
あ 明るいうちは じっとして 

    暗くなったら 動き出す 

         夜の ハマガニ 

＜分類＞エビ目（十脚目）モクズガニ科 

＜千葉県レッドデータ：消息不明・絶滅生物＞ 

＜特徴＞ 
 利根川河口域以西の南日本に分布します。

成体は、甲幅 50mm 位・甲長 40mm 位で、

鋏脚は大きく平滑で、左右で大きさが異なり、

全体的な体色は紫褐色-灰褐色です。ヨシ原

など、汽水域(*1)上部の比較的植生が多く泥

が固い区域に、直径約 10cm・深さ約 50cm

ほどの大きな巣穴を掘って生息します。干潮

時には巣穴を出て活動しますが、夜行性が強

く昼間はあまり出てきません。植物も小動物

も食べる雑食性です。主な天敵はサギ類など

です。 

写真提供：田中義和 



い いつも きれいよ 

クチベニガイ 

 

＜分類＞ オオノガイ目 クチベニガイ科 

＜千葉県レッドデータ：要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
湾口部から外洋に面した海岸の潮間帯か

ら 潮 下 帯 の 砂 底 に 生 息 し ま す 。 殻 長 約

27mm 位、殻高 18mｍ位で殻は極めて厚

く、よく膨らみます。殻表には低い輪肋があ

り、右殻は左殻より大きくなっています。殻

の表面は白色で、内面は淡黄色で周縁は和名

の由来となっている様に濃い赤紫色です。 

 

 

 
 

写真提供：秋山章男 



う 美しい あなたの名前は 

      オオセスジイトトンボ 

＜分類＞ トンボ目  トンボ科  

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
本州に分布しています。関東地方では近年

激減し、千葉県でも限られた場所に生息して

います。大型のイトトンボで、細く直線状の

腹部に物差の目盛を思わせる規則正しく並

ぶ斑紋があり、和名の由来となっています。

雌雄は、ほぼ同じ大きさで、腹長 33～

37mm 位、後翅長 21～26mm 位。モノサ

シトンボ によく似ていますが体がやや大き

く、雄の腹部第 9 節背面が黒いこと、雌の

腹部第 10 節背面に黒い部分があることで

区別されます。 

写真提供：田中義和 



え 偉そうに 顎を フリフリ 

         ミヤマクワガタ 

＜分類＞コウチュウ目 クワガタムシ科 

＜千葉県レッドデータ：要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
ほぼ日本全土に分布しています。千葉県で

は、広葉樹林に生息しています。体長は、オ

ス 4.2～7.9cm 位、メスは、2.3～3.4cm

位です。頭に冠のような突起があります。幼

虫は、広葉樹の土に埋もれた腐った木などに

生息します。さなぎで冬を越し、翌年の夏に

活動をはじめます。 
 
 
 
 

写真提供：田中義和 



お オレンジの はさみを 

隠して 死んだふり 泥に  

まぎれる ウモレベンケイガニ 
＜分類＞ エビ目  ベンケイガニ科  

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
河口部のアシ原や干潟などに生息してい

ます。 

甲羅は、20mm 位、甲羅の背中や足は:毛の

房によりデコボコし、泥と同じ色をしていま

す。はさみは、ややオレンジ色をしています。

捕まえると固まって動かなくます(擬死とい

います)。 

 

 

 

写真提供：駒井智幸 



か 貝なのに 森に 住んでいる 

アズキガイ 
＜分類＞ 有肺目  アズキガイ科 

＜千葉県レッドデータカテゴリー：なし＞ 

＜特徴＞ 
本州(長野県以西)から四国、九州にわたっ

て広い範囲に分布します。千葉県では南部に

分布しています。殻は小形で殻高 9～

12mm 位、殻径 5mm 位です。角質円型の

蓋を持っています。深紅色の陸産の巻貝で、

殻色がアズキ(小豆)に似ているので、この名

前がつきました。落葉や倒木の下、古木の根

元など、やや湿気の多いところを好んで生息

します。単独でいることは少なく、数個体が

一緒に見られることが多いです。 
 
 

