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～ 樹林でも 草地にも「夏の虫観察会」再び ～ 相生山の四季を歩く会

2020.7.12
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天候などの事情に

より変更あります

リョウブ（令法）

*昆虫は先月の記録

【まとめ一覧表2面】

*花は9日撮影

*NEOPOKET昆虫（小学館）

など参考に作成

食物連鎖（フード

チェーン）模式図

ブナ林の例

連 絡 先（古川）

tell/fax : ０５２‐８２１‐６４６３

ｹｲﾀｲ : ０８０‐５１２４‐６４６３

e-mail : viva_forest@yahoo.co.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：ラブリーアース

ブログ：相生山からのメッセージ

次回は 8月9日（日）9：30

～ 涼を求めて 森の真夏を楽しもう～

クサギ,ミズヒキ,クズの花

果実の豊凶も占ってみよう

相生山の道路計画を廃止し、緑地

整備をすすめるための名古屋市と

の意見交換会は、7月17日。代表

10人が参加します。 ご意見を事

務局（古川）まで、お寄せください。

幸運のカメムシ 昨年のリベンジ

・・・キリギリス

ヤマハギ（山萩）

蜂に擬態する蛾

名古屋市のredlist

では準絶滅危惧の

ナナフシモドキ

エサキモンキツノカメムシ

ｶﾒﾑｼ目 ﾂﾉｶﾒﾑｼ科

♀は卵や孵化した幼虫を

体で覆って守る。小楯板の

💛は黄,白のものがある。

成虫で越冬。食草はﾐｽﾞｷ,

ﾊｾﾞﾉｷ,ｺｼｱﾌﾞﾗ,ｻﾝｼｮｳなど。

江崎梯三（1899~1957）

昆虫学者,九大教授。

ﾅﾅﾌｼ目

ﾅﾅﾌｼ科

♀単為生殖。食草は

ｻｸﾗ,ｴﾉｷ,ﾉｲﾊﾞﾗ，ｱﾗ

ｶｼなどの広葉樹。

近似種エダナナフシ

は、触覚が脚のよう

に長い。

ヒメアトスカシバ

ﾁｮｳ目ｽｶｼﾊﾞｶﾞ科

翅に鱗粉が無く

透き通っている。

ドロバチの仲間に

ミュラー型擬態。

幼虫はﾍｸｿｶｽﾞﾗに

虫こぶをつくる。

ヒガシキリギリス

ﾊﾞｯﾀ目ｷﾘｷﾞﾘｽ科

不完全変態 草原に住む

♂前翅の発音器を擦り合わせ

♪ギーッチョン

♀長い産卵管を持つ。

ﾆｼｷﾘｷﾞﾘｽの方が翅長く,黒斑

は少ない。
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目 No. 種名 漢字表記 頭数 場所 食餌 市redlist2020

1 オオシオカラトンボ 大塩辛蜻蛉 ♀1♂１ 菅田口草地 昆虫

2 ヤンマ科の一種 蜻蜓 1 菅田口草地

3 ヒガシキリギリス 東螽斯 ♂１♀幼１ ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗ草地 雑食

4 ヒメギス 姫螽蟖 ♀１ ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗ草地 雑食

5 ツチイナゴ 土蝗 ♂１不明１ ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗ草地 ｸｽﾞ,ｲﾈ科植物

6 ショウリョウバッタ（幼虫） 精霊飛蝗 多数 ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗ草地 ｲﾈ科植物

7 クルマバッタモドキ（幼虫） 車飛蝗擬 1 ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗ草地 ｲﾈ科植物

8 エンマコオロギ（幼虫） 閻魔蟋蟀 多数 ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗ草地 雑食

9 ナナフシモドキ（幼虫） 七節擬 5 林内 ｻｸﾗ,ｱﾗｱｼなど
準絶滅危惧

NT

10 オオカマキリ（幼虫） 大蟷螂 2 周回道路他 昆虫

11 モリチャバネゴキブリ 森茶翅蜚蠊 多数 林内他 雑食

12 エサキモンキツノカメムシ 江崎紋黄角亀虫 1 周回道路 ﾊｾﾞﾉｷ,ﾐｽﾞｷなど

13 チャバネアオカメムシ 茶翅青亀虫 1 周回道路 ｻｸﾗ,ｸﾜの汁,果実

14 ツマグロヨコバイ（幼虫） 褄黒横這 1 相生口 植物全般の汁

15 ヒメクロオトシブミ（幼虫） 姫黒落とし文 複数 周回道路 ｺﾅﾗ,ﾆｾｱｶｼﾔなど

16 ゴミムシダマシ類 塵騙し虫 多数 林内 朽木（ﾏﾂなど）

17 セマダラコガネ 背斑黄金 1 周回道路 広葉樹の葉

18 テントウの一種（蛹） 天道 1 不明 ｱﾌﾞﾗﾑｼ

19 アゲハ科の一種 揚羽 1 菅田口畑

20 ナミアゲハ 並揚羽 1 相生口 ﾐｶﾝ科

21 アオスジアゲハ（幼虫） 青筋揚羽 1 周回道路 ｸｽﾉｷ科

22 林内昼行性蛾類 多数 林内

23 ヒメアトスカシバ 姫後透翅蛾 1 ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗ草地 ﾍｸｿｶｽﾞﾗ,ﾉｲﾊﾞﾗ

24 スズメバチ属の一種 雀蜂 1 ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗ

25 アリ類（未同定） 蟻 多数 林内他

26 タイワンタケクマバチ 台湾竹熊蜂 1 林内
フジ,クチナシ,クロ

ガネモチ花粉

27 ドロバチの一種（巣） 泥蜂 1 林内

28 イセノナミマイマイ 伊勢並蝸牛 多数 林内他

29 オカダンゴムシ 岡団子虫 多数 林内他 落ち葉,死骸

30 シロカネグモの一種 白金蜘蛛 1 周回道路

昆虫以外の生物

　　　　　　　　2020 6/14　相生山観察会　観察昆虫　　　　　　　　　by　Ｙ.Naitoh　＆事務局
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