
ウミガメ調査が始まりました ！
今年も5月20日～8月10日の間、ウミガメ調査を実施します。賛助会員のみなさん向

けに、調査場所や調査方法の概要についてご紹介します。

カヤネズミ、関 希美 作
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調 査 場 所

宮崎市

新富町

旧佐土原町

清武町

堀之内海岸

新富海岸

大炊田海岸

明神山海岸

住吉海岸

一ツ葉海岸

松崎海岸

運動公園海岸

こどものくに海岸

高鍋町

方 法

１ 午後9時に集合、調査開始。調査終了は、

カメの上陸次第。早くても午前0時前、時

には午前１～2時になります。

２ 海岸までは車で移動、到着したら調査用

具を持ち、足跡や産卵の跡を探しながら海

岸を歩きます。

３ カメを見つけたら産卵を見届け、カメの

計測を行います。その後、カメの足に標識

を取り付けます。

４ 足跡や産卵の跡を発見したら、状況を記

録します。

調査と一緒に卵の保護もしています！
砂浜の状態は悪化しています。荒波で卵が流される場所では、卵を安全な場所に移植します。

なお、県指定天然記念物および宮崎海区漁業調整委員会指示により移植には許可が必要です。

ウミガメ観察会のお知らせ
今年も賛助会員の皆さんと下記のウミガメ観察会を計画しました。ウミガメは夜の9時頃から

上陸し産卵します。簡単に会えませんが、頑張って探しましょう。今年は回数を多くしました。

なお、雨が降ったり雷が鳴るような天候の場合は中止することがあります。

アカウミガメの産卵探索

● 大炊田海岸コース（案内小豆野調査員） 集合場所：佐土原支所 ２１：００

6月14日（日）・28日（日）

● 明神山海岸コース（案内竹下調査員） 集合場所：石崎浜莊プール駐車場 ２０：００

6月／13日(土)・20日(土)・27日(土) 7月／4日(土)・11日(土)・18日(土)

仔ガメの孵化の見学会 ※場所、時間は未定です。詳細は後日連絡します。

7月／25日(土) 8月／1日(土)・8日(土)
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小学生の手紙紹介
200８年３月4日、本会員の中島義人さんが、アカウミガメについて世田谷区立二子玉川小学

