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ツバメ、関 希美 作

2009年度のアカウミガメ上陸産卵の詳し

い結果が出ましたので報告します。

今年度のアカウミガメの上陸回数は1,117

回、産卵回数は710回となりました。昨年度

は、過去最高の上陸2,480回、産卵1,466回

でしたから、その数に比べれば大きく減少し

ています。また、各海岸の産卵回数も、ほと

んどの海岸で減少しています。ただ、産卵回

数でいえば、2003～5年の回数に近く、平年

並みの産卵回数といえるようです。

昨年も書きましたが、この表の中で注目し

ていただきたい項目に「産卵率」があります。

これは、上陸したアカウミガメの何％が卵を

産んで戻っていったかを表す数字です。この

数字が小さいほどアカウミガメの産卵に適さ

ない海岸になります。海岸侵食がはげしかっ

たり、護岸等の構造物が多い明神山、住吉、

運動公園、こどものくにの産卵率はいずれも

50％以下で、産卵環境の悪さを如実に表して

います。

上 陸 産 卵 前年産 産 卵 移植数 戻 り 産 卵 率 標識数 漂 着

回 数 回 数 卵回数 増 減 回 数 死 体

堀之内 64 50 131 -81 13 14 78% 2 0

新富（北） 178 150 262 -112 38 28 84% 0 0

新富（南） 131 109 275 -166 35 22 83% 0 0

大炊田 114 71 166 -95 3 43 62% 13 1

明神山 146 64 157 -93 43 82 44% 9 1

住 吉 53 21 75 -54 1 32 40% 8 0

一ツ葉 49 42 79 -37 14 7 86% 0 0

宮崎港 0 0 14 -14 0 0 - 0 0

空港北 52 43 61 -18 8 9 83% 0 0

松 崎 132 76 145 -69 4 56 58% 9 1

運動公園 104 37 27 +10 13 67 36% 8 0

こどものくに 86 39 69 -30 4 47 45% 13 1

青 島 0 0 0 0 0 0 - 0 0

白 浜 7 7 5 +2 0 0 100% 0 0

小内海 1 1 0 +1 1 0 100% 0 0

全体 1,117 710 1,466 -756 177 407 64% 62 4

わいるどらいふ
Ｗｉｌｄｌｉｆｅ
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話題を提供

宮崎大学生が取り組んだ環境教育
私たち宮崎野生動物研究会に所属する宮崎

大学生が中心となって、大学が実施する「と

っても元気！宮大チャレンジ・プログラム」

の一環として、「Wild Life Communication

～アカウミガメを通じた環境教育～」に取

り組みました。

「とっても元気！宮大チャレンジ・プログ

ラム」とは、「将来、社会でリーダーとして活

躍する宮崎大学生の企画・運営・実施能力を

高めるため」また「宮崎大学生の積極的な活

動を通して、大学及び地域の活性化が更に広

がっていくこと」を目的として企画を募集し、

学生活動の支援を行うプログラムです。

具体的には、昨年の10～12月に、西池小

学校、川南小学校、学園木花台小学校、鵜戸

小学校（総勢約350人）でウミガメの授業を

行いました。これは私たちが調査活動を通し

て宮崎の自然の素晴らしさや、現在抱えてい

る環境問題を宮崎県の人にもっと知ってほし

いという想いから始めたものです。写真と動

画を中心に、実際に使う調査道具や実物大の

アカウミガメの模型や実際の骨なども使って

授業を行いました。教室に集まった小学生は、

始める前から模型や調査道具に興味津々です。

授業では宮崎の自然やアカウミガメの話、

環境問題について、それに対し私たちが出来

ることなどを中心に話をしましたが、授業を

やってみると宮崎県の砂浜がアカウミガメの

産卵地であることを知っている小学生は少な

く、宮崎に産卵に来ることを初めて知った子

たちもたくさんいました。実際の産卵シーン

