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根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター

ネイチャーセンターだより

エゾアカガエル（アカガエル科）

学名：Rana pirica　
　　　（ラナ ピリカ・美しいカエル）　
　

毎年４月、自然学習林の“エゾアカガエ

ルの池”で産卵にやって来る。今年は

4/15 に 1 個の卵塊を初めて確認した。

ゼリーのようなものに包まれた 700 ～

1100 個の卵を産む。写真はメスの背中

にオスが乗り、前あしでメスのお腹をだ

きかかえて、卵を産むのを促していると

ころ。

エゾアカガエルの池には、今の時期、エ

ゾアカガエルとエゾサンショウウオのお

たまじゃくしもいるので、そーっと池を

のぞいてみよう。

いきもの図鑑

５月の見どころ
【上旬】

本格的なシギ・チドリの渡りシーズンとなり、

ミヤコドリが 50 羽近く渡って来る。自然学

習林周辺の草原では、ゴゴォーと音を立てて

急降下するオオジシギの姿が見られる。

　

【下旬】

春国岱の草原ではオオジュリンやノビタキ

の、森ではカッコウのさえずりが響き渡る。

自然学習林では木の芽・草の芽が勢いを増

してぐんぐん成長する。花はエゾエンゴサ

ク・エゾオオサクラソウ・オオバナノエン

レイソウなどが見ごろ。

オオバナノエンレイソウ

オーストラリアなど南半球から渡って来るオオジシギ
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作業路（春国岱上は車両進入禁止）
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観察路（キタキツネコース0.8km、約20分） 根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター（入館無料）

東梅野鳥観察舎（東梅ハイド）
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林内はエゾエンゴサクなど、　　　
春の草花が次々に開花します

キタキツネコースを歩くと、カッコウ
の鳴き声が聞こえてきます。

タンチョウがヒナを連れて歩いていま
す。遠くから見守ってください。

カラ類など小鳥たちが
さかんにさえずります。

通行止め

くちばしが長いシギ・チドリの仲間が
水辺で採食しています

根室の日の出　日の入り
5/1　　4：11　　18：19
5/31　  3：41　　18：50

ヒバリやオオジュリンなど夏鳥が、明

るい声でさえずります。草木が芽生え

青々とした湿原に変化します。

　春は自然学習林（小鳥の小道）がおもしろい！

　

　

エゾエンゴサク

新緑の５月は、森が草花や小鳥たちのさえずりで、生き生きと華やぐ季節。
さあ、どんどん歩こう！自然学習林（ことりのこみちコース）

エゾオオサクラソウ

ヒメイチゲ

エンコウソウ

ミソサザイ

シマエナガ

コゲラ

アオジ

エゾシカとバイケイソウの葉

ＧＷ期間中、ことりのこみち

お散歩ラリー開催！

5/29 はバードウォッチングを

開催します

詳しくは裏面のイベント情報

をご覧ください

　　 　　　 　  しんりょく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな　　　　　　　　

　　 　　　 　  しつげん　　 へんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　



　

　

　　　　　

ミヤコドリ

　　ミヤコドリは、秋と春にだけ風蓮湖に立ち寄る
ハト位の大きさの美しい水鳥で、干潟や浅瀬で小
動物を採食して旅のエネルギーを補給して行きま
す。秋は少ないのですが春の渡来数は多く、ここ
10 年は毎年 40 羽前後が記録されています。今年
は 4月 20 日の時点で 50 羽をこえています。ミ
ヤコドリの渡来地は道内では数ヶ所のみで、他の
渡来地はこれほど多くないようです。
　国内では、東京湾や伊勢湾であわせて 400 羽
ほどが越冬しており、年々増えているとのこと。
このうちの何割かは風蓮湖を経由してロシア沿岸
部の繁殖地に向かうと思われます。道中安かれと
祈りたい気分です。

河井大輔他．2003/2013．新訂北海道野鳥図鑑．亜離西社．
澤祐介．2016．生態図鑑ミヤコドリ．Bird Research News Vol.13 
No.12.
高野伸二．1982/2015．フィールドガイド日本の野鳥増補改訂新版．　
公益財団日本野鳥の会．

ネイチャーセンターの新しいなかま

センターの管理を担当しています。
よろしくお願いします。
濵野裕之（はまの・ひろゆき）

　　 　　　  とらいすう　　　　　　　　　　　　
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春国岱 4年目です。どの季節の春
国岱もよいですが、特に初夏から
晩秋の風景がすきです。
善浪めぐみ（ぜんなみ）