写真提供：環境教育 NPO PW プラス ONE 



き 筋肉 モリモリ   

トビハゼくん 
＜分類＞ スズキ目  ハゼ科  

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
東京湾から沖縄本島まで各地の汽水域

(*1)の泥干潟に生息しています。成体の体長

は 10cm 位です。眼球は頭頂部に突き出て

左右がほぼ接し、干潟を見渡すのに適応して

います。胸鰭のつけ根には筋肉が発達してい

ます。春から秋にかけて干潟上で活動します

が、冬は巣穴でじっとしています。 

干潟上では胸鰭で這う他に尾鰭を使ったジ

ャンプでも移動し、干潟上で甲殻類や多毛類

などを捕食します。潮が満ちてくると、水切

りのように水上をピョンピョンと連続ジャ

ンプして水際の陸地まで逃げてくる習性が

あります。      写真提供：田中義和 



く クマでなく  イタチの仲間 

          アナグマくん 

＜分類＞ ネコ目 イタチ科  

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
森林などに生息します。頭胴長 52～

68cm 位、尾長 12～16cm 位、体重 5～

14kg 位です。メスよりもオスの方が大型に

なり、前肢には長く大きい爪を持ちます。地

中に複雑に枝分かれした巣穴を掘り、母子に

雄が加わった 7～8 頭ほどの集団で生活し

ます。夜行性で、昼間は巣穴の中で休みます。

発達した爪を使い素早く穴を掘ります。寒冷

地に生息する個体群は冬季になると巣穴の

中で冬ごもりをします。ミミズ、昆虫類、両

生類、爬虫類、鳥類、小型哺乳類、果実、な

どを食べます。    写真提供：田中義和 



け けっこう 大食 

トウキョウサンショウウオの 

赤ちゃんは 
＜分類＞ 有尾目 サンショウウオ科 

＜千葉県レッドデータ：重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
丘陵にある森林や水田の周辺に生息しま

す。 

全長 7～13cm 位です。尾は体長（頭胴長）

よりも短く夜行性で、昼間は石や落ち葉の下

に隠れて休みます。昆虫類、クモ、ミミズな

どの土壌生物を食べますが、幼生は甲殻類、

ミミズなどの水生小動物を食べ、餌が少ない

と共食いもします。 

 

写真提供：田中義和 



こ 今夜は しみじみ 

     ヤマトシジミの味噌汁で 

＜分類＞ マルスダレガイ目 シジミ科 

＜千葉県レッドデータ：要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
利根川などの淡水域や汽水域(*1)に生息

する小型の二枚貝です。二枚貝のうちでは小

型なので「縮み」が転じて名づけられたとす

る説があります。 

大きさは、殻高２～３cm 位、うま味成分の

一種であるコハク酸を豊富に含んでおり、江

戸時代の昔より肝臓に良い食材とされてい

ます。市場に出回るシジミのうち最も一般的

なのはヤマトシジミです。 

 

 

写真提供：西 友夫 



さ 魚 目指して  

急降下する ヤマセミ 

＜分類＞ブッポッウソウ目 カワセミ科 

＜千葉県レッドデータ：重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
九州以北に分布し、海岸から河川、湖、沼、

池に生息している留鳥(*2)または、漂鳥(*3)

です。全長 38cm 位です。雌雄ほぼ同色で、

体の上面は黒と白のまだら模様です。頭には、

羽の冠があります。水中に頭から突っ込んで

魚などを捕って食べます。川岸などに横に穴

を掘り、巣を作ります。「ケッ、キッ、キュ

ッ」などと鳴きます。 

 

 

 

写真提供：田中義和 



し 朱色のはね 

    裏は銀色 ウラギンシジミ 

＜分類＞ 鱗翅目 シジミチョウ科 

＜千葉県レッドデータ：なし＞ 

＜特徴＞ 
本州以南に分布し、典型的な暖地性のチョ

ウで、山麓や盆地、郊外の住宅地などで普通

に見られます。文字通り、翅の裏が銀白色に

輝くチョウです。雄の翅の表は茶色地にオレ

ンジ色を配した色ですが、雌ではオレンジ部

分が白色または淡い水色になります。成虫は

花・樹液・腐果・打ち水などに集まります。

幼虫はマメ科のクズ、フジなどのつぼみや新

芽を食べます。 

 