校５年生に講話を行いました。子どもたちから寄せられたお礼の手紙の一部をご紹介します。

●今まではテレビでウミガメを見たことはあ

っても、そこまでくわしいことは分かりま

せんでした。でも「あー、こういうことだ

ったのか。」など説明を聞いて分かったこと

もありました。今日は役に立つお話を聞か

せていただき、ありがとうございました。

●今回の話しでウミガメが大変な危機にある

事がわかりました。ここまで大変だとは正

直思いませんでした。今まさに宮崎ならぬ

「ウミガメ」をどげんかせんといかん。

●多くのウミガメが人の影響で死んでいるこ

とが残念です。人の影響がでない工夫があ

ればいいなと思いました。

●中島先生が言っていたウミガメに標識をつ

けてウミガメがどこに行ったかを調べたり

するのがおもしろいと思いました。

●カメの生活環境が大変であることやカメの

種類などに興味がわきました。私も海に行

く機会があったらゴミなどをかってに捨て

ないで、自分でゴミ袋を持参したいです。

●私達が自然環境をどんどんこわしていくの

で、他の動物のすみかが減ったり、数が減

っているのは知っていたのですが、ウミガ

メがそこまで環境の変化をびんかんに感じ

取っているなんて知りませんでした。私も

ウミガメが減らないようにどうすれば良い

のか考えてみたいです。宮崎に行く機会が

あればぜひ海岸に行ってウミガメの目線に

なってみたいと思います。

●海からの波を防ぎながら、ウミガメが卵を

産める環境をつくることはとても難しいと

いうことがわかりました。

●「どうしたらウミガメとウミガメの住む環

境を守れるか」という質問の答えは今は分

からないけど、いつかきっと答えを見つけ

たいです。

●カメの現在の事も、何にでも人が関係して

いるという事も、いつまでも心に残ると思

います。お話を聞いていると一つの命を大

切にする事は、とても大事だと思いました。

動物しつもん箱

【質問】カヤネズミの巣ってどんなの？

（宮崎市 Ｎさん）

【答え】カヤネズミは体長6㎝程の日本で

一番小さなネズミです。多くの野ネズミは

土の中をすみかにしますが、このカヤネズ

ミ、草の上に丸い巣をつくります。巣は主

にイネ科の植物を利用し、大きさはソフト

ボールくらいで、その中で子育てをします。

昔はどこにでもいたようですが、現在は生

息地の減少でなかなか目にすることが出来

なくなりました。もし巣を見つけてもそっ

としておいてくださいね。

【質問】アカウミガメのオスとメスはどう

やって見分けるのですか？

（宮崎市 Ｓさん）

【答え】見分けるポイントは尾です。おと

なのアカウミガメのオスの尾はとても大き

くなり甲羅の後ろに長く出ています。メス

の尾は小さく、その大きさは全く異なりま

す。しかし、ふ化したばかりの仔ガメは、

尾の大きさに差が無く区別がつきません。

もし水族館でおとなのアカウミガメを見る

ことがあったら尾を観察してみてくださ

い。すぐに区別がつくはずです。

皆さんが動物の不思議と思ったことをお尋ね下さい。専門家がお答えします。
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動物交遊記

