シリーズ連載

ビオトープのいきものたち －その34－
田んぼに生息する生きものたち

さとやま自然史研究会
会長 神垣 健司

・ツチガエル
イボガエルと呼ばれることもあり、体には多数のいぼ
状の盛り上がりがあります。平地から低山地にかけての
田んぼや小川に
生 息 し、雄 は
「ギ ュ ウ、ギ ュ ウ、
ギ ュ ウ」と 鳴 き ま
す。ザ ラ ザ ラ し た
体を触ると皮膚か
ら粘液を出して、
強い悪臭を放ち
ます。

1．田んぼと生きものたちの関係
稲を栽培するためにつくられた田んぼは、安定して
水を溜めていることで、多くの生きものたちにとって格好
の生息場所になっています。併せて近年、環境意識の
高まりによって農薬の減量や無農薬栽培が広く行われ
るようになったことから、いっそう生きものたちにとって生
息しやすい環境になっています。また田んぼとため池
や川をつなぐ水路も、生きものたちにとって重要な生息
環境です。
2．田んぼを住みかとする生きものたち
田んぼに生息する生きもののうち、代表的な11種を
紹介します。

・クサガメ
淡水性のカメで、本州中部以南に分布しています。
かつて日本のクサガメは自然分布とされてきましたが、
現在では18世紀末に朝鮮半島から移入されたと考えら
れています。雑食性で、水草や水生昆虫、オタマジャク
シ、魚類などを食
べ ます。またク サ
ガ メ に よ っ て、水
田で繁殖するスク
ミリン ゴガイ（ジャ
ン ボ タ ニ シ）の 増
殖を抑えることが
報告されていま
す。

・トノサマガエル
日本を代表するカエルで、平地から低山地にかけて
の田んぼやため池に生息します。背中の中央に黄緑色
や白色の目立つ背中線があり、昆虫や蜘蛛などを捕食
します。初夏、田んぼに水が入ると集まってきて、雄が
大きな声で鳴いて
雌を呼びます。近
年、田んぼの減少
や乾田化によって
個体数が減少し、
多くの府県で絶滅
危惧種に指定さ
れています。

・シマヘビ
日本固有のヘビで、体に4本の縦縞模様が入ること
からシマヘビと名付けられました。また縞模様のない黒
化型も存在し、カラスヘビと呼ばれています。無毒です
が攻撃性が強く、
危険を感じると威
嚇行動をとりま
す。田んぼに多く
生息するカエル
を狙って、頻繁に
田 ん ぼの周 辺に
姿を見せます。

・ニホンアマガエル
緑色のカエルとしてよく知られていますが、周囲の環
境によって体色が変化し、薄茶色の体色になることもあ
ります。田んぼに水が入ると繁殖のために集まってきま
すが、それ以外の季節でも田んぼの周辺にある草むら
などに生息しています。卵は数日で孵化し、1ヶ月ほど
の 期間 で 成体に
なります。雄は「グ
エッグエッグエッ」
と 鳴 き、こ の 声 が
したら雨が降ると
こ と か ら、ア マ ガ
エルという名前が
付いたといわれて
います。

-8-

・メダカ
本州の日本海側に分布する集団とそれ以外の地域
に広く分布する集団の2種が日本に生息しています。目
が大きく、頭部の上端に位置することから「目高（メダ
カ）」と呼ばれています。田んぼに水が引かれると、水路
や小川で暮らして
いたメダカがプラ
ンクトンの豊富な
田んぼに入ってき
ます。日本各地に
広く分布していま
し た が、近 年 多 く
の地で個体数の
減少が報告され
ています。

年エビ」と呼ばれています。１ヶ月ほどの間に交尾、産卵
を 済 ま せ る と、一
斉に姿を消しま
す。田んぼに産ま
れた卵は翌春に
水が入ると孵化し
ますが、環境が十
分でないとそのま
ま何年も眠り続け
ます。
・アキアカネ
赤とんぼの仲間を代表する種で、田んぼのサイクル
に合わせた生活史を持っています。春に田んぼに水が
入ると卵が孵化し、豊富なミジンコ類を餌にして育ちま
す。夏に成虫になると避暑のために高い山の上に移動
し、気温が下がる秋に山を降りて田んぼに戻ってきま
す。そ し て 刈 り 入
れの終わった田ん
ぼで産卵します。
近年、田んぼが少
なくなり、アキアカ
ネの個体数も減少
傾向になっていま
す。