写真提供：田中義和 



す 水中で 獲物を狙うぞ  

タガメ様 

＜分類＞ 半翅目 コオイムシ科 

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
北海道を除く、日本全土の清澄な池沼があ

る里山に生息します。全国的に絶滅の危機に

ある大型の水生昆虫です。体長は、5.0～6.5

ｃｍ位で、肉食性で魚やカエル、他の水生昆

虫などを捕って食べます。冬になると陸へあ

がり、成虫越冬をします。 

 

 

 

 

 

写真提供：田中義和 



せ 背びれは 無いけど 

イルカの仲間 スナメリは 

＜分類＞ クジラ目 ネズミイルカ科 

＜千葉県レッドデータ：なし＞ 

＜特徴＞ 
海岸に近い水深50m以内の浅い海域で、

海底は柔らかいか 砂地になっている場所

を好みます。体長は 1.2～1.8m 位、体重

は 25～45kg 位で、クジラ類では最も小

型の種の一つです。口吻の突出はほとんど

なく、背びれもほとんどありません。成体

は全身が明るい灰色です。魚類やイカ、タ

コ、カニなどを食べます。魚類を数頭で囲

い込んで捕食する習性があります。 

 

 

写真提供：秋山章男 



そ そうっとして 

すぐに 隠れる ニホンリス 

＜分類＞ 齧歯目  リス科 

＜千葉県レッドデータ：要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
本州、四国に分布しています。千葉県では、

北総台地から丘陵部に広く分布しています。

頭胴長 16～22cm 位、尾長 14～17cm 位

で、後ろ足が発達し、ふさふさの尾を持ちま

す。平地から高山の針葉樹林に住み、一年中、

昼間活動し、夜は木の枝の上に小枝や樹皮、

コケなどで作った丸い巣などで過ごします。

日の出とともに動き始め、マツの種子、木の

芽、葉、皮などを食べます。 
 
 
 

写真提供：田中義和 



た 団体で 鳴くのは 僕ら  

ヒメハルゼミ 

＜分類＞ 半翅目  セミ科 

＜千葉県レッドデータ：要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
丘陵地や山地の照葉樹林に生息します。6

月下旬から 8 月上旬頃に成虫は、発生しま

す。体長は、雄は 24～28mm 位雌は 21

～25mm 位です。茂原市上永吉の鶴枝ヒメ

ハルゼミ発生の地が国の天然記念物に指定

されています。一匹が鳴き始めると周囲のセ

ミが次々と同調、やがて生息地全体から鳴き

声が聞こえ、同様に次々と鳴き終わります。

走光性(*4)強く、成虫や羽化直前の幼虫は光

に集まります。 

写真提供：田中義和 



ち 千葉県の 県の鳥だよ  

ホオジロは 

＜分類＞ スズメ目 ホオジロ科 

<千葉県レッドデータ：要保護生物> 

＜特徴＞ 
九州までの日本全土に分布している野鳥

です。全長 17cm 位です。成鳥雄は、体の

上面が茶褐色で黒いたて班があります。眉と

頬が白いです。胸から脇腹は淡い茶色です。

平地や農耕地の開けた場所を好み、繁殖期は

おもに昆虫類を食べます。非繁殖期は、草の

種子なども食べます。繁殖期の鳴き声は「チ

ョビィチチュチュチュリチュ」などと鳴きま

す。 

 

写真提供：田中義和 



つ 月日星 ホイホイホイと鳴く  

サンコウチョウ 

 

＜分類＞ スズメ目 カササギヒタキ科 

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

本州以南で繁殖する夏鳥(*5)です。全長は、

雄 44cm 位、雌 18cm 位です。成鳥雄は頭

からくび、胸までと尾羽が紫黒色で中央尾羽

は長いです。雌雄とも目の周りと口ばしは青

いです。主にスギ、ヒノキのある薄暗い林で

飛んでいる昆虫類を捕まえて食べます。繁殖

期の雄は「フィチィフィチィホイホイホイ」

と鳴きます。 

 

