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【寄稿】

昆虫の多様性に魅せられて•私の標本箱からの報告

志賀一朗

はじめに

無脊椎動物の進化の頂点にたっている昆虫類 

は、海の中と常に氷に覆われている地域を除く、 

地球上の環境に適応して生活を営んでいる。

19世紀半ばからの人為による生態系へのイ 

ンパクトは、この地球上に生息する多くの野生 

生物に影響を与えてきた。昆虫類をはじめ、多 

くの野生生物は絶滅の危機に瀕しているといっ 

ても過言ではない。

筆者は偶然にもこの世紀に生を受け、今日ま 

で昆虫の多様性に魅せられて観察を続けてき 

た。時代の証言者として、これまで歩んできた 

人生を顧みながら昆虫に興味を持ったきっかけ 

について、あるいは昆虫というキーワードを通 

しての様々な出会いについて書き記すととも 

に、生涯を通してのテーマとなった‘‘ふるさと 

野田”地方の昆虫の調査研究から、特に 12種 

類をリストアップして滅びゆく昆虫を記録して 

おきたい。さらに、地球温暖化の影響によると 

考えられる6 種類の暖地系昆虫類のことにつ 

いても触れておく。

1. 昆虫に興味を持ったきっかけについて

その第一は、少年時代に体験した野田地方の 

方言でいう「カネヤマ」釣りに熱中したことであ 

る⑴。「カネヤマ」は当地方の夏を彩るトンボ 

で、当時の少年たちのトンボ釣りの遊び相手と 

して親しまれていた。後にこのトンボの標準和 

名はギンヤンマであることを知った。

その第二は、戦前の中学2 年生の1学期か 

ら受けた博物の授業であった。当時、中学1年 

生は植物について、2 年生は動物についての授 

業であった（その後、戦争は酣となり3 年生の 

1学期から終戦までは軍需工場へ勤労動員)。 

担任の先生から夏休みの宿題に昆虫採集が課せ 

られたことによって、平山修次郎著『原色千種

昆虫図譜』（三省堂、1933年）との出会いがあ 

り、さらに級友二人と平山博物館(東京 •三鷹） 

を訪ね、そこに展示されていた国内外の昆虫標 

本の多様性に魅了された⑵⑶。この当時は、台 

湾や朝鮮半島、樺太は日本の領土であった。

筆者はこの二つの体験によって、一挙に昆虫 

少年の仲間入りを果たした、といっても過言で 

はない。当時は戦時（日中戦争〜太平洋戦争)中 

であり、昆虫閨係の情報は少なく、興風会図書 

館にも必要とする本は少なかったが、地下の図 

書室に加藤正世著『趣味の昆虫採集』(三省堂、 

1930年)があり、お借りして何回も読んだ記憶 

がある。

また年に数回、平山博物館を訪ねた折に神田 

神保町の古書店に立ち寄り、昆虫関係の古書を 

探すことが楽しみの一つであった。当時は食料 

や生活物資などと同様に「本」も欠乏していた。

昭和23(1948)年 4 月 1 日、北隆館から昆虫 

雑誌『新昆虫』が発行されることを新聞広告で 

知った。早速、定期購読者の一人となったが、 

この月刊誌は、日本昆虫学会、日本応用昆虫学 

会、日本衛生昆虫学会の三大昆虫学会が相携え 

て後援するということであった。同年8 月 15 
日には当時の目黒区長者丸にあった文部省教育 

研修所で「新昆虫読者の集い」が開催されたw 。 

講義の内容は、日本脳炎の話（東京学芸大学の 

古川晴男先生)、寄生蜂の話（東京農工大学の 

石井悌先生)、大豆の害虫の話（岡田一次先生)、 

八丈島採集行( 久保田政雄先生）などであった。 

この集いに参加できたことによって欠乏してい 

た知的な欲求を満たすことができた。講義の内 

容は、昆虫少年の筆者にとってはハイレベル 

で、理解に苦しむ事項も少なくなかったが、こ 

の貴重な経験は、後年の私自身の人生に少なか 

らぬ影響を与えた。

その後社会人となって、食品関連企業に就職 

したこともあって貯穀害虫や加工食品につく害
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虫との出会い(5)(6) があり、さらに食菌性昆虫 