・アメリカザリガニ
北米大陸南部原産の外来種で、環境省の「生態系被
害防止外来種リスト」で「緊急対策外来種」に選定されて
います。田んぼや用水路、ため池などの浅い水辺に生
息しています。田んぼに水がないときは深い穴を掘って
その中で過ごし、
田んぼに水が入
ると姿を現しま
す。田んぼの畦に
穴 を 開 け た り、稲
の根を切ったりす
るため、農家の人
にとっては迷惑な
存在となっていま
す。

・ヘイケボタル
小川などの流水に生息するゲンジボタルに対し、ヘイ
ケボタルは田んぼなどの止水に生息しています。ゲンジ
ボタルよりも小型で、光の点滅はより速くなっています。
発生期間が長いので、初夏から夏にかけてみることがで
き ま す。か つ て 田
んぼで普通に見ら
れ ま し た が、田 ん
ぼの環境変化に
よって生息できる
環境が狭められ、
著しく個体数が
減っています。

・カブトエビ
甲殻類の中では最も原始的な種で、「生きた化石」と
いわれています。田んぼに水が入ると、卵が孵化して
１ヶ月ほど活動します。田んぼの泥に生えた雑草の芽を
食 べ、雑 草 の 生
育を抑制していま
す。また泳いで泥
をかき交わすた
め、稲の根に酸素
を送って生育を助
けます。そのため
稲 作 に と っ て、カ
ブトエビは有益な
存在といえます。

3．生きものに配慮した田んぼは理想的なビオトープ
田んぼは春から夏にかけて安定して水に満たされて
います。そのため、稲の無農薬栽培などに環境に配慮
した田んぼは生きものたちにとって格好の生息場所で
す。田んぼに水を引く小川やため池、そして水路なども
含めて、水辺の生きものたちにとっては理想的なビオ
トープになっています。新たにビオトープを整備する際
には、田んぼの配置を検討してみてはいかがでしょう
か。

・ホウネンエビ
見た感じはエビに見えますが、実際はプランクトンの
仲間です。初夏、田んぼの水温が高くなると発生し、「大
発生するとその年は豊作になる」という言い伝えから「豊
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キツツキの世界 その2 キツツキの採餌
キツツキの特徴はその丈夫な嘴で木をつつき、中に潜
む虫を食べることですが、木の実や地面にいる蟻なども
食べます。
この能力のお陰で他の鳥たちが南へ渡って行く冬も留
鳥ととして留まっていられるのです。

幌加内ビオトープ研究会代表、
日本ビオトープ協会個人会員
内海 千樫
長い舌を差し込んで蟻を食べるヤマゲラ♂

木の皮を剝いで餌を探すオオアカゲラ♀

木の皮を剝いで餌を探すアカゲラ♂

地面に降り蟻を食べるヤマゲラ♂

ニワトコの実を食べるアカゲラの巣立ち雛

ヤマゲラは他のキツツキと比べ地面で餌を捕ることが
多いです。
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ニッチ

クルミを見つけたオオアカゲラ♂

ニッチとは生態的な地位の事を言います。同じ場
所で同じ食べ物を摂る生物は1種類しか生き残れませ
ん。どちらかが生存競争に負けてしまうからです。
キツツキの種類によって、少しづつ餌の捕り方が
違っています。同じ場所で同じ物を食べているよう
に見えても、種類が違えば違ったやり方で食べた
り、時間帯をずらしたりして、お互いの活動が完全
に重ならないようにしています。
アカゲラとオオアカゲラは一見よく似ています
が、アカゲラは結構木の実や表面にいる虫を食べま
すが、オオアカゲラは、より強力な嘴で木の中にい
る虫をほじくり出して食べている様に見えます。
切り株で餌を探すオオアカゲラ

クルミを咥えて樹洞へはめ込む

カミキリムシの幼虫を探すオオアカゲラ

クルミを固定して中身を食べる

（次号・その3に続きます）
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寿恵野の自慢は地球の自慢！
ビオトープの魅力発見発信大作戦！
≪豊田市立寿恵野小学校≫
【はじめに】
私の幼少期1960年～1970年代は、豊田市の
市街地周辺でも開発はあまり進んでおらず、自然
が多く残った環境でした。夏休みは朝早くから森
でいろいろな昆虫を捕まえ、枯葉の滑り台や木登
りなど森の中を走りまわり泥だらけになり、近くの
川では魚や石の下に生息している水生昆虫や貝
などを取って、着ている服がびしょびしょになって
もお構いなしに一日中遊び、母親にはよく𠮟られ
ました。
このように、「自然の中で遊ぶ」ことで子供たち
は自然のしくみを知り、いろいろな知恵を身につ
け、成長するのだと思います。
1980年代以降は各所で開発が進み、昆虫を捕
まえて走りまわった森は宅地に、魚を取ってび
しょ濡れになって遊んだ川は、コンクリート護岸に
整備され、私の周りからは自然がなくなってしまい
ました。