を流すと、小学生は食い入るようにして画面

に夢中になる場面も見られました。授業を終

えた後も私たちに色々な質問をしにきたり、

実際の骨や模型の周りはそれらを見ようとす

る小学生でいっぱいでした。

私たちにとっては初めての取り組みでした

が、この活動で私たちが調査活動を通して感

じたことを伝えることができたと思います。

今後もこの活動を続けていき、多くの人に宮

崎の自然の素晴らしさや現状を知ってもらう

ことで、将来の子供たちが宮崎の自然保護に

興味を持ってくれることを願っています。

小学生の感想の一部

・砂の温度でウミガメのオスとメスがわかれ

るなんてびっくりしました。

・ウミガメの卵は水につかったら息ができな

くなってしまうことが分かり人間と一緒で卵

のなかでも呼吸をしていることがはじめてわ

かりました。

・カメには全く興味がなかったけど話を聞い

てなんとなく、カメのことをもっと知りたい

と思いました。

中村 陽芳
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動物交遊記

子分になった水牛のボス

フエニックス自然動物園が設立された初期の

話です。この動物園は日本で初めて珍しい動物

たちの共棲飼育の展示に挑戦しました。そのた

めには地理的展示が親しみやすいのではと園内

はアフリカに棲む動物たちのコーナーとアジア

に棲む動物のコーナーに分けられていました。

さて、アジアにはどんな動物がいるのだろうか。

インドゾウや、トラ、クマなどいますがこれら

は放し飼いには向かないし、ましてや肉食獣の

ために共棲飼育には不可能なので、そこで水牛、

ラクダ、カモシカ、シカ、それにツルやコウノ

トリなどの鳥類が中心となって14種が展示され

ました。その後、珍しいマレーバクも購入して

展示した。マレーバクは白と黒のツートンカラ

ーで長い鼻を持ち、夢を食べる動物といわれ世

界の珍獣として人気がありました。ところが冬

が来て残念なことに越冬ができず死亡してしま

いました。広い展示場も急に寂しくなりました。

アジア園はキリンやシマウマのような色彩豊か

なアフリカの動物たちに比べると人気がありま

せんでしたが、しかし、環境に適したのかラク

ダや水牛、シカたちは次々子供が生まれて増え

ていきました。はじめはおとなしかった水牛も

大人になるとラクダとの勢力争いが園内で始ま

り、そしてついに水牛がこの園のリーダーにな

りました。水牛の仲間はヨーロッパバイソン、

アメリカバイソン、アフリカバイソンなどがお

り世界中に分布し、野生の彼らは気が荒く危険

な猛獣です。しかしここに展示しているのはア

ジア水牛で、インドや、中国南部、東南アジア

には普通に棲息し古くから家畜化されていただ

けにおとなしい牛でした。それでも、はじめは

80kgほどだった子水牛も数年たつと200kgに

なり、特に子供ができるとリーダーのオスは気

が荒くなり今まで負けていたラクダにも時折挑

戦し、角でラクダを持ち上げることもしばしば

でした。私は水牛のリーダーに｢牛ちゃん｣と名

付けました。彼はラクダだけでなくアジア園の

動物たちからも恐れられていました。さらに飼

育係員にも突然攻めてくることがあり担当者に

とっては恐怖の的でした。｢牛ちゃん｣は毎日園

内をゆっくりと隅々まで回って威圧し、ボスの

座を守っているようでした。毎朝、牛ちゃんは

事務所の私のところにも窓越しに挨拶に来まし

た。大きな体格でギョロとした目で私を見つめ、

そして、窓に張られた鉄格子を、太い角でまる

でハープを弾くようにがらんがらんと打ち鳴ら

すのでした。そのたびに私は席を立ち窓越しに

怒鳴りました。そして力一杯こぶしで殴りまし

たが、全然こたえる様子もなくかえって逆に気

持ちが良かったのかたびたび来るようになり、

格子をたたき私を呼びました。私もそのたびに

思いきり殴ると、今度はベトベトの長い舌で私

の手をなめてきました。とても気持ちが悪かっ

たのですが舌をつかむと思い切り引ぱりました。

するとますます気に入ったのか私に服従するよ

うになりました。それからは私が園内に入って

