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●カエルの卵とオタマジャクシ
　春、３月頃。トンボ池やカエル
池をのぞいてみましょう。ニホンア
カガエルやアズマヒキガエルの卵
が見つかるかも。オタマジャクシ
がいたら、そ～っと見守ってね。
（写真：ニホンアカガエルと卵）

　３月になると、ホトケノザ、ヒメオドリコソ
ウ、オオイヌノフグリ、シロバナタンポポなど
の花が見られます。４月になると、風車からカ
エル池にかけての水路がオランダガラシの白
い花（写真）で埋まります。

●春の花

　オドリコソウ（写真）やノイバラの白い花の
群落が見られます。草原では、コメツブツメク
サの黄色い花が一面に咲き始めます。６月、
草原にはニワゼキショウやユウゲショウの花
が目立ち始めます。わずかですがネジバナの
花を見つけることもできます。

●初夏の花

　７月、ジンガサハムシの食草ヒルガオ（写
真）が元気です。カエル池や上流ワンドでは
ヒメガマの花が咲き始めます。８月、ヤブガラ
シの花の蜜を狙ってハチや甲虫類が集まりま
す。夜には上流ワンドの入口などで、カラスウ
リの花が咲きます。

●夏の花

　９月、上流ワンド付近でカワラケツメイの
花が見られます。乾燥した川原だけに生える
貴重な植物です。１０月に入ると花穂の先が
垂れ下がる、背丈の高いオオイヌタデ（写真）
が見られます。

●秋の花

　草や木の実の美しい季節になります。イシ
ミカワの青い実、冬にはクコやノイバラの赤
い実が目立ちます。見つけて楽しいのはガガ
イモの実（写真）です。さやの中から綿毛のつ
いた種子がのぞきます。風に乗ってふわふわ
飛びます。

●秋から冬にかけて

　夜の水辺の楽校は昼間と違って、とてもワ
イルドな雰囲気。コウモリが飛び交い、ウシ
ガエルの声が響きます。薄暗がりの中にカラ
スウリの白い花がぽかっと浮かんでいます。
白い糸のような花弁がふわっと広がっている
姿はどこか妖しげな感じ。この花を見るとい
つも森の精霊の化身かと思ってしまいます。

●夜咲く（８月）

【モンシロチョウ】幼虫の食草はアブラナ科の植物
で、水辺の楽校ではイヌガラシやオランダガラシな
どを食べているものと考えられます。

■チョウと花垣

●広い範囲で見られるチョウ

【モンキチョウ】食草が、シロツメクサやアカツメクサ
のような原っぱに多いマメ科植物です。オギ原やエノ
キの林ではほとんど見られません。

●開けた原っぱで見られるチョウ

【キタテハ】食草のカナムグラが多い、本流沿いで見
られます。同じ仲間のゴマダラチョウの食草はエノキ
の葉です。成虫は樹液を飲みます。

●本流沿いの道で見られるチョウ

　たくさんの昆虫が集まるように、蜜の多い植物
を生け垣のように植えました。竹で垣根を作り、ヤ
ブガラシなどのツル植物をからませています。ヤ
ブガラシは蜜が露出しているのでさまざまな昆虫
が集まってきます。よく見られるのはチョウの仲間
です。長い口を伸ばして蜜腺を探り当ててじっと
止まっています。他にもミツバチやアシナガバチ、
ハナアブなどの昆虫が集まってきます。花垣はエ
コアップ隊の子ども達といっしよに造りました。

【ベニシジミ】ヤマトシジミと並んで普通に見られま
す。食草であるスイバなどのタデ科植物の多い自然
観察路沿いに多く、原っぱのように年に何回も草刈
りが行われるようなところではあまり見られません。
食草の生育が阻害されるためで、多様な生き物がす
む環境を作るためには、人の利用を優先させた管理
だけではだめなことがわかります。

【ウラナミシジミ】秋になると現れてコセンダングサ
の蜜を吸っている姿を見かけます。関東地方のほと
んどでは、冬の寒さで幼虫が死んでしまうため、毎年
南の方から飛んでくると考えられています。

【キチョウ】広い範囲で見られますが、特に上流ワン
ド周辺で多く記録されています。幼虫の食草になるメ
ドハギがたくさん生えているためだと思われます。

　水辺の楽校では250種以上の植物が記録されています。いつ頃、どんな
花が咲いているか花暦を作ってみましょう。日時、天候、名前、咲いていた場
所などをフィールドノートに記録し、下図のようにまとめてみましょう。花や
葉っぱなどをスケッチすると、植物のことがよくわかるよ。（図表作成：H）