古南幸弘（こみなみ・ゆきひろ）

1961 年静岡県生まれ。
根室に来る前は横浜でレンジャー
をしていました。その前は日本野
鳥の会の東京の事務所で、ナベヅ
ルやマナヅルの保護活動などを担
当していました。根室の鳥ではタ
ンチョウが好きです。

答えはウラのページ
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　春国岱の海岸や、市街地でもよく見かけるハクセキレイ。白と

黒でしっぽの長い、すらりとした小鳥です。

ハクセキレイはよく、しっぽをふりながら地面の上を歩いている

姿を見かけますが、そこで問題です。　　　　　　　　　　　　

ハクセキレイは地面の上で何をしているのでしょうか？

すがた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 もんだい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

 さんぽ　　
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　　 　　　  ひがた　　　 あさせ　　　　　　　

　　 　　　 さいしょく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほきゅう　　　　　　　　　　　　　　　

１．歩くのが好きなので散歩している。
２．飛ぶのがへたなのでしかたなく歩いている。
３．食べものをさがしている。



クイズのこたえ　３　地面の上にいる昆虫やクモなど食べます。飛ぶのはへたでは
なく、「チチン、チチン」と鳴きながら、大きな波をえがくように飛びます。

根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンター（入館無料）
〒０８６-００７４　北海道根室市東梅 103 番地
TEL．0153-25-3047　　FAX．0153-25-8570
Eﾒｰﾙ．nemu_nc＠marimo.or.jp
URL．http://www.marimo.or.jp/~nemu_nc/workn/index.html
◆5 月休館日：1・８・9・10・11・17・24・31 日
         開館時間：９：００～１７：００
◆団体でご利用の方へ
　自然観察や学習、スライドの上映などのプログラムをご利用いただけます。            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（要 事前申込） ラムサール条約湿地

風蓮湖・春国岱

2005 年 11 月 登録　

イベント情報！
　観察会などへの参加申込み、お問い合わせは春国岱ネイチャーセンターへ

　電話（0153-25-3047）もしくは直接のご連絡をお願いいたします。

ボランティア「スンク」募集中！　 フィールドマナーを守って
　
自然や生きものが安心して暮らせるように…

　●観察路から外れないようにしてください

　●動植物の採取や捕獲はしないでください

　●ゴミはお持ち帰りください

　●所定の場所での喫煙にご協力ください

　●春国岱入り口駐車場から奥は、一般車両の

　　乗り入れは禁止されています

　●キタキツネやエゾシカ、野鳥など野生動物

　　の生息地です。ペットを持ち込んだり、放

　　したりすることはご遠慮ください

春国岱ネイチャーセンターでは、ボランティアスタッフを

募集中です。春国岱や風蓮湖、ネイチャーセンター周辺の

森の自然を自らが楽しみ、環境保全について学び守ること

を目的としています。月末に 1回ミーティングを行い、自

然学習林の樹名板を作ったり、イベントを企画しています。

熱いながらもゆるい楽しい集まりです。ご興味のあるかた

はご連絡ください。

◆対象：高校生以上

◆年会費（保険料）：300 円

　　　　　　　　

５/28（日）
7時～ 9時
　要申込

ことりのこみちバードウォッチング

 

対象：小学生～大人　　　　　　
（保護者同伴・初心者歓迎）
定員：20 名先着（～ 5/22 まで）
集合：ネイチャーセンター
持ち物：暖かく動きやすい服装、
長靴、筆記用具、あれば双眼鏡・
図鑑
参加費：100 円（保険代）　

自然学習林（小鳥の小道）
コースをゆっくり歩いて、
子そだてのはじまった春の
鳥たちを見たり聞いたりし
ます

雨天の場合は室内プログラム

6/25（日）春国岱を歩こう！昔の植生図を見ながら（仮題）・定員 20 名・大人対象・雨天延期 7/2（日）

7/29（土）アマモの生き物観察会　定員 20 名・小中学生対象・雨天延期翌 30 日（日）

今後の予定【募集は後日】

ゴールデンウィーク企画　ことりのこみち お散歩ラリー
4/29・30・5/3・4・5・6・7　の７日間（10 時～午後 4時）
センターで地図とクイズを受け取って、おさんぽしよう！

対象：どなたでも（申込不要です）
参加してくれた人には、ちょこっと
プレゼントを用意しています！
※長靴がおすすめです