ヤ マ ネ

数日前の新聞で珍獣ヤマネが、えびの市

の建設資材置き場で発見されたという記事

を見つけた。手のひらに乗るぐらい小さく

てネズミのようであるが、日本特産の貴重

な動物で天然記念物に指定されている。

ヤマネという名前の由来は、いろいろな

説があるが、山のネズミ、山寝、山子、マ

リネズミ、コオリネズミとか地方によって

たくさんの呼び名があるがいずれもよく寝

るところから付けられたものが多い。

体は茶色の短い毛で覆われ背中に黒い筋

模様が縦に走り、体長約7cmぐらいで小

さい、それに同じくらいのふさふさした尾

を持っている。山奥に棲んでいて小さいの

と、夜行性ということであまり詳しい生態

については知られていないが、12月上旬

頃から4月頃まで山中の樹洞や社殿の屋根

裏にもぐりこみ枯葉や水ゴケなどを集めて

丸く敷き、尾で頭からすっぽりつつんで冬

眠する。冬眠していない時はほとんど樹上

で生活するが、昼間は小鳥の巣などに入り

込んで寝て、夜になると活動するが動きは

鈍い。木の実やトンボ、ハエ等を取って食

べる雑食性だ。

宮崎でも時たま見つかることがあるが、

その発見場所が、ほとんど都会の製材所の

集材置き場である。森の木の洞穴に寝てい

るところを切り倒され、そのままトラック

に運ばれて来るらしい。普通の動物だった

らとっくに目が覚めて逃げるはずなのに、

このヤマネ、ちょっとやそっとでは目を覚

まさないつわものだ。だから冬眠中イタチ

やアナグマなどによく狙われる。また、ヤ

マネは天然記念物であり夜行性のため動物

園ではあまり飼われていない。

私も、昔一回だけお目にかかったことが

あった。「はつかネズミぐらいの小さなリ

スが見つかった」と北方町の方からの情報

だった。九州にリスはいないはずなのに、

もし本当だったら大発見になる。私は胸を

弾ませ北方町まで足を運んだ。到着して箱

を覗くとそれはリスでなくヤマネだった。

たしかに、リスのようでリスじゃないネズ

ミのようでネズミじゃない、がっかりした

がこれが天然記念物のヤマネとわかってま

た大騒ぎ、あわてて元いた山に戻すことに

なった。このヤマネも昔は各地の山に沢山

棲んでいたらしいが自然林が減少し、今で

は激減。ほとんど姿を見せなくなってしま

った。かれらも絶滅したトキやコウノトリ

と同じ道をたどるのかと私は悲しい思いが

した。動物たちは、長い間自然に適応して

生きてきたのに、人間たちは自分たちの生

活に環境をあわそうと見境無く環境破壊を

続けている。そのあおりを食って沢山の動

物たちの命が消されようとしている。何れ

それが人間にもふりかかって来ることを動

物たちが教えてくれていると私は思った。

それにしても今年もこの寝坊のヤマネが

目を覚ます本格的な春が訪れて来たようだ

った。 竹下 完
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話題を提供

「ウミガメの甲羅干」

前田修大

ある日、妻が「ウミガメも甲羅干しす

るんだね。」って言ってきた。産卵以外は

上陸しないと思っていたので何をいきな

り言い出すのかと思い、よくよく話を聞

いてみるとハワイ・オハフ島北部のノー

スショアにウミガメが甲羅干しする海岸

があるとテレビで紹介されていたと言う

ことであった。興味を持った私は、妻と

見に行くことにした。

ワイキキでレンタカーを借りラニアケ

アビーチを目指した。約１時間半で到着

した。海水浴を楽しんでいる人もいたが、

ちょうど１頭が上陸して甲羅干しをして

いた。野生なので会えないこともあると

聞いていたのでラッキーだった。ほとん

ど動かず死んでいるのかと思えるくらい

であった。

赤いロープが周囲約５ｍ程のところに

置かれており、それより近づいてはいけ

なかった。ハワイにはタートルハラスメ

ントという条例があり保護されていた。

上陸していたウミガメは“NALUKAI”