写真提供：田中義和 



て 天然の 洞窟などが 

棲家だよ モモジロコウモリ 

＜分類＞ 翼手目 ヒナコウモリ科 

＜千葉県レッドデータ：重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
北海道、本州、四国、九州、対馬などに分

布し、千葉県内では主に南部に生息していま

す。頭胴長 5.0cm 位、前腕長 4.0cm 位で

す。体重 5～11g 位、体色は黒褐色です。

這うのが巧みで足は、大きく、下腹から太も

もにかけての毛が白いです。洞窟などに住み

天井の割れ目や他のコウモリの群塊の中に

潜り込むことが多いです。夜、森に出て飛ん

でいる昆虫を食べます。飛びながら水も飲み

ます。 

 

写真提供：大藪 健 



と とんがり帽子  

ぐるぐる 巻いた 干潟の ウミニナ 

＜分類＞ 吸腔目 ウミニナ科 

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
北海道南部から九州までの河口や内湾な

どの干潟に生息します。殻長 30mm 位、殻

径 13mm 位です。干潟の砂泥上に群れをつ

くり、多産地では潮間帯上部の一定区域がウ

ミニナ類で埋め尽くされます。干潮時に干潟

を這い、主にデトリタス(*6)を食べます。 

 

 

 

 

 

写真提供：秋山章男 



な なかなか 見つからないよ 

           オオモノサシトンボ 

＜分類＞ トンボ目  モノサシトンボ科 

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

国内では、利根川と信濃川水系の下流域と

宮城県のきわめて限られたところのヨシや

ガマなどが茂る場所に生息しています。体長

4ｃｍ位です。体に物差しの目盛りのような

模様があります。イトトンボの一種です。成

虫は６月上旬から８月下旬に確認できます。

雌雄とも体型や体色がほとんど同じです。 

 

 

 

 

写真提供：田中義和 



に 逃げるため 切れた尾 残す 

ニホントカゲ 

＜分類＞  有鱗目 トカゲ科 

＜千葉県レッドデータ：重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
県内全域に分布。県北部では日当たりの良

い土手などに、南部の丘陵では渓流沿いの空

き地や海岸の岩場などに見られます。全長

15～27cm 位です。幼体は尾が鮮やかな青

ですが、成体は褐色で、体側面に茶褐色の太

い縦縞が入ります。冬季になると日当たりの

良い斜面の地中や石垣等で冬眠します。昆虫

類、クモ、甲殻類、ミミズ等を食べますが、

果実を食べることもあります。天敵はネコ、

イタチ、アナグマ、ヘビなどの肉食動物です。 

 