との出会いもあった。

野田地方文化研究会(会長 •市山盛雄氏）は、 

昭和35(1960)年 2 月 1 日に発足した。野田地 

方の考古、歴史、地誌、民俗、及び自然等に問 

心を持つ者で組織され、同年4 月 15日の総会 

で、研究テーマが決定された。16名の会員が 

20の研究テーマを担当することになったが、 

筆者に与えられたテーマは野田地方の昆虫の調 

査研究であった（7)(8>(9)。このようなテーマが与 

えられたことによって、野田地方の昆虫類に閨 

する調査研究は、筆者の生涯を通しての中心的 

なテーマとなった。

2 . 野田地方の自然環境の保全について

昆虫類の生息地であった里山の自然環境は、 

1950年代に入ってから今日まで、開発による 

生態系への負荷、あるいは殺虫剤や除草剤など 

の農薬の大量使用によって大きな影響を受け、 

多くの昆虫類は急速に姿を消していった。この 

ような現状を観るとき、必然的に昆虫類の多様 

性を保護するための施策を行政当局に提言しな 

ければならなかった。

平成3 (1991)年 3 月 2 4 日に発足した「ミド 

リシジミを考える会」（会員：15名、代表者： 

筆者）は、市内全域のミドリシジミ幼虫の食樹 

植物であるハンノキの自生状況を調査し、その 

結果とミドリシジミに関連する事項を調査報告 

書『野田市のミドリシジミ』にまとめるととも 

に、ハンノキの保全についての「お願い」を調査 

報告書に添えて、平成4 (1992)年 2 月 2 5 日 

野田市長川島健正殿に提出した_。

(写真1) ミドリシジミの雄

また、千葉県の保護上重要な野生生物である 

「才才セスジイトトンボとコバンムシ（両種とも 

A ランクの最重要保護生物)」の生息する、市内 

船形地先の「はきだし沼」の自然環境を保全する 

ことにっいても同会から平成8 (1996)年 9 月 

2 4 日付けで「お願い」を野田市長根本崇殿に堤 

出した。この2 件にっいては、根本野田市長の 

ご英断で都市計画に組み入れられ、概ね「お願 

い」に沿った形で保全策が講じられている（11>。 

その後、環境省は、生物の生息地として規模の 

大きな湿地や希少種の生息する湿地などの重要 

湿 地 • 500ケ所を選定し、平 成 13 (2001)年 

10月 11日に公表した。「はきだし沼」は重要湿 

地の一っに選定されたが、その選定理由は「オ 

オセスジイトトンボ、コバンムシ」の生息地と 

しての重要性が評W されたことによる。

「はきだし沼」に内蔵されている生態系は、 ト 

ンボ類をはじめ水生力メムシなど水生昆虫類の 

宝庫であり、千葉県北西部地方を代表する優れ 

た自然は、後世に伝えなければならない自然遺 

産であると考える。

3 . 自然環境保全基礎調査

①動植物分布調査

筆者は、第 4 回自然環境保全基礎調査の一環 

として行われた、動植物分布調査(全種調査)昆 

虫類のうちチョウ類の調査に参加した。調査協 

力者は全国で421名、千葉県の協力者は12名 

であった。

この基礎調査の動植物分布調査報告書(昆虫 

(チョウ）類 ）は、平成 5 (1993)年 3 月に環境 

庁自然保護局から発行された（12)。

②生物多様性調査

筆 者 は 、平 成 9 (1997)年 か ら 平 成 10 
(1998)年に行われた動物分布調査のうち、昆 

虫（チョウ類、 トンボ類、セミ•水生半翅類)の 

3 部門の調査に参加した。千葉県で調査に協力 

された方は、チョウ類13名、 トンボ類8 名、 

セミ•水生半翅類7 名であった。

それぞれの調査報告書は、平成 14 (2002)年 

3 月に環境省自然保護局生物多様性センターか
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ら発行された（13)(14>(15)。