　水辺の楽校では２０種類あまりのチョウが見られます。幼虫の餌となる
食草などの関係から、よく見られる場所がある程度決まっているようで
す。代表選手を紹介します。（チョウ写真：H）

■水の中の生き物

　風車からカエル池に流れる水路やカエル池の
まわりでよく見られます。甲らは3cm以上、足ま
で入れると10cmにもなります。土手などに穴を
掘って生活しています。

●クロベンケイガ二

　散策路わきのやぶの中や木の上など、水から
離れた場所にもいます。大きさはクロベンケイガ
ニと同じくらい。ハサミが赤く、木に上ります。

●アカテガニ

　上流ワンドや下流ワンドのヨシ原の中で暮らし
ています。数が減ってしまっているカニです。ハサ
ミは大きく、甲らは5cmになります。

●ハマガニ

①ひたいの広さ
②はさみあしの色やようす
③甲らのかたち、すじやみぞのようす
④切れこみのようす

●カニの見分け方［イラスト：浜口哲一先生］

　水辺の楽校に隣接するお花畑から観察を始
めましょう。春先にはヒバリ（写真①）ののどか
なさえずりが、秋にはノビタキがコスモスにと
まります。種類が多いのは秋冬季。ヒバリの小
群やツグミ、タヒバリ、ハクセキレイなどが観
察できます。

●お花畑

　お花畑から東に向かって歩くと本流に出ま
す。常連はコサギやアオサギ、カワウ（写真②）
など。潮が引くと干潟が出来ます。春秋の渡り
の時期には少数ですがチュウシャクシギやキア
シシギ、メダイチドリ、ハマシギなどが飛来しま
す。冬季にはダイサギやオオバン（写真③）、カ
ンムリカイツブリ、ヒドリガモなどが。上空には
魚を狙うタカの仲間ミサゴの姿も。

●本流

　校内で一番の観察ポイントです。観察路に陣
取り、目前の木々やアシ原にやって来る野鳥を
じっくり待ちます。夏にはオオヨシキリ（写真
④）の騒がしい声が聞こえてきます。秋から春先
にかけてはオオジュリンやツグミ、ジョウビタ
キ、アオジ、モズなどが、運が良ければ、アシの
根元を動くクイナに出会う事もあります。カエル
池と共にカワセミもよく見られます。本県では希
なツリスガラの群れを観察したこともあります。

●下流ワンド

　初夏にはコムクドリの小群が通過して行きま
す。常連はウグイスやメジロ、ヒヨドリ、シジュ
ウカラ、コゲラ、カワラヒワなど。冬季はシメや
アカハラなどが見られます。林縁ではアオジな
どが顔を出します。

●林と林縁

　ケーンケーンと大きな声で鳴くのはキジ（写真⑤）。夏にはヒッヒッヒッと
いうセッカのさえずりが響き、ツバメやイワツバメが飛び交います。秋の渡
りの時期にはアマツバメやコシアカツバメの群れに出会う事もあります。

●草原

　野鳥と友だちになるためには、相手を驚かさないことが大切です。大声
を出したり、大きな足音を立てたりすると、姿を隠してしまったり、小さな
鳴き声（地鳴き）を聞き逃してしまい、出会いのチャンスが減ります。

●そ～っと静かに

　鳥の鳴き声を人の言葉に置き換える事を聞きなしと言います。「ちょっ
と来い、ちょっと来い」はコジュケイ。「ホケキョウ」（法華経）はウグイス。
「リートル、リートル」（利取る）はヒバリ。「土食って、虫食って、シブ～
イ」はツバメ。ガビチョウの声が「うれしい、うれしい」と聞こえる人もいま
す。君も自分が感じた言葉で野鳥の鳴き声を表現してみましょう！

●鳴き声をノートに書いてみよう

　野鳥を識別するためには、大きさや体の形、くちば
し・尾羽の長さと形、飛んだ時の翼などの形、色彩や
模様、鳴き声などの特徴を調べます。カラスの例で見
ると、くちばしが太く、おでこなのがハシブトガラス。
それより体が少し小さく、くちばしも細いのがハシボ
ソガラスです。鳴き声もハシブトはカアカアと澄んだ
声、ハシボソはカララ、カララと濁った声で鳴きます。
違いがわかるかな？！［イラスト：浜口哲一先生］

