
　豊島区の身近な生きものを調べて調査レポートを送っていただく「としま生き

ものさがし」は、今年度で4年目になりました。

　街なかでも、いろいろな生きものがくらしていることがわかりました。
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としま ⽣きものさがし
今年もみんなで見つけました！

23区内では珍しいイトトンボ。
赤と黒の目立つ幼虫です。

ツクツクボウシツクツクボウシ

雑司が谷三丁目

夏の終わりごろに鳴きます。

ヤマトシジミヤマトシジミ　高田一丁目

アメの包み紙にとまっていました。

コバネイナゴコバネイナゴ　要町三丁目

千川駅にいたそうです。

調査期間　平成30年6月1日～9月30日

ツマグロヒョウモンツマグロヒョウモン　南長崎六丁目

はねをひらくときれいなオレンジ色。

オオシオカラトンボオオシオカラトンボ　高田二丁目

からだの色が黄色いメス。

オオシオカラトンボ
オオシオカラトンボ　南長崎六丁目からだの色が青いオス。

カルガモカルガモ　千早三丁目
新しくなった公園の池で泳いでました。

アオスジアゲハアオスジアゲハ　南長崎六丁目

水色の模様がきれいなチョウ。

アブラゼミアブラゼミ　南池袋二丁目

成虫になったばかり。

まだ透明なはねです。

ツマグロヒョウモンツマグロヒョウモン　西池袋三丁目
ベニイトトンボ　南長崎六丁目

小鳥がさえずる公園 　
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オオカマキリオオカマキリ　雑司が谷三丁目

近くに草むらがあるのかな？
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バッタ・カマキリのなかまトンボのなかま　238件
ギンヤンマ98件、シオカラトンボ

59件、アキアカネ9件、その他72件

 写真：オオシオカラトンボ 高田二丁目

チョウのなかま　230件
モンシロチョウ100件、アゲハチョウ

のなかま62件、その他68件

写真：ツマグロヒョウモン 西池袋三丁目　

アズマヒキガエル　13件
　池のある学校などで見つかり

　ました。

イメージ写真（アズマヒキガエル）

　　　　　　　　　　 146件　
  バッタのなかま84件、

  カマキリのなかま62件

　　写真：コバネイナゴ 要町三丁目

ヒヨドリ・ムクドリ  35件
　ムクドリ32件、

　ヒヨドリ 3件　

　  　　　イメージ写真（ムクドリ）
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さがしてほしい生きもの

　　　　　合計735件

（　）内はH29年度の結果11（9）

230（194）

238（85）

バッタ・カマキリのなかま

団体参加では、高松小学校の児童が

たくさん参加してくださいました。

たくさんの生きもの情報をありがと

うございました。

トカゲのなかま　11件
　ニホンヤモリ9件、

　ニホントカゲ2件

　イメージ写真（ニホンヤモリ）

ツユクサのなかま　7件
　ツユクサ6件、

　トキワツユクサ1件

　　  　イメージ写真（ツユクサ））

参加してくださった皆様、ありがとうございました。た。

　今年は小学生がたくさん参加してくれたので、プールのヤゴと校庭

にいたバッタやカマキリの報告がたくさん集まりました。チョウは昨

年に引き続き、多くの報告が集まっています。

　セミもたくさんいるはずですが、トンボ、チョウ、バッタ、カマキ

リの方が関心が高かったようです。

生きもの情報件数

　　　962962件（606件）

参加人数

　  のべ 642642人（306人）

さがしてほしい生きもの

　　　735735件（515件）

　　　　※（　）内は平成29年度の数字

第１位　トンボのなかま

　小学校のプールに幼虫、校庭

　や公園などに成虫がいました。

第２位　チョウのなかま

　小学校の畑や校庭、公園

　などにいました。

第３位　　　　　　　　　

　小学校の校庭や公園の草が

　はえているところにいました。

バッタ・カマキリのなかま

としま生きものさがし　調査結果 

セミのなかま　55件
アブラゼミ25件、ミンミンゼミ20件、

その他10件

　写真：ミンミンゼミ 南池袋二丁目　
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　トンボのなかまは、水の中や水草などに卵を産み、幼虫（ヤゴ）は水の中で育ちます。幼虫はアカムシ（ユスリカ