③千葉県の保護上重要な野生生物—
千葉県レッドデ一夕ブック一動物編

上記の千葉県レッドデ一タブック動物編は、 

千葉県環境部自然保護課から平成12(2000)年 

3 月に発行されたが、筆者は作成協力に名を連 

ねることができた。

4 . 昆虫というキ一ワードを通しての 

三つの出会い

その1 .月刊『現代』の取材を受ける 

平成元(1989)年9月 1日講談社発行の『現代』 

は、共感大特集を編集した。一流企業「ァリギ 

リス社員」100人の生き方革命•仕事ばかりが 

人生じやない「しなやかな遊び心」持っています 

か、という見出しを付けて、ソフト化経済セン 

夕一専務理事の日下公人氏が監修された。

「人間」についての企業の新しい価値観とは何 

かといえば、それはつまり、現代のビジネスマ 

ンは、ただ猛烈に仕事をするだけでなく、「遊 

び」の感覚や文化的な触覚が必要であるという 

ことだ、と述べている。筆者はこの特集記事「と 

ことんこだわれ！」の項で、典型的な集中型の 

例として「昆虫標本づくり」と昆虫標本箱に囲ま 

れた写真が紹介された。

『現代』の記者•武内孝夫氏の取材を受ける 

きっかけとなったのは、当時勤務していたキッ 

コーマン（株 ）発行の社内報(平成元（1989)年 

1月号と2 月号) の特集記事、キッコーマンギ 

ネスの中で第一回キッコーマンギネス特別賞を 

受賞したことによる。

その2. 九州大学名誉教授白水隆先生からの 

お手紙

白水隆先生はチョウ類研究の世界的権威とし 

て知られ、国際鱗翅学会会長、日本鱗翅学会会 

長、日本昆虫学会会長などの要職を歴任され 

た。

先生からのお手紙は、平成4 (1992)年 3 月 

2 2 日に拝受した。その内容は「私の友人、久保 

田正秀さんのご好意で御発行の“野田市のミド

リシジミ” の御寄贈を頂きました。拝読しまし 

たが、立派な報告書ができた事をお慶び申上げ 

ます。資料としても立派なもので、研究上にも 

役に立つと認められますので、この中の報文を 

日本産蝶類文献目録に採録したく思います。文 

献目録印刷の際に著者名にフリガナを付ける予

定ですが....... 」という内容であった。早速、お

礼のお手紙と著者名にフリガナを付けてご返信 

した。

久保田正秀氏は、元ミドリシジミを考える会 

の会員で、現在財団法人自然環境研究センター 

研究本部長の要職にあられる。

その3 .定年後、農林水産省蚕糸農業技術 

研究所との共同研究に參加 

農林水産省は、平成 5 (1993)年から産•学• 
官を包含した「昆虫の利用技術の開発に関する 

プロジヱクト研究」を発足させた。地上最大の 

未利用資源を活用する昆虫産業は、民間企業か 

らは17社が参加してスタートした。

定年後このプロジェクトに参加するため、 

キッコーマン（株 ）関連企業の財団法人野田産 

業科学研究所に在籍した。農林水産省蚕糸昆虫 

農業技術研究所. 生体情報部( 茨城県っくば市) 
との共同研究は、昆虫の抗菌性蛋白質に関する 

ことであった。実験に用いた昆虫はカイコガ科 

Bombycidae の カ イ コ (Linnaeus, 
1758)で、共同研究期間は前後約8 年間であっ

ナ，(16)(17)

5 .野田地方で採集した昆虫類のうち特に 

リス卜アップしておきたい12種について

I . トンボ目Odonata 
①マルタンヤンマ 

Anaciaeschna m artini (Selys.l 897)
本種はヤンマ科 Aeschnidaeに属し、日本で 

は岩手県から鹿児島県種子島、屋久島までの記 

録があるが、産地は限定され、特に北部では稀 

な種である。

当地方からの唯一の記録は、平成 16(2004) 
年 8 月 4 日に市内清水在住の戸辺義広氏が自 

宅の庭木に静止していたI d を採集され、筆者
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に分与された（18>。本種は千葉県の保護上重要 