も近づいてくると大きな体をすり寄せてきまし

た。私も体をたたきながら声をかけると、まる

で犬のようになついてくるようになったのです。

そして背中に乗ることもできるようになりまし

た。まるで大きな子分ができたようでうれしく

なりました。 竹下 完

- ３ -



動物しつもん箱

【質問】

「日南市にオキナワキノボリトカゲがいると

聞きましたが、どんなものをエサにしている

のですか?」 （宮崎市 Ⅰさん）

【答え】

現在、日南市油津地区津の峯を中心に多数

のオキナワキノボリトカゲの生息が確認され

ています。オキナワキノボリトカゲは肉食で、

主として昆虫類を食べると言われていますが、

沖縄で捕まった個体の中には、昆虫類以外に

も小さなトカゲやヤモリなどを食べている個

体もあるようです。採餌の際は、頭を餌の方

に向けて舌を素早く出して捕まえたり、時に

は餌に飛びかかったりすることもあります。

日南市で捕まえた個体の胃袋を開いて実態

顕微鏡でのぞいてみると、その中にはアリが

特に多く含まれていて、2009年7月に捕まえ

た個体の胃袋にはなんと150匹ものアリの頭

部が見られるものもありました。また、アリ

はどの個体の胃にも多く含まれていました。

他にもツクツクボウシなどのセミやゴキブリ、

クモなど様々な昆虫類、甲虫の幼虫なども食

べています。こうして何でも食べてしまうの

で、今後九州に広がってしまうと生態系に大

きな影響を与えてしまうのではないかと危惧

されています。

河野 慎也 写真提供 那須哲夫

ツクツクホウシを食べるキノボリトカゲ

調査こぼれ話

イヌワシ調査顛末記 ５

＜ 狩 り ＞
中村 豊

Ｓ３の対岸の涸れ沢で、イヌワシがイ

ノシシ親子を攻撃したことがある。イヌ

ワシが斜面に沿って旋回している時、イ

ノシシ親子が涸れ沢の斜面を横切ろうと

していた、そのイノシシの親子にイヌワ

シが突っ込んだが、親イノシシが３頭の

子イノシシの盾になり狩りは失敗した。

イヌワシは暫くその場を離れず近くの枯

れ木に止まったりして親子を見ている様

子だったが、親子が涸れ沢を渡りきるま

で二度と本格的な狩り行動はしなかった。

結局イノシシの親子４頭は藪の中に消え

て行き、親イノシシが子どもたちを守っ

た。また、Ｓ１では山頂の枯れ木に止ま

っていたイヌワシが突然飛び立ち翼を窄

めてＳ1前の谷に突っ込んでくる。「どう

した！」と思った瞬間、「ギェー」と言う

ような音と同時に、イヌワシが突っ込ん

でいった斜面でシカの後足みたいなもの

が一瞬見えたが、結局取り逃がしたのか

イヌワシだけが舞い上がってきた。山頂

の枯れ木から動物が襲われた所までを地

図上に線を引いてみると1,000m強の距

離になる。やはり目はいいのだ。しかし

なかなか獲物を捕ることは簡単ではない

ようだ。でも、テンみたいな動物を足に

ぶら下げ、枯れ木や見張り場に止まって、

獲物を見せびらかすようにしていた時が

あった。われわれ観察者への誇示行動な

のか？誇らしげに甲高い声で鳴いていた。

獲物を運ぶイヌワシ 続く
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宮崎の動物

『 ヒ ラ メ 』

写真は、孵化後２５日目のヒラメ仔

魚の様子です。ヒラメ（Paralichthy

s olivaceus）は、高級食材として、

鮨ネタを代表に、生食で食される魚種

です。ヒラメは、雄は２年、雌は３年

で親魚となり、宮崎では、１月から３

月が産卵期となります。直径約１㎜の

分離浮性卵は、３～４日で孵化し、全

長約２．５㎜ の仔魚が誕生します。

「左ヒラメに、右カレイ」の言葉の

ように、ヒラメは左体側に２つの目が

あります（カレイ類でも左体側に両目

がある種もいる）。しかし、孵化仔魚

は、マダイ等と同じように、体側の両

側に目があり、一般的な魚と同じよう

に泳ぎます。３０～４０日で右体側に

あった目が左体側に徐々に移動し、両

目が並ぶと、体が右に傾き、海底に着

底して皆さんご存じのヒラメの形に体

形を変態させ、着底生活となります。

約６ヶ月間の幼魚時代は、浅海で生活