写真提供：田中義和 



ぬ 沼や川 歩いて 逃げる 

         トゲナシヌマエビ 

＜分類＞  エビ目 ヌマエビ科 

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
 暖流が流れる海に面した川の流れが緩い

浅瀬の岩石や流れ着いた落ち葉、ゴミなどの

間に生息しますが、海岸のわずかな湧水にも

見出されることがあります。このエビは幼生

期を海で過ごし、稚エビになると海から遡上

します。成体の体長は雄 25mm 位、雌

35mm 位で、雌の方が大きく、歩脚は短く

がっしりしています。網ですくうとピチピチ

と跳ねずに歩きだします。藻類、デトリタス

(*6)など付着性のものをはさみで、かきとっ

て食べます。 

写真提供：田中義和 



ね ネズミの中でも とっても  

小さい  カヤネズミ 

＜分類＞ 齧歯目  ネズミ科 

＜千葉県レッドデータ：要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

本州、四国、九州などに分布します。千葉

県内でも広く分布します。頭胴長 5～8cm

位、尾長 7～8cm 位です。日本で最も小さ

いネズミで体重は 10g 前後です。世界でも

最も小さいクラスのネズミです。水辺、河川

敷、休耕田など背の高いイネ科の草が密生す

る所に生息し、尾の先は草の茎などによく巻

きつきます。カヤネズミは、ススキや田んぼ

のイネを上手に編んで地上 70～110cm 位

のところに鳥の巣のような球状の巣を作っ

て子育てをしますが、このようなことをする

のは世界でカヤネズミだけです。  

写真提供：黒江美紗子 



の のんびりと 水中散歩だ 

アカハライモリ 

＜分類＞ 有尾目  イモリ科 

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

 房総丘陵の山間の水田や池、沢に生息しま

す。全長は 10cm 位で、背中側は黒-茶褐色

で、腹は赤地に黒の斑点模様です。昆虫類、

ミミズ等の小動物を貪欲に食べます。メスは、

寒天質に包まれた受精卵を水中の水草の葉

に 1 つずつ産卵します。幼生は十分成長す

ると、外鰓が消えて成体と同じような形の幼

体となり、上陸し、森林などで小さな昆虫や

陸棲貝類、ミミズなどの土壌動物を食べ 3～

5 年かけて成長し、成熟すると再び水域に戻

ってきます。 

写真提供：田中義和 



は ハイキング  コース 外れて 

          ニホンマムシ 

＜分類＞ 有鱗目  クサリヘビ科 

＜千葉県レッドデータ：重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

 平地から山地の森林、藪に生息します。

千葉県にいるものは、全長 20～40cm 位で

す。全長にくらべて、胴が太く、頭は三角形

です。夜行性ですが、冬眠直前や直後の個体、

妊娠中のメスは日光浴のため昼間に活動す

ることもあります。危険を感じると尾を寝か

せた状態で細かく振るわせ、地面などを叩い

て音を出して威嚇します。小型哺乳類、小型

爬虫類、両生類等を食べます。 

 

 

写真提供：田中義和 



ひ 広い森 そこが棲家の 

           ニホンザル 

＜分類＞ 霊長目  オナガザル科 

＜千葉県レッドデータ：一般保護生物＞ 

＜特徴＞ 

本州、四国、九州などに分布します（サル

の仲間では最北地に住む）。千葉県では県南

部の房総丘陵を中心とした地域に生息して

います。頭胴長 50～60cm 位、尾長 8～

12cm 位、体重 8～15Kg 位です。複数の

大人の雄や雌、それに若いサルや子ども達か

らなる群れで生活しています。一つの群れの

頭数は、10 頭から 150 頭位です。セミな

ども食べるが木の実、芽、若葉を主に食べ、

イネや畑作物も食べます。 

 

写真提供：田中義和 



ふ 二種類とも 草地で生活 

     セッカ と オオセッカ 

＜分類＞ スズメ目  ウグイス科 

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

オオセッカは本州の一部、中国、ロシアに

分布しています。セッカは体長 12.5cm 位、

オオセッカの体長 14cm 位です。オオセッ

カは雌雄同色で、体の上面は淡い茶色、体の

下面は白色です。アシ原で繁殖し、昆虫など

を食べます。平地のアシ原や草むらで生活し、

アシ原の外に出る事はまれで、姿を観察しに

くいです。 

 

 

 

写真提供：田中義和 



へ へぇー 大きさで  

呼び名が 変わる  マイワシよ 

＜分類＞ ニシン目  ニシン科 

＜千葉県レッドデータ：なし＞ 

＜特徴＞ 
東アジア沿岸域に分布し、沖合の中層から

表層に棲みます。全長は 25ｃｍ位で、体側
に黒点が並びます。マイワシは、出世魚では
ありませんが、商品として扱うときは、コバ
（小羽 : 10cm 以下）、チュウバ（中羽 : 10
～18cm 位）、オオバ（大羽 : 18cm 以上）
など大きさによって呼び名が変わります。季
節的な回遊を行い、口を大きく開けながら泳
ぎ、植物プランクトンを食べます。天敵はイ
カ、アジ、サバ、カツオ、サメ、海鳥類、イ
ルカ、クジラなどで、天敵に襲われた場合は
密集隊形を作り、一斉に同調して泳いで敵の
攻撃をかわします。 