日本ビオトープ協会
研修委員長・主席BA、
㈱鈴鍵 造園土木部 部長

日高 庸次
【概要】
豊田市立寿恵野小学校は、愛知県豊田市の
南部に位置し、学校の北側・南側は水田がひら
けており、東には清流矢作川が流れる自然環境
に恵まれ、生態系ネットワークの拠点となる小学
校です。
1999年3月にビオトープが完成し、2010年には
日本ビオトープ協会主催のビオトープ顕彰で顕
彰委員長賞を受賞しています。
ビオトープが完成してから約20年が経過し、ビ
オトープについて再確認する意味で「寿恵野の
自慢は地球の自慢！ビオトープの魅力発見発信
大作戦！」と題し、中間学年の4年生の子どもた
ちを中心に、1年を通して様々な角度から『寿恵
野の森ビオトープ』を観察・追究していく環境学
習活動を行いました。
【目的】
ビオトープついて興味をもち、もっと知りたい・
学びたいという意欲を高めることを目的として、
テーマを『出会う』・『追及する』・『まとめる』の3つ
に分け、段階を追ってビオトープについて学んで
います。4年生担任の先生が1年間を通してプロ
グラム内容を考え、実施しており、最終的には
「今後子どもたちが、どうビオトープと関わってい
くかについて、課題を見つけることが出来るように
する」というプログラムです。

コンクリート護岸、宅地開発の様子

各所で同じような開発が行われ都市化が進
み、子どもたちが「自然の中で遊ぶ」環境がなく
なっています。周囲に自然の多かった寿恵野小
学校も例外ではなく、500ｍ先に高速道路が開通
し、宅地開発も進んでいます。
そして、宅地開発などにより身近な自然環境が
減少している中で、都市部で環境教育を実践し
ていくことは難しいのが現状です。
それでも、学校ビオトープという狭い空間では
ありますが、生態系ネットワークの拠点として周囲
の様々なビオトープや残された自然と繋がり合う
ことで『寿恵野の森』となり、子どもたちがそこで自
然を感じ体験し知恵を身につけ、成長していると
感じます。

プログラム内容
≪出会う≫
①ビオトープって何だろう？
≪追究する≫
②ビオトープの事を知ろう
③ビオトープ魅力発信隊になろう！
④ビオトープのためにぼくたちができることを考え
よう。
≪まとめ≫
⑤寿恵野のビオトープと地球の環境を守るため
のまとめをしよう。
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今回、≪追究する≫【ビオトープの事を知ろ
う】「寿恵野の森ビオトープに込められた思い
を、ビオトープ作りに携わった人に聞こう」という
テーマの時間で、4年生3クラス115名の子ども
たちを対象に講師をさせていただきました。
協会発行の冊子『ビオトープってなぁに？』
を教科書代わりに、ビオトープについての説明
や、寿恵野小学校のビオトープはいつどのよう
な経緯でつくられたか、ビオトープをつくった時
の、生物を呼び寄せるための工夫などを絵や
写真を見せて説明しました。

環境学習の様子

【最後に】
今回環境学習を行った中間学年の4年生は
「ギャングエイジ」と呼ばれ、自分たちだけの集
団を持ちたがり、知識欲と行動欲が旺盛で、何
にでも、さわってみたい、いじってみたい、見て
みたいという知りたがり屋、やりたがり屋の時期
です。そのような時期にビオトープに触れること
は、多くの知識を吸収でき、心身の豊かな成長
につながります。そして、まだビオトープのことを
あまり知らない1.2.3年生へは環境学習で学ん
だことを教える立場として、先にビオトープにつ
いて学んだ5.6年生とは情報の共有を行い更に
知識を高め、他の学年とも交流することで、精
神的にも大きく成長していくことができると思い
ます。
今後もこのような環境教育学習を継続してい
ただき、好奇心旺盛な「ビオトープギャングエイ
ジ」が増えてくれることを願っています。

どの生徒も興味津々で話を聞き、質疑応答
の時間は、質問が次から次へと出てきて、時間
が足りないほどでした。
子供たちの質問
・生き物が暮らしていくためには、川の流れは
緩やかな方がよいか。
・池の水をきれいなまま保つにはどうしたらよい
か。
・水の流れをよくするための工夫はあるか。
・日光の当たり具合は十分か。
・ビオトープの中で一番大切なのは何か。
・外来種を減らすにはどうしたらよいか。
・いろいろな植物が生えているのはなぜか。
・生態系ピラミッドの土台を守るためにどんなこ
とができるか。
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早渕川・老馬谷ガーデン（HRG）における
学生の取り組み
1．はじめに
私は東京都市大学横浜キャンパスで活動す
る愛好会「都市緑化研究会」に所属しており、
2019年から2020年まで会長を務めていました。
都市緑化研究会の主な活動は、横浜市都筑区
にある花壇緑地「早渕川・老馬谷ガーデン」の
学生エリアの維持管理です。
早渕川・老馬谷ガーデン（HRG）は横浜市都
筑区の早渕川沿いに位置する幅8m・長さ130m
の花壇緑地で、官民学共同で維持管理を行い
地域の魅力アップを目的とする「HRGプロジェク
ト」により運営されています。
ここでは都市緑化研究会のこれまでと、これ
からの取り組みについてご紹介します。