し、成魚になるにつれて水深３０～１

００ｍで生活します。産卵期になると

水深２０～５０ｍ程の岩礁・砂礫底で

産卵します。

※仔魚と稚魚は人間で言うと乳児と幼

児の違いみたいなものです。水生生物

では区別していますので、仔魚の表現

を使っています。

前田修大

会員ペンリレー

平成２１年８月２８日、児玉純一さん、中

村豊さんと野生研に研修で来ていた、麻布大

の藤本彩乃さんとで、椎葉村にてカワネズミ

を初確認しました。事前に目を付けていた唖

谷(おしたに)川上流にかけたトラップのうち

の２つにかかりました。一つは死んでいて、

もう一つは生きた個体でした。トガリネズミ

目トガリネズミ科のカワネズミといいますが、

ネズミの仲間ではなく、モグラに近縁です。

本州・四国・九州に分布する、日本固有種で

す。半水生生活で、渓流に面した石垣や岩礫

の間等に営巣・出産し、移動や捕食はおもに

泳いで行います。水生昆虫やカエル、渓流魚

などを捕食し、ヤマメなどの養魚場に被害を

及ぼすこともあります。トラップにかかった

後、しきりに食べ続けていました。代謝が速

いようです。県内では西米良村や北郷町で確

認されており、河川渓流域にふつうにいまし

たが、河川改修などによって岸や川床までコ

ンクリートで固められ、餌となる小魚や水生

昆虫が減少し、生息数や生息地も減少してい

ます。河川渓流域の生態系の高次者として、

その存在は自然が保たれている証拠といえま

す。本県では準絶滅危惧種とされています。

次は関希美さんにお願いします。

串間 研之

「カワネズミ」

椎葉村で

初確認
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野生研のあしあと
12/ 6 MRTラジオ毎週日曜日12:30より

放送「動物カフェ」12月分収録 【竹下】

12/15 12月月例会、1４名参加。議題は、

屋久島大牟田氏提供ＤＶＤ、宮崎大学生に

よる環境教育等。

12/17 県サル被害防止総合対策検討委員

会参加 【岩本・竹下】

12/24 宮崎県森林林業活性化研究会に参

加（県議会議員連盟） 【竹下】

12/29 平成21年度ウミガメ調査報告書を

県に提出

12/29 MRTラジオ「動物カフェ」1月分

収録 【竹下】

1/10 21年度ウミガメ調査報告書を宮崎

市に提出

1/19 1月月例会、1４名参加。議題は、

博物館主催「宮崎の自然」合同発表会、カ

モシカ調査、コスタリカツアー等。

1/25 宮崎市長選挙により戸敷正市長誕生

1/31 都農町・川南町サル被害対策の指導

【竹下】

2/16 ２月月例会、1８名参加。議題は、

ウミガメ調査費、わいるどらいふ編集等。

2/23 海岸調査報告書を県に提出

2/27 南米チリでM8.8の地震発生。28日

には日本の太平洋沿岸に津波到達

３／７ 博物館主催「宮崎の自然」合同発

表会で「宮崎県の海岸の状況とアカウミガ

メの産卵場【岩切】

3/16 ３月月例会、９名参加。議題は、

海岸調査終了と報告書、宮大チャレンジプ

ログラム、軽四輪購入、養浜の状況等。

宮崎動物記録

1/26 宮崎にオオワシ来る

昨年12月下旬から日南市宮浦の国道に、

見慣れないひときわ大きな鳥が出現。調査

の結果、オオワシであることが確認されま

した。オオワシは環境省のレッドデーター

ブックでは絶滅危惧種で、国の天然記念物

にもなっています。 【宮崎日日新聞】

1/27 クロツラヘラサギ受難

宮崎市一ツ葉入り江の干潟で、越冬中の絶

滅危惧種クロツラヘラサギのくちばしに釣

り糸が巻き付いていると報道。口は 多少

開き、餌を食べることはできるようですが、

釣り糸を外す手だてはなく、体力の衰えが

心配されました。 【宮崎日日新聞】

新会員のご紹介（敬称略）

賛助会員：岩切啓吾・本木宏子・白江純美

松田史明

編 集 後 記

今号では、宮崎大学生が取り組んだ環境学習

を取り上げました。若い方々が積極的に活動

している姿に、頼もしく思いました。 末吉
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