の幼虫）、ボウフラ（カの幼虫）、メダカなどの小さな魚、自分より体の小さいヤゴなどを食べて大きくなります。

大きくなったヤゴは水草や杭などにつかまって、羽化をして成虫になります。

生きものトピックス 

トンボのはなし 

　「としま生きものさがし」では、みなさんに多くの調査レポートを送っていただき、あまり知られていない区内で

の生きものの情報や、その場所・環境ならではの情報も集められました。今年の生きものさがしの調査レポートでい

ちばん情報件数が多かった、トンボのはなしを紹介します。

　トンボのなかまでいちばん報告数が多かったのが、ギンヤンマのヤゴでした。ギンヤンマは水面が広い開けた池の

水草などに卵を産みます。豊島区には水面が広い大きな池がほとんど無いので、ギンヤンマは池のかわりにプールに

卵を産んでいます。ただし、プールに水草のかわりに卵を産み付ける物が浮

いている必要があります。草を束ねて発砲スチロールなどの浮きを付けて浮

き島を作ると卵を産みに来やすくなります。シオカラトンボ、オオシオカラ

トンボ、アキアカネなどは、水草ではなく水に直接卵を産みます。

　プールはヤゴが成虫になる前に掃除をして使わなくてはなりません。そこ

で、ボランティアのヤゴ救出リーダーといっしょに区内の小学生がヤゴの救

出をしています。救出したヤゴはトンボになるまで、水槽に入れて育てます。

生きた餌しか食べないので、育てるのは一苦労です。実際にトンボを羽化さ

せてトンボ救出を成功させている方々はすごいです！

区立小学校 プールのヤゴ救出 

南長崎はらっぱ公園のヤゴ 

　区内の公園に作られた池にもトンボが来ています。南長崎はらっぱ公園の池は、小学校のプールより小さく周りに

木が多く開けた場所ではないため、ギンヤンマのかわりによく似たクロスジギンヤンマが来ます。その他、シオカラ

トンボ、オオシオカラトンボ、コシアキトンボなどが産卵に来ています。

　トンボが産卵に来ているのですが、誰かが池に放してしまったアメリカ

ザリガニが増えてトンボの幼虫（ヤゴ）が食べられてしまっていることを

ニュースレター平成29年号（区のホームページにのせています。）で紹

介しました。南長崎はらっぱ公園を育てる会を中心に今年は毎週活動日に

ザリガニを池から取り除く作業を行い、ザリガニが少なくなっていきまし

た。そのため、昨年は池で見つからなかったトンボの幼虫（ヤゴ）が見つ

かりました。今年見つかった幼虫は春までは水の中で過ごします。春に羽

化できるように、元気に育ってほしいですね。

　

今年池で見つかった

コシアキトンボの幼虫
コシアキトンボの成虫

水草に卵を産むギンヤンマ ギンヤンマの幼虫

プールのヤゴ救出

（池袋第三小学校） 

羽化したギンヤンマ
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ツクツクボウシ

ヤマトシジミ

コバネイナゴ

ツマグロヒョウモン

オオシオカラトンボ

オオシオカラトンボ

カルガモ

アオスジアゲハ

アブラゼミ

としま生きものさがし について 

　 地球上には、たくさんの生きものたちがいろいろな場所で

 暮らし、お互いに支え合って生きています。

　 「としま生きものさがし」は、身近な生きものをみなさん

 自身で調べてもらうことで、身近な生きものへの理解や関心

 を深めていただくことを目指しています。

　

　

としま生きものさがし調査ガイド（A3サイズ）

おすすめ！生きもの観察スポット 

　平成30年３月に小鳥がさえずる公園がリニューアルオープンしました。この公園は、鳥たちが安心して立ち寄れ

るような屋敷林と水辺を再現した公園で、平成7年2月にオープンしました。20年以上たって、池のポンプが故障

するなど不具合もでてきたので、このたび、井戸の設置、園路の整備、照明の改修などが行われて、すてきな公園

に生まれ変わりました。また、以前より水辺に近づける公園になりました。

　生きものさがしの調査レポートの中には、カルガモたちが気持ちよさそうに泳いでいる写真（1ページ参照）も

ありました。オナガというきれいな鳥やシオカラトンボ、ミンミンゼミやアゲハ（ナミアゲハ）もいたそうですよ。

　みなさんも出かけてみませんか？　ちなみに鳥の観察は落葉樹の葉が落ちた冬の方が、木にとまっているのをさ

がしやすいそうです。一年中楽しめる公園ですよ。

（おもて）

（うら）

ツマグロヒョウモン
ベニイトトンボ

小鳥がさえずる公園小鳥がさえずる公園（千早3-14-19）　最寄駅 ： 西武池袋線 東長崎駅

オオカマキリ
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　 ニュースレターや区のホームページ（生物多様性のページ）

 でお知らせします。これまでのニュースレターも区のホームペ

 ージからダウンロードできます。

　 環境省運営のwebサイト「いきものログ」にも情報を入力し

 ていますので、区内にどんな生きものがいるか調べることがで

 きます。   

なぜ、生きものをさがすの？

どうやって参加するの？

　 2019年度の参加方法については、区の広報やホームページ

 でお知らせします（2019年5月末を予定）。

さがした結果はどうやって見るの？

かんきょうしょううんえい

2018年度

オナガオナガ

かい　　　　　　　　　　              かい  ほう

月､火､木､金   13:00 ～ 17:00　 13:00 ～ 16:00
　 　水            9:00 ～ 13:00       9:00 ～ 13:00
　  土､日　        9:00 ～ 17:00 　　　　　　　9:00 ～ 16:00

4 ～ 9月 10 ～ 3月

開園時間（池の開放時間）開園時間（池の開放時間）
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