●特徴をつかむ

　出会った野鳥の種類や数、行動などをノートに記録してみましょう。わか
らない鳥に出会ったら、形や色などの特徴を記録し、後で調べてみましょう。

●フィールドノートに記録しよう

　本流やワンド、カエル池などには水辺の生き物がたくさんいます。本流
やワンドは深くて、潮の満ち引きもあり危険です。子ども達だけでは入ら
ないようにしましょう。

■お散歩バーディング
　水辺の楽校は川やワンド、
池や干潟、アシ原などの水辺
環境に加え、草原や木々等の
緑も多いため、いろんな野鳥と
出会えます。観察ポイントを紹
介します。（野鳥写真：h）

■ワンポイントアドバイス

■トンボの王国
　2011年７月に「トンボ池」ができま
した。トンボは明るい所や暗い所な
ど、種類によって好みの場所がありま
す。エコアップ隊の隊員らが、池の中や
まわりに植物を植えて、トンボの住み
やすい環境を作っています。池ができ
て1年後にはギンヤンマ（写真左）や
ショウジョウトンボ（右）など10種類
以上のトンボが記録されました。

ここはトンボの王国です。見るだけで、
捕まえないでね！ (トンボ写真：M)

■カニの王国
　楽校にはたくさんのカニが暮らしています。春から秋にかけて、簡単に
見つけることができますが、水の中や水ぎわ、やぶの中など、種類によって
すんでいる場所が違います。暖かい小雨の日に活発に動いているものもい
ます。どこにどんなカニがいるのか、探してみましょう。

【早春】葉を落とした枝が冷たい風に揺れています。
その枝先には、暖かそうな毛皮をまとった冬芽が春
の訪れを待っています。枝をそっと引き寄せて、冬芽
を観察してみましょう。葉の落ちた痕が動物の顔に
見えてきませんか？ さて、どんな動物の顔に見えてく
るでしょう。
【春】芽吹きの季節を迎え、柔らかそうな葉が伸び始
めます。葉が広がると、花が咲きます。緑色のイモム
シのようなものが、たくさんぶらさがっています。雄
花です。茂った葉の上には赤いものが見えます。雌花
です。手の届く枝を見つけて、雌花の美しさを観察し
てみましょう。
【初夏】膨らみ始めた実の房が葉の茂みの下で目立っ
てきました。台風などの大風で実が落ちていること
があります。見つけたら二つに割って中を観察してみ
ましょう。大きく育った実でも、硬いはずの殻もまだ
柔らかく、まだ未熟です。
【秋】熟した実は自然に落ちてきます。オニグルミが
熟すのを待っている住人がいます。アカネズミです。
【冬】穴のあいた殻が落ちていたらアカネズミの食べ
たあとです。手にとって観察してみましょう。

■四季の林

●オニグルミの四季

　岸辺やワンドなどの湿ったところにはタチヤナギな
どのヤナギ類が見られます。洪水がなく、土が安定し
ているとやがて、ヤナギ類はなくなり、エノキやオニ
グルミの林に替わります。林には昆虫類や野鳥、アカ
ネズミ、タヌキなどがすんでいます。

■四季の花
●花暦を作ろう

草ぼうぼうの原っぱで・・・
「なんだ、何もないや」と思うかもしれないけれど、

一歩踏み込むとチョウやバッタが飛び出して来る
公園とちがって、でこぼこしていたり、

川や池があったりで、危ない所もあるけれど・・・
子ども達にとって、

楽しいと思えることがいっぱい詰まっている。

さあ！ 自然のワンダーランド、
馬入水辺の楽校の扉を開けてみよう。

ここに来るとおもしろいこと

楽しいことが発見できる

みんなで、生き物いっぱいの楽校づくり
「馬入水辺の楽校の会」のご案内

べ が っ こ うみ ずにゅうば

自然の遊び場

馬入水辺の楽校
ガイドブック

馬入水辺の楽校の会

　水辺の楽校は生き物いっぱいの自然のワンダーランドです。自然観
察から野遊びまで、おもしろいこと、楽しいことがいっぱい詰まってい
ます。このガイドブックを路案内に生き物とのふれあいを楽しんでくだ
さい。作成にあたっては下記の皆さんのご協力を得ました。
・ガイドブック地図：岩本勳
・写真：平塚市博物館（記号 H ）　三森典彰（記号 M ）
　　　　平田寛重（記号 h ）　露木正巳（記号 T ）
　　　　金原功（記号 K ）　臼井勝之
・図：平塚市博物館
・参考文献：馬入水辺の楽校ガイドブック（平塚市博物館発行）
・原稿執筆：馬入水辺の楽校の会（臼井勝之、露木正巳、金原功）