な野生生物一千葉県レッドデータブック一動物 

編によると、 C ランクの要保護生物に選定され 

ている。標本は野田市郷土博物館に収蔵されて 

いる。

②ヤブヤンマ

Polycanthagyna melanictera (Selys,l 883)
本種も前種と同様ヤンマ科Aeschnidaeに属 

し、日本では青森県から沖縛本島まで分布す 

る。木陰の多い池沼や人工的な庭の池など、植 

物性沈積物の多い閉鎖系の小水域からも幼虫が 

発見されている。

筆者は自宅の池に飛来した 1早を平成6 
(1994)年 6 月 2 6日に採集した。これは野田市 

における最初の記録である。その後、同池に飛 

来した2早早と池の中から幼虫(5exs)を採集し 

た（19)。羽化殻と成虫の標本は野田市郷土博物 

館に収蔵されている。

③べツコウトンボ

Libellula angelina Selys,1883
本種はトンボ科Libellulidaeに属する中型の 

トンボで、日本では宮城県から鹿児島県種子 

島、屋久島までの記録があるが産地は極めて限 

定されている。かつては千葉県内にも市川市の 

じゅんさい池、当時の長生村水口、茂原市など 

に生息していることが知られていたが、昭和 

63 ( 1988)年の印旛沼の記録を最後に千葉県か 

らは絶滅した（2Q)。

千葉県レッドデータブック動物編によると、 

本種はX ランクの消息不明•絶滅生物に、環 

境省編レッドデータブック昆虫類によると、絶 

滅危惧 I 類 （CR+EN )にランクされている。

当地方からは2早早が記録されているが、そ 

の 1例は、筆者が野田市中野台字思谷津で昭 

和 22 (1947)年 4 月 2 7 日に採集(水田の畦に 

挿してあった竹棒、高さ約1.5mの先端に翅を 

広げて静止していた）した（21)。この標本は野田 

市郷土博物館に収蔵されている。

他の 1例は、我孫子市在住の根本末氏によっ 

て昭和40 (1965)年 6 月 2 6日に野田市瀬戸か 

ら採集されている（22)。

©ヒメアカネ

Sympetrum parvu/um (Bartenef, 1912)
本種も前種と同様トンボ科Libellulidaeに属 

し、水生植物の繁茂する滲出水のある湿地に生 

息し、若い個体は少し離れた湿地の周辺の林な 

どで見られる。小型のアカトンボで腹長は 

20mm内外である。

国内では、北海道から九州まで分布するが、 

南西諸島からの記録はない。

現在野田市内の生息地としては、ニッ塚の湿 

地が唯一の生息地であるが、近年この湿地周辺 

の自然環境は、開発によって変貌し、湿地は大 

部分埋め立てられて大きく破壊された。近い将 

来、野田市の個体群は絶滅の恐れがあり、大変 

危惧される。

筆者が野田市ニッ塚で採集した標本は、下表 

のとおりである。ただし、* 印を付けた標本は、 

現在野田市郷土博物館に収蔵されている。

No. 採集地 採集年月日 採集頭数 採集者 備考

1 ニッ塚 1996.7.28 1d 1 孚 志賀一朗 氺

2 \、 1996.7.28 1 早 採集者所蔵

3 \、 1996.9.29 1ダ 氺

4 v\ 1997.8.23 1W1孚 氺

5 \、 1997.8.23 1 d ' 採集者所蔵

6 \、 1999.9.4 1ダ 氺

本種は千葉県内からの記録は少なく、野田市 

以外では船橋市、佐倉市、市原市、大多喜市か 

らの記録があるだけである（23)。すでに市川市 

大町公園付近の本種は絶滅した（24>。

ヒメアカネは千葉県レッドデータブック動物 

編によると、A ランクの最重要保護生物に選定 

されている。

II. カメムシ目 Hemiptera 
①八ルゼミ

Terpnosia vacua (Olivier,1790)
本種はセミ科Cicadidaeに属し、野田地方 

では最も早く出現する小型のセミで、4 月下旬 

から鳴き始め、発生のピークは5 月中旬頃であ 

る。松林の梢でムゼームゼーと鳴く。赤松を好 

む傾向が強く、幼虫の「ぬけがら」も地上5 〜 

6m の赤松の幹に多い。成虫の採集は容易では
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ない。

ハルゼミのことについては、北総昆虫談話会 

会誌『昆ぶくろ』に「ハルゼミについて考える」と 

いうテ ー マ で 所信を述べた（25>。

近年、松くい虫（穿孔性甲虫）の被害を受け 

て立ち枯れする松が目立ち、特に赤松にその被 

害が多い。利根運河の堤防に隣接して東京理科 

大学付属理窓会記念自然公園がある。この公園 

内には植林された樹齢およそ一世紀に達する赤 

松と黒松の混合林があつたが、近年数十本の赤 

松はすべて枯死し、伐採された。かつてこの松 

林にはハルゼミの発生が継続して観察された 

が、現在発生は認められない。

千葉県レッドