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ミゾソバ（ タデ科 ）

　セミの声が聞かれなくなり静かになった森では、虫の声が聞きとりやすく

なっています。足を止めて音のする方をじっと見つめた時に、小さな羽をこす

りあわせて懸命に鳴く姿をみつけるとうれしくなります。夏の長雨は秋の実り

に影響を与えたのでしょうか。野鳥たちは渡りの時期になり、普段は見られな

いものが旅の途中で一休みしていることがあります。また、台風の影響などで、

なかなか見られない昆虫に出会うこともあります。いろいろな出会いを期待し

てゆっくり歩いてみませんか。  　　　　　　　　 【 写真・文　早坂 徹 】



ますます大きくなるよますます大きくなるよ

 　ジョロウグモ 　ジョロウグモ

【レンジャー:黒川周子】

観察の森

生き物図鑑

114
　先月頃からだんだん大きくなってき

たジョロウグモ、黄色い糸も目立つよ

うになってきました。朝の光に当たる

と黄金色に輝き、とても美しく見えま

す。１０月になると、卵が入った腹部

がとても大きくなります。

■巣の形は馬蹄形。
横糸は楽譜の五線みたい。
この写真は右半分をきれいな巣に
張り替えたことがわかるよ。

■脚
感覚毛がついてい
て、巣の振動や虫
の羽音を感じるこ
とができる

■オス
6-8ｍｍ
■メス
17-25ｍｍ

■雄はいつも巣の端っこの方
に居候して、雌の様子をうか
がっている。メスが脱皮して
成体になった時や、食事中の
時を狙って近づき、交接する。
そうでないと、エサとして食
べられてしまう。

　ジョロウグモは巣に掛かった獲物に筋肉を麻痺させる毒を注入して

動けなくさせてから、食事にかかります。（人間に対しては弱い毒なの

で噛まれても問題はありませんよ。）大きなものではセミ、ガ、チョウ、

トンボなどが捕食されていますね。館長の話によると、先日、事務所

の窓から見える巣にオオカマキリが掛かったそうですが、しばし戦っ

たのち、クモは諦めて、カマキリは巣から逃げることができたそうで

すよ。双方ともびっくりしたのでしょうかね。見られなくて残念。　

■成熟すると糸
が金色に見えて
くる
巣は壊れた所を
部分的に張り替
えます。

ジョロウグモの名前：昔の人が色とりどりの色をまとうジョロウグモを見て、身分の高い上臈（じょうろう）と

例えたことに因んでいる。という説と、女郎（遊女）から、という説がある。

■卵を産んだ後は、卵塊を多くの糸
で包み込み、卵のうに仕上げる。周
りの木屑などをつけて上手く目立た
なくする。

■牙
獲物を噛んだ際
にここから毒液
をだす

■腹
大きくなる
と青い部分
が目立って
くる。

８月頃は♂♀の大
きさに差はない。



 １０月の生物ごよみ １０月の生物ごよみ

１０月

１０月

１１月

１１月

９月

９月

上旬

上旬

中旬

中旬

下旬

下旬

下旬

下旬

上旬

上旬

アキノキリンソウ

ヤクシソウ

コシオガマ

センブリ

ナギナタコウジュ

リンドウ

キッコウハグマ

冬鳥の一番手ジョウビタキ

モズの高鳴き

エゴの実を食べるヤマガラ

エンマコオロギのなき声

（キッコウハグマ）

（センブリ）

（リンドウ）

（ヤクシソウ）

【レンジャー：齋　正宏】

動物

植物

（ジョウビタキ）

（モズ）

（ヤマガラ）

（エンマコオロギ）

　野生動物生息調査の目的で仕掛けていたセンサーカ
メラに『ニホンザル』が写っていました。『はぐれザ
ル』なのでしょうか。過去にも何度か確認されていた
ようですが、私がこの森で見たのは初めてです。セン
サーカメラは普段見ることのできない野生動物の状況
を見事に、こっそりと写してくれますね！！　 

（コシオガマ）

（アキノキリンソウ）

（ナギナタコウジュ）

キリッキ
リ
ッ
キ
キキキキ♪

コロコロ
コ
ロ
コロ♪♪

ヒッ　ヒッ　ヒッ♪

(昨年の初見は 10 月 20 日でした。）

※はぐれザル　ニホンザルは通常群れで生活をしますが、母系のため基本はメスとこどもを中心に形成します。群から

　　　　　　　群を渡り歩いたり、単独で行動するなどしているオスを「はぐれザル」と言います。

※

９月１７日１０:３６



レンジャーの森の雑記帳レンジャーの森の雑記帳

　　いずれ白と灰色の冬の世界が森にやって来る。観察の森のリス達も冬の食

料不足を補うため、秋のうちにクルミ集めに奔走します。芝生広場の横にあ

るオニグルミの木の実もあっという間に無くなっていきます。人も生きてい

くことはそれなりに大変な訳ですが、リスの生活でも人には判らない色々な

工夫や段取りがあるのかもしれません。貯食としてクルミを隠したりするの

も、彼らなりの将来設計であり厳しい冬に備えて着実な暮らしぶりを見せて

くれたりもします。或る日、園内を巡回していると樹々の中にまるで枝のよ

うにぺったりと身を伏せているリスに遭遇しました。望遠カメラで覗くとこ

ちらの存在は分かっているはずなのに、お構いなしに体を横たえて休憩して

いるように見えます。そのリスは枝に前脚をちょこんと置いて、後脚はまる

で弛緩したようにのび～と気持ちよさそうに枝に広げて休んでいます。普段

は俊敏な動きでなかなかカメラに収めることは難しいのですが、この時は具

合でも悪いのかなと思うほど、数分間もじっとしていてくれました。働き者

に見えるリスも、こんなに気を抜いてリラックスしている時もあるんだ。

そう判ると、リ

スのゆるやかな

日常を少しだけ

垣間見たようで、

こちらまで一緒

に息抜きをして

癒された気分に

なった自然の一

場面でした。

【レンジャー：阿部正明】



【レンジャー：遠藤和子】

　自然観察センターでは９

月から鳴く虫の展示を行っ

ています。ラインナップを

紹介すると、セスジツユム

シ、アシグロツユムシ、イ

ブキヒメギス、ホシササキ

リ、ハヤシノウマオイ、サ

サキリ、ヒメクサキリ、エ

ンマコオロギ、ハラオカメ

コオロギ、シバスズ、マダ

ラスズ、スズムシの１２種

です。１０月中旬ぐらいま

で展示予定です。

　スズムシは仙台市の市の

虫になっていますが、残念

ながら市内で見つけること

はできなくなりました。是

非鳴き声も一緒にご鑑賞下

さい。
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　秋の夜長と虫の声は、日

本の原風景を想起させます。

でももう無くなった過去の

ものではなく、今も耳を澄

ませば、公園や道端の草む

ら、田んぼのあぜ道、庭の

鉢植えの中、街路樹の上か

らも、昔と同じように様々

な虫の声が聞こえています。

　さて、今回の七十二候で

すが、蟋蟀（きりぎりす）

とありますが、コオロギの

ことを指すようです。秋も

深まり気温も低くなってく

ると、人家から伝わる暖か

い空気に誘われ、戸口の近

くに集まってしまうのだそ

うです。

　朝晩の空気に冷たさを感

じる時期になりました。戸

口の傍のコオロギにちょっ

と気を留め、耳を澄まして

みてください。

10 月 18 日から
　  　22 日ごろ

季節を感じて楽しむ

　森の
七十二候

第 7回

エンマコオロギ

スズムシ

キリギリス
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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

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！　

10月の休館日
2 日､10 日､16 日
23 日、30 日

♪森へおいでください♪

◆きのこ観察会◆

【定　員】２０名
【持ち物】歩きやすい服装と靴、帽子、
　　　　　飲み物、雨天時はカッパ
【申込み】10月6日(金)午前9時から
　　　　　電話で受付〔先着〕

１０月１４日（土）10:00 ～ 11:30

◆館長と森を歩こう

【申込み】不要直接会場へ

１０月２９日（日）10:00 ～ 11:30
◆

・森の植物や生き物の不思議を観察
　したり体験したりします。

１０月の開催日は １日、８日、
1５日、２２日、２９日です。

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

今月のテーマは今月のテーマは

                      「たねの旅立ち」「たねの旅立ち」

◆太白山の秋をたずねて

◆鈎取山ﾈｲﾁｬｰｳｫｰｷﾝｸﾞ◆

◆

【定　員】２０名
【持ち物】歩きやすい服装と靴、帽子、
　　　昼食、飲み物、雨天時はカッパ
【申込み】10月7日(土)午前9時から
　　　　　電話で受付〔先着〕

【定　員】２０名
【持ち物】歩きやすい服装と靴、帽子、
　　　昼食、飲み物、雨天時はカッパ
【申込み】10月8日(日)午前9時から
　　　　　電話で受付〔先着〕

・色づきはじめた太白山に、自然観察し

　ながらゆっくり登ります。

１０月２１日（土）10:00 ～ 15:00

１０月２８日（土）10:00 ～ 15:00

 

森のちいさな

　アトリエ
　準備してある材

料を使って、誰で

も自由にクラフト

が作れます。

　森のハロウィン
かざり

・秋の鈎取山国有林の自然を感じなが

　らゆっくり散策します。

・キノコの専門家と共に、秋の森に生

　えるキノコを観察します。