東京都市大学 環境情報学
研究科 修士課程1年
外川 拓哉

3．都市緑化研究会の課題
活動を続けるにつれて課題も明らかになりま
した。HRGプロジェクト発足当初の活動は園路
やビオトープの造成といった、空き地を一から創
造する「創作的活動」を行っており（図2）、多く
の有志の学生が活動に参加しました。しかし、
2018年頃になると創作的活動は一段落し、「維
持管理活動」が主な活動となってからは参加す
る学生は徐々に減少しました。その結果、私が
会長に就任した際に在籍しているメンバーは30
人を超えているにもかかわらず、実際に毎度活
動に参加するのは私を含め2人のみという状態
でした。活動への参加人数が減少した理由に、
緑地の維持管理活動は大学に存在する他の
サークル活動と比較して地味、すぐに成果が出
ない、一般的に思い描かれるキャンパスライフと
かけ離れているといった印象をメンバーが持っ
ていたことが挙げられます。つまり、様々な面で
都市緑化研究会の活動は学生と相性が悪いと
言えます。

2．都市緑化研究会の発足
その起源は2017年まで遡ります。同年3月に
「第33回全国都市緑化よこはまフェア」18区連
携事業・都筑区対応の一環として、中川3丁目
早私渕川沿いの市有地に市民（事務局NPO法
人ぐるっと緑道）、都筑区役所、東京都市大学
が協力し、2017年3月の完成を目標に地域住民
や学生の集いの場となり、都市の生態系ネット
ワークの一部を形成し、花景観の演出、雨水浸
透などのグリーンインフラ機能を有する緑地を
作るプロジェクトが始動しました（飯島ら2017）。
この時に参加していた東京都市大学の飯島
研究室の学生が、後の都市緑化研究会の創設
メンバーです。

雑草が生い茂るHRGの除草活動の様子
（NPO法人 ぐるっと緑道）

早渕川・老馬谷ガーデン（HRG）学生エリア

-14-

4．新たな活動
これらの問題を解決する為、私は2019年か
ら持続的な創作的活動かつ学生との相性が良
い取り組みである「HRGの植物等を使ったクラ
フト活動と作品の販売」を開始しました。この取
り組みは多様な目的を持った学生を呼び込め
るだけでなく、活動を行ったことへの明確な対
価（売上）によるモチベーション向上、クラフトを
するために植物を栽培するという「維持管理活
動の明確目的」の提示といった複合的な効果
が期待できます。新型コロナウイルスの影響で
HRGに足を運べない状況が半年以上続きまし
たが、実家で栽培されている植物を使って押し
花やドライフラワーの製作を行い、試行錯誤し
ながら作品作りを続けました。その結果、2020
年～現在までで合計7人の新メンバーを獲得
することができました。

6．これからの活動
私が会長に就任してから行ってきたクラフト
活動はほぼ全て私一人で行ってきたため、これ
からは今まで学んできたこと、作品制作にかか
わる技術、クラフト活動を行う意義を後輩たちに
伝えていく必要があります。また、自分と他のメ
ンバーとの間に活動に対する熱量の差があるこ
とを常に意識し、メンバーが持続的に活動を続
けられるような提案をすると同時に、常に新しい
ことに取り組む姿勢の重要性を伝えることが必
要であると考えられます。
引用文献
飯島健太郎・室田昌子・吉崎真司（2017）：都筑
区の早渕川・老馬谷ガーデンプロジェクトとその
役割、東京都市大学横浜キャンパス情報メディ
アジャーナル、18号

5．横浜祭での作品販売
2022年6月11、12日の2日間、東京都市大学
横浜キャンパスで開催された横浜祭で都市緑
化研究会が製作した作品の販売を行いまし
た。完売ではありませんでしたが、約70％の作
品が売れました。
これらの活動を通して、メンバーからは「維持
管理よりも楽しかった」や「活動を行う明確なメ
リットが見つかってよかった」といった意見をい
ただきました。

横浜祭で販売した押し花を用いた商品の一例
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