【あとがき】

■馬入水辺の楽校への行き方
ＪＲ東海道線平塚駅北口
から、神奈川中央交通バス
で「茅ヶ崎駅」行き、馬入
橋下車、徒歩12分程度。ま
たは「東八幡工業団地」行
き、「馬入ふれあい公園」
下車、徒歩10分程度。お花
畑の北側、河川敷内の風車
が目印。

　生き物いっぱいの楽校づくりを目指して、月に1回、環境改善作業や自
然観察などを行っています。写真はトンボ池のエコアップの風景。どん

な生き物がいるか調査
し、多様な生き物がすめ
るように、水草を植える
などのエコアップ活動を
行っています。水辺の楽
校の会員になって参加し
ていただきます。参加し
たい方は連絡先まで。

●エコアップ隊に参加しませんか！

■水辺の自然を復元しました
　馬入水辺の楽校は2001
年4月15日にうまれまし
た。それ以前は大部分が
駐車場で不法投棄や不法
耕作が行われていた場所
でしたが、国土交通省が
進める水辺の楽校プロ
ジェクトに平塚市が参画

し、地域住民や市民団体などと協力して、ワンドやトンボ池など、水辺の自
然環境を復元しました。運営は行政との協働活働により、市民組織である
馬入水辺の楽校の会が実施しています。

■子ども達を野原にもどそう

【主な活動】
●馬入水辺の楽校の運営
●観察会など、
　各種環境学習活動の展開
●エコアップ隊による
　環境改善作業
●会報（年３回発行）
●ホームページ
　http://banyumizube.info/

■入会方法（2013年4月現在）
　年会費 １口1,500 円（個人・家族会員 1口以上、賛助会員 10口以上）
　住所、氏名、年齢、電話番号を書き、会費を下記口座まで。
　エコアップ隊参加希望者は「エコアップ隊参加希望」と書いてください。
　（限定30人、別途参加費がかかります）
■郵便振込口座　馬入水辺の楽校の会　００２８０-５-３８５４７
■連絡先　〒254-8686 平塚市浅間町9-1
　平塚市役所みどり公園水辺課　電話 0463-23-1111（内線2621）

はなごよみ

ハシブトガラス

ハシボソガラス

　　  種　類
シロバナタンポポ
ホトケノザ
ヒメオドリコソウ
オオイヌノフグリ
ノゲシ
セイヨウタンポポ

1月
花が多く見られる 花が少し見られる

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

はながき

①

②

③

④

⑤

Ｔ

Ｈ

Ｈ

Ｔ

　TVゲームの普及や危険
な所には近寄らないとい
う社会的風潮により、外
遊びをしない子ども達が
増えています。自然の中で
遊ぶことは危険も伴いま
すが、面白いことや楽しい
こともいっぱいです。

　私たちの会では「子ども達の遊び声が聞こえる楽校づくり」を目標に
様々な活動を展開しています。いっしょに遊びませんか。

Ｋ



「関東・水と緑のネットワーク拠点百選」認定地 このガイドブックは東京ガスかんきょう応援基金の助成で作成しました

歩こう!「浜口哲一自然観察の路」
はまぐちてついちしぜんかんさつ　　みち

　原っぱではトノサマバッタやクルマバッタなど、
いろんなバッタに出会えます。バッタを捕まえ
て、バッタ飛ばしにチャレンジしてみましょう。
　バッタを手のひらに乗せ、飛ぶ距離を競いま
す。写真左はトノサマバッタ、右はショウリョウ
バッタ。どちらがよく飛ぶかな？ 体の特徴など
を調べてみましょう。
☆必要なもの：網、虫を入れるカゴやポリ袋、
巻き尺

　オギやアシの茎を使ってテントを作っ
てみましょう。長めに切って、先を束ね、
裾を広げて立てれば秘密基地のできあ
がりです。寒い風もシャットアウト。中で
食べるお弁当は格別なのであります。
　そうそう、遊んだら、片付けるのを忘
れずにね。それと、中で火を使うのは厳
禁。燃えうつると危険です。

