホントカゲ 』
ぽかぽか陽気が気持ちよい季節になりました。
冬眠していたカナヘビ（ニホンカナヘビ）やトカゲ（ニホントカゲ）も、目
を覚まして大好きな日向ぼっこをしています。彼らは体温を上げて元気に動き
回るための日光浴が欠かせません。
ヘビと同じ爬虫類の仲間であるカナヘビやトカゲですが、4 本の足があり、
大きい個体でも全長 25ｃｍくらいとサイズは小さめ。何より目を閉じて気持
ちよさそうに日向ぼっこしている姿はかわいらしく見えます。
【ニホンカナヘビ】カナヘビ科
全長（成体）17ｃｍ～ 25ｃｍ
しっぽが長く全長の 2/3 くらいを占める。

【ニホントカゲ】トカゲ科
全長（成体）20ｃｍ～ 25ｃｍ
共通する生態
・主に昆虫を捕食。天敵はヘビやネコなど。
・日当たりのよい斜面などに生息し、冬季
は冬眠する。
違うところ
・ニホントカゲは卵がかえるまでメスが卵
を保護する。ニホンカナヘビはしない。

トカゲはカナヘビよりも見つけるも捕まえるのも難しい！
カナヘビと同じようにセンター前の植え込みの縁で見かけることが多いのです
が、カナヘビよりもすばしっこくてなかなか捕まえられません。
子どものトカゲは光沢のある青いしっぽを持っています。しっぽの青色は大
人になるにつれ胴体と同じような褐色に変化してゆきます。
トカゲは身体がすべすべ光って見え、カナヘビはガサガサしてみえます。
これはトカゲの鱗よりもカナヘビの鱗の方が大きくて角ばっているためで、鱗
の大きさの違いが見た目の質感の違いにも現れているのです。
あたたかくて気持ちの良い場所で、日向ぼっこがてらカナヘビ・トカゲを探
してみてはいかがでしょうか？
【レンジャー ： 河合 遥】
※二ホンカナヘビ・二ホントカゲは、身の危険を感じると自ら」しっぽを切って逃げ出します。
観察するときはやさしく接しましょう。

レンジャーの森の雑記帳
仙台は今年暖冬だったのでしょうか？積雪で通勤に難儀したことが一度ほど
あっただけで、あっという間に春が来てしまったような気もします。３月に太
白山自然観察の森に春を告げるセリバオウレンが一斉に咲き、ウグイスが遠慮
がちにさえずると、それを合図にしたように森が少しずつ変化していきました。
ヨシの湿地の水場にはアメンボが気持ちよさそうに水面を泳ぎ、ルリタテハが
トレイル上の石の上で、翅を大きく広げ日向ぼっこをしていました。
花も樹木も虫たちも鳥たちも動物たちも、春
という新しい生命の幕開けの時期にソワソワ
しているような気もします。そんなソワソワ
感が来園される方にもあるようで、センター
で留守番をしていると、あそこであんな花が
咲いていたよ！と嬉しそうに伝えてくれる来
園者の方がいます。別の季節でも違う種類の 【可憐なニリンソウは
花は咲きますが、一年を通してみると、そん

４月見頃です】

な喜びのある春は一年の中でも特別な季節な
のかもしれません。
４月の新緑の美し
い季節に太白山自然
観察の森をのんびり
と散策して、春の小
さな自然の変化を楽
しんでいただければ
うれしいです。

【レンジャー : 阿部

正明】

のイベント＆お知らせ
◆おはよう野鳥観察
◆
・新緑の森を歩き、講師の案内で野鳥の声と姿を探します。

【日 時】4 月 9 日（土）午前 6 時半～ 8 時
【持ち物】歩きやすい服装、観察用具（双眼鏡の貸出あり）
※参加申込み不要です。開始時間までに観察センター玄関前までお集まりください。

◆太白山の春をたずねて
◆
・若葉が美しい季節に講師による自然解説を交えながら、太白山の頂を目指します。
（天候や山道の状況によって山頂まで登らないこともあります。）

【日 時】4 月 29 日 ( 金・昭和の日 ) 午前 10 時～午後 3 時
【定 員】20 名（電話による先着受付）
【持ち物】歩きやすい服装と靴、雨具、昼食、飲み物
【申込み】4 月 6 日 ( 水 ) 午前 9 時から電話で

◆親と子がそれぞれ楽しむ新緑の森in太白山自然観察の森
◆
・大人と子どもが別々のグループに分かれて、自然観察や森あそびをします。
お昼は親子でピクニックを楽しんで！観察の森を一日たっぷり楽しみませんか？

【日 時】5 月 5 日 ( 木・こどもの日 ) 午前 10 時～午後 3 時
【対 象】小学生とその保護者
【定 員】30 名（下記申込み方法で受付・応募多数時抽選）
【持ち物】歩きやすい服装と靴、雨具、昼食、飲み物
【申込み】往復はがきまたは電子メールで下記事項を明記して 4 月 15 日（金）必着
｛イベント名、参加者全員の氏名（フリガナ）、子どもの学年、電話番号、返信先〕
イベント申込用
毎週

日曜は

『ガイドウォーク』の日！

4月の開催日は

3日、10日、17日、24日です。
開催時間：午前 10：00～11：30
：午後 1：30～15：00
申し込み不要。時間までセンター前にお集まり下さい。

宮城交通バスの場合

表紙の絵や
原稿を募集
しています。
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！

4月の休館日
4 日 ,11 日 ,
18 日 ,25 日

♪森へおいでください♪

➀ 仙台駅
7番のりば
乗車時間 約40分
② 長町駅西口
3番のりば
乗車時間 約30分
③ 八木山動物公園駅
6番のりば
乗車時間 約10分
〔行先〕➀②③ 「太白団地経由山田自由ケ丘車庫行」乗車
（※③のみ乗車可「太白団地,山田自由ケ丘経由仙台南ニュータウン行」）
いずれも 公営アパート前 下車→ 徒歩15分

お車の場合
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

スタッフBLOG開始しました！
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でチェック！
「杜のひろば」ＵＲＬ：http://www.sendai-park.or.jp/
web/info/taihakusan/index.html

2016年4月号（毎月1回5日発行）
発 行：(公財)仙台市公園緑地協会
編 集：仙台市太白山自然観察の森 自然観察センター
〒982-0251 仙台市太白区茂庭字生出森東３６－６３
℡: 022-244-6115 FAX: 022-244-6133
E-mail:taihakusan_moushikomi@sendai-green-association.jp