写真提供：秋山章男 



ほ ホバーリング 魚を 狙う  

コアジサシ 

＜種類＞ チドリ目  カモメ科 

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

本州以南に分布し、海岸、河川、湖に生息

する夏鳥(*5)です。全長 28cm 位です。雄

雌同色で、くちばしは黄色、先は黒、頭と過

眼線は黒く、尾は白く、形はツバメの尾の様

です。砂地などにコロニー(*8)をつくって繁

殖します。羽ばたきはゆっくりですが、速く

飛べます。ホバーリングからダイビングをし

て主に魚類を捕って食べます。 
 
 
 

写真提供：田中義和 



ま 迷ったの？ 千葉県に来た 

              コウノトリ 

＜分類＞コウノトリ目  コウノトリ科 

＜千葉県レッドデータ：消息不明・絶滅生物＞ 

＜特徴＞ 

日本でも繁殖していましたが、現在は数が

少なくなりました。体長は、110cm 位です。

雌雄同色で風切り(*9)は、黒く他は全体に白

いです。 

湖や沼、河口、水田などの湿地で魚類や両生

類、爬虫類などを捕って食べます。上に向け

た、くちばしを小刻みにあわせて「カタカ

タ･･･」と聞こえる大きな音を出します。 

 

 

 

写真提供：田中義和 



み 見てみたい なぜか少ない 

千葉の キツネ 

＜分類＞ 食肉目  イヌ科 

＜千葉県レッドデータ：重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
千葉県では利根川の河川敷や、北総台地、

県南部の森林や農村地帯に少数生息してい

ます。頭胴長 52～75cm 位、尾長 29～

42cm 位です。複雑な構造の巣穴を掘り、

中で子どもを育てます。山林や人家付近の林

につがいで住みます。ノウサギやネズミ、昆

虫、鳥の卵、果実などを食べます。夜行性で

すが、昼間に活動することもあります。 
 
 
 