　草原を歩くと、服にアレチヌスビトハギ
やオナモミなどの種がくっつきます。ひっ
つき虫と呼ばれます。トゲやねばねばが
あり、動物のからだなどにつき、遠くに運
ばれます。この実を使ってひっつき虫のタ
ペストリーを作ってみましょう。フェルト
や厚手の布等に実をつけるだけ。

　秋になるとオギの穂が銀色に光ります。オギの穂でフクロウやミミズク
を作ってみましょう。（イラスト：H）
　☆材料：剪定バサミ、たこ糸、目にするシール

　クズは何年も生きるつる植物です。
根にでんぷんをため、春になるとそれ
を使って、長く、つるを伸ばします。こ
のつるを使って、つなひきや縄跳びに
チャレンジしてみましょう。つるは剪
定バサミなどで切って使いましょう。

　草原では外来植物のセイタカアワダチソウが
増えて困っています。根から他の植物を枯らして
しまう成分を出し、オギなどを枯らしてしまいま
す。こうしたことから、水辺の楽校ではセイタカ
アワダチソウの除草に取り組んでいます。刈った
だけではだめで、根こそぎとらないとすぐに復活
してしまうやっかいな植物です。
　ひき抜いたセイタカアワダチソウで槍投げに
チャレンジ。重さ、長さ、根っこと茎のバランスな
ど、飛びそうな槍を見つけましょう。葉っぱを外
したり、根っこを切ったりなどの工夫もしてみま
しょう。上手く投げるには少し技術が必要です。

　板の下には何がいるかな。そ～と開
けてみましょう。ワラジムシやキセルガ
イなどが見られるよ。
ムカデ（イラスト）がいることがあるの
で注意。開けたら閉めてね！

　夏から秋の夕べ、草原は虫たちの声であふ
れます。目を閉じ、耳をすましてみましょう。チ
ンチロリンはマツムシ。コロコロ、リーリーリ
はエンマコオロギ。ルルルはカンタン（写
真）。リ～ンリ～ンはスズムシ。
いくつ聞き分けられるかな。

　草原を注意深く見ると写真のようなもの
が。鳥の巣かな? いいえ！ カヤネズミの巣で
す。神奈川県では準絶滅危惧種に指定されて
います。そっと見守ってね。

　足下をたんねんに探すと丸くてコロコロし
たものが。臭いを嗅いても臭くありません。何
かな？ 答えはノウサギの糞。

　楽校では４種のカマキリに会う事ができます。
秋になるとカマキリの卵が目につきますが、種類
によって、産みつける場所が多少異なっていま
す。オオカマキリ（写真）はオギの茎などに、チョ
ウセンカマキリは枯れ草や小枝、細い幹などに、
ハラビロカマキリは主に木の幹などに、コカマキ
リは地面に置かれた石や板の下などです。卵の
形も違っています。
　観察のため、卵を家に持ち帰るのは注意が必
要です。春になると、卵塊の中からカマキリの赤
ちゃんがたくさん出てきて、家族の方がビックリ
するのだ！

●生き物を持ち込まないでね！
　トンボやカエルなど、池に自然と集まっ
てくる生き物を大切にしています。
　ウシガエル（写真）やアメリカザリガニ、
ミドリガメ（ミシシッピアカミミガメ）は、
もともと日本にいなかった生き物で、トン
ボの幼生（ヤゴ）などを食べてしまいます。
池には生き物を放さないようにしましょう。

●風向きどっち
　五感を研ぎすまして、自然と触れ合いましょう。
風向きを知るために、指をなめ、空にかざしてみま
しょう。ひやっとする方から風が吹いて来ます。

■生き物と遊びの天国　原っぱ

君も自然探偵、生き物の不思議を発見しよう

　自然や生き物を愛し、環境教
育に尽力された故浜口哲一先生
（元平塚市博物館館長）の功績
を称え、2012年春にオープンし
ました。
　ワラジボードや花垣、自然解説
パネルなどが設置され、自然との
触れ合いをサポートします。

自然と友だちになる ■楽しい野遊び

●チンチロリンの大合唱（季節：8月中旬～10月上旬）

●カヤネズミ

●ノウサギ

●バッタ飛ばし（季節：8月～10月上旬）

●子ども達の人気者カマキリ

●秘密基地づくり（季節：冬）

●ひっつき虫遊び（季節：11月～12月）

●オギのふくろうづくり
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●クズのつるで遊ぶ
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●セイタカアワダチソウの槍投げ

●ワラジボード
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ここは自然の遊び場です。
安全に注意して
自己責任で
遊んでください。