という名前がつけられている４０歳くら

いの雄であった。

調査こぼれ話

イヌワシ調査顛末記 ２

中村 豊

現地は1000ｍ以上の尾根や山に囲まれ

た奥深い峡谷なので、今まで生息が気付か

れなかったのかも知れません。幸い林道が

入り込んでいましたので調査は出来そうで

す。すぐに野鳥の会宮崎県支部会員を中心

としたイヌワシ調査研究会を立ち上げ野鳥

の会とは別の組織としました。現地の地図

や航空写真等を入手し、行動域、羽数、繁

殖の有無等を定点調査することにして、発

見現場付近を中心とした視界の効く場所に

Ｓ１からＳ５までの調査地を設定し、見え

る範囲にある主な頂や尾根にアルファベッ

トで名前を付け、それらを地図上に記入し

調査時の記録用紙としました。調査は原則

月１回行うこととし、ほぼ毎回参加できる

事を条件に調査員を募り、各調査地との連

絡には無線機を使うので、有資格者を含む

2名以上の調査員を各地点に配することに

しました。最後に県の自然環境課を通して

宮崎森林管理署から調査地へ入る入林許可

と林道入口の鍵を借り、これでいよいよ調

査する準備はできました。 （続く）

イヌワシ調査風景
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宮崎の動物

『ホンドイタチ』

イタチは皆さんがよく見かける野生

動物ではないでしょうか。水田の中道

や堤防上を車で走っていると、前方の

道路をチョコチョコと横切るイタチの

姿に出くわした経験のある方は多いで

しょう。また郊外の道路上には轢死し

たイタチの死体が多く見られます。

わが国にはホンドイタチ（ニホンイ

タチ）とチョウセンイタチが生息して

います。チョウセンイタチは昭和初期

の朝鮮半島からの移入種ですが、野生

化してひと回り小さなホンドイタチを

圧迫し、各地でホンドイタチは山奥部

へと追いやられています。そんなわけ

で皆さんが見るイタチのほとんどはチ

ョウセンイタチと思われます。

チョウセンイタチは淡い体色で大き

く、口の周りが白っぽく、ホンドイタ

チは小さく黒っぽい体色などから区別

できます。今後は山と町で見るイタチ

の姿に注目して下さい。また、イタチ

類はオスに比べメスが極端に小柄であ

ることも特徴です。チョウセンイタチ

は人間の生活環境にも適応し、ニワト

リなどの食害や家屋内に侵入して騒音

や糞尿被害なども引き起こしていま

す。 児玉 純一

会員ペンリレー

現在、宮崎大学農場に出没するイノシシ

の調査をしています。イノシシ罠（落とし

戸式）を農場内の杉林に設置し、餌を撒い

て1週間程待つと、餌付きました。撒く餌

には特別な配慮が必要です。この3月初旬

に1頭（一昨年生まれの個体、25 kg）と、

3月下旬に2頭（昨年生まれの個体、9 kg

と13 kg）の、合わせて3個体が捕獲でき

ました。後で捕れた2頭は同腹の個体らし

く、一緒に罠に入っていました。最初の1

頭と、後からの13 kgの個体にテレメト

リ発信器を装着し、現在農学部の先生や学

生達と方探を続けています。

捕獲後1ヶ月以上が経ちますが、2頭と

も農場の周りに棲み着いており、毎日夜に

なると農場内や周囲の林に出没して来ま

す。25 kgの個体は昼間もよく位置が取

れており、ほぼ5 haの行動圏を現在持っ

ていることが分かっています。数日に一度

ほど、昼間の泊まり場を変えるようですが、

予想外に人里近くにいます。例えば、大学

内にいる場合には、校舎からわずか数十メ

ートルしか離れていない藪の中で、昼間を

過ごしています。人が好きなんでしょう

か？

次回は、那須哲夫さんにお願いします。

岩本 俊孝

イノシシのテレメトリ調査を

実施中です
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野生研のあしあと
3/19 県自然環境課主催、20年度宮崎県第

2回野生サル被害防止対策検討委員会に参加

【竹下・岩本】

3/25 県自然環境課に20年度RDBリスト検

討委員会報告書を提出

4/1～30 平和台はにわ苑において「宮崎

のアカウミガメ保護写真展」開催

4/4 一ツ瀬川河口にアカウミガメの死体

が漂着、砂浜に埋設処理 【竹下】

4/10 日本ウミガメ協議会亀崎直樹会長が

来県、第20回全国ウミガメ大会宮崎会議を

シーガイア・サンホテルフェニックスで11

月27～29日開催と決定

4/21 4月例会 16名参加 ウミガメ調査

の準備、わいるどらいふ編集検討

4/27 21年度第１回RDB改訂委員会開催

（ウエルシティ宮崎）18名参加

4/30 青島海水浴場海岸とこどものくに海

岸の境にアカウミガメが上陸、護岸のため産

卵できず、青島地区の初上陸

5/8 白浜にアオウミガメ幼体の死体を発見

との通報あり、砂浜に埋設処理。この時には

大きなエイの死体も漂着 【竹下】

5/16 野生動物研究会平成21年度総会開催

5/16 5月例会 27名参加 ウミガメ調査

の準備・打ち合わせ

5/20 宮崎市へNPO事業報告書提出

宮崎動物記録
「宮崎野生動物研究会と直接関係なくても、

宮崎の動物に関する記録を残していく必要が

あるのでは？」という意見が、以前からあり

ました。そこで、今号から、宮崎動物記録の

コーナーを新たに設けることとしました。こ

こに掲載している情報は、会員から寄せられ

たもの、新聞などで報道されたものです。今

後、多くの情報を記録として残していきたい

と思いますので、情報がありましたらお知ら

せ下さい。

4/1

串間市都井岬の国指定天然記念物の「御崎

馬」に今年初の子馬誕生 【新聞各社】

5/4

日南市風田海岸でアカウミガメの今年初の

産卵を確認 【宮日】

5/9

延岡市鯛名町の海岸でクサフグの産卵が始

まる。産卵は7月頃まで続くとのこと 【宮日】

新会員のご紹介（敬称略）

正 会 員：新村 悟・川崎優紀・長友宏子

中村陽芳

賛助会員：早瀬 岳・吉田 隆・吉田昌子

日高 同・豊子・斉藤幸恵

編 集 後 記

今号も会員の皆さんのご協力で6ページ構

成とすることができました。次号では今期カ

メ調査中の出来事なども紹介できればと考え

ています。原稿を待っています。 末吉
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