写真提供：田中義和 



む 群れになる  

メダカを 見たい 里山で 

＜分類＞ ダツ目  メダカ科 

＜千葉県レッドデータ：重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

北海道を除く全国に分布しています。最近

の研究で、南日本と北日本に分布しているメ

ダカがヒトとチンパンジーより大きな遺伝

子の違いを持っていることがわかりました。

流れのゆるい小川や水路に生息しています。

体長 4cm 位で、動物プランクトン、ボウフ

ラを食べます。卵は、1 回 10 個位で、春か

ら夏にかけて産卵します。目が大きく頭部の

上から飛び出しています。寿命は１～２年位

です。 

写真提供：田中義和 



め 目が 正面  

くりくり 目玉の アオバズク 

＜分類＞ フクロウ目  フクロウ科 

＜千葉県レッドデータ：重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

主に夏鳥(*5)として飛来します。体長は、

29cm 位です。雌雄ほぼ同色です。目は、

顔の前に２つ並んでいます。頭からの上面が

黒褐色、体下面は白く黒褐色の黒いたて班が

あります。平地から山地の林、農耕地などで

夕方から活動を始め、主にガなどの昆虫を捕

って食べます。羽音を立てずに飛び回わり、

建造物の穴などでも巣にします。夜間ゆっく

りと「ホッホゥ、ホッホゥ、･･･」と鳴きま

す。 

写真提供：田中義和 



も モグラでも  

夜は 地上で 餌捕る ヒミズ 

＜分類＞ 食虫目  モグラ科 

＜千葉県レッドデータ：一般保護生物＞ 

＜特徴＞ 

北海道を除く本州、四国、九州などに分布

します。頭胴長 8～10cm 位、尾長 3～4cm

位です。東日本に主に分布するアズマモグラ

に比べ頭胴長は 2/3 位で、尾長は２倍位長

く地下の生活にモグラほどは適していませ

ん。平地から低山の草原や森に住み、地表近

くの浅いトンネルや落ち葉の下などを動き

まわり、昆虫の幼虫、ミミズ、ムカデ、クモ

などを主に食べます。地中で暮らし、地上に

出るのも夜が多いので「日を見ず」から名前

がつきました。 

写真提供：田中義和 



や 山の中 ピャッ とひと声 

ニホンジカ 

＜分類＞ 鯨偶蹄目  シカ科 

＜千葉県レッドデータ：なし＞ 

＜特徴＞ 

日本各地に生息しています。北に住むシカ

は、大きく、南に住むシカは、小さいです。

千葉県のシカは、中間の大きさで平均体重が

雄で 60kg 位、雌で 40kg 位です。角は、

雄にだけあり毎年生え変わります。森林に住

み、餌場として草地も利用します。雌と子で

群れを作ります。千葉県のシカの平均寿命は

雄で３才位、雌で４才位で、ほとんど毎年春

に出産します。 

 

写真提供：田中義和 



ゆ 優雅に 舞うよ  

日本の国蝶 オオムラサキ 

＜分類＞ 鱗翅目  タテハチョウ科 

＜千葉県レッドデータ：重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

日本の国蝶です。北海道から九州まで日本

各地に分布し、適度に管理された、やや規模

の大きな雑木林を好んで生息します。成虫は

前翅長 50～55mm 位で、オスの翅の表面

は光沢のある青紫色で美しく、メスはオスよ

り一回り大きくこげ茶色をしています。幼虫

は、夏から秋にかけてエノキやエゾエノキの

葉を食べ、越冬します。成虫は 6～7 月に発

生し、クヌギやコナラなどに集まり、スズメ

バチなど他の昆虫を羽で蹴散らしながら樹

液を吸うこともあります。 

写真提供：田中義和 



よ 夜の森 音も 立てずに 

      ネズミ捕る フクロウ 

＜分類＞ フクロウ目  フクロウ科 

＜千葉県レッドデータ：重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

九州以北に分布している、留鳥(*2)です。

全長 50cm位で、雌雄同色です。顔は平た

く大きな目が前についています。耳も発達し

ていて小さな音も聞く事ができます。羽音を

立てずに飛び、指は前後に２本ずつでとがっ

た爪があります。夜に活動しますが、日中に

活動する事もあります。主にネズミや鳥類を

捕って食べます。巣は、大木の洞
うろ

が多く、「ゴ

ウホゥ ゴロッケ ゴッホゥ」と鳴きます。 

 

 

写真提供：田中義和 



ら 楽々と 田の畦 越える 

ニホンアカガエル 

＜分類＞ 無尾目  アカガエル科 

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
県内全域に分布しています。体長は 3～

7.5cm 位で、体色は赤褐色で、背中の左右

の黄色い筋が真っ直ぐ平行に通っています。

普段は草むらや森林、平地、丘陵地等の地上

で暮らし、昆虫やクモ類を食べます。産卵は

ヤマアカガエルとともに他のカエルより早

く、1 月から３月頃にかけて産卵し、卵の数

は 500～3000 個位で、産卵場所は、水田

や湿地です。繁殖期が終わると再び水底に潜

り 5 月ごろまで春眠します。 

 

写真提供：田中義和 



り 竜宮城から 来たのかなぁ  

大きな 大きな アカウミガメ 

＜分類＞  カメ目 ウミガメ科 

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

 千葉県には、産卵の為にやってきます。甲

長 65～100cm 位、体重 70～180kg 位で

す。背甲は扁平で、赤褐色または褐色です。

頭部は大型で、貝類、甲殻類などを食べます。

前肢を使って海底の砂泥を舞い上げ、出てき

た獲物を捕って食べます。夏季に海岸の草原

や砂浜に穴を掘り 1 回に 70～150 個位の

卵を年に 1～5 回に分けて産みます。卵は

50～80 日位で孵化し、子ガメは地表に現

れ海に入っていきます。 

 
 

写真提供：秋山章男 



る ルシフェリン 

青い光が  魅力的 

米粒みたいな ウミホタル 
＜分類＞ミオドコビタ目 ウミホタル科 

＜千葉県レッドデータ：なし＞ 

＜特徴＞ 
日本の沿岸に幅広く生息しています。体長

3mm 位でメスがやや大きく、全身を透明な
2 枚の背甲で覆っており、米粒のような姿を
しています。昼間は海底の砂中で生活し、夜
間に遊泳します。腐食性ですが、生きたゴカ
イやイソメ等を襲って食べることもありま
す。名前の由来となっている青色発光は、捕
食者への目くらまし、あるいは生殖行動に関
連しているなどと考えられています。この光
はウミホタルが分泌した発光物質（ルシフェ
リン）が酵素(ルシフェラーゼ)の触媒により
酸化され発光します。   

写真提供：大藪 健/館山ウミホタル観察倶楽部 



れ レッドデータに 

入っているよ  ヒメアカネ 

＜分類＞  トンボ目 トンボ科 

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
北海道～九州、対馬に分布します。幼虫は、

平地～低山地の湿地や廃田などに生息し、成

虫は、8 月上旬～10 月中旬に出現し、主に

草原に生息します。腹長 19～25ｍｍ位、

後翅長 20～27ｍｍ位。日本にいるアカト

ンボの仲間では最も小さい種類です。 成熟

オスは茶褐色の腹部が鮮やかなオレンジ色

になります。 

 

 

 

写真提供：田中義和 



ろ ロシアの方から やって来て 

    波と 遊ぶよ ミユビシギ 

＜分類＞ チドリ目 シギ科 

＜千葉県レッドデータ：一般保護生物＞ 

＜特徴＞ 

日本には春秋の渡りの時期に、海岸の砂浜

や岩場、河口、干潟などにやってきます。体

長 19cm 位です。多くの鳥は、指は 4 本で

すが、大部分のミユビシギは、後指（第一趾）

がなく、指が 3 本です。これが和名の由来

となっています。成鳥の冬羽は全身灰白色で、

翼の縁の部分が黒く、夏羽では頭と背中、羽

は赤褐色で、腹と喉が白色です。砂浜の波打

ち際を走り回りながら、貝類や甲殻類、昆虫

類などを捕って食べますが、岩場の海藻類を

食べることもあります。 

 

写真提供：田中義和 



わ 湧き水 大好き  

ミヤコタナゴ 

＜分類＞ コイ目  コイ科 

＜千葉県レッドデータ：最重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 
 日本固有種で国の天然記念物です。生息地

と産卵地は、湧水に続く小水路と水田耕作地

等です。体長は、3～6cm 位です。産卵期

の雄の腹が朱色になります。雌は、二枚貝の

特にドブガイやカラスガイなどの殻内に産

卵します。産卵は、１回に１～３個位です。

稚魚は、20 日位で、9mm 位に成長し、貝

から出ます。繁殖期は、４～７月です。餌は、

主に水草や珪藻類ですが、小型の水生昆虫も

食べます。 
 

写真提供：田中義和 



を カワニナを 食べているんだ 

ゲンジボタル 
＜分類＞ 鞘翅目  ホタル科 

＜千葉県レッドデータ：重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

本州、四国、九州と周囲の島に分布し、水

のきれいな川に生息しています。成虫の体長

は、12mm 位です．黒色で前胸背面が淡赤

色で、中央に十字架の黒い模様があります。

雌は、川岸の木や石に生えたコケに産卵しま

す。幼虫は、カワニナを食べて成長し、翌年

の春に川岸に上陸し、泥の中で蛹になります。

5～6 月に羽化し成虫になります。雄は、川

の上を飛び回りながら、雌は川辺の草の上な

どに止まって発光します。 

写真提供：田中義和 



ん 飛んでいる  

鳥さえ 襲う  オオカタは 

＜種類＞ タカ目  タカ科 

＜千葉県レッドデータ：重要保護生物＞ 

＜特徴＞ 

九州以北に分布している留鳥(*2)です。体

長は、雄 50cm 位、雌 56cm 位です。雌雄

ほぼ同色です。成鳥雄は、白い眉班がありま

す。体下面は、白く灰褐色の横班が目立ちま

す。平地から山地の林、河川、農耕地、湖、

沼で主に小鳥を捕りますが、ウサギやネズミ、

キジ、なども捕って食べます。「ケッケッケ

ッ･･･」と大きな声で鳴きます。 

 

 

 

写真提供：田中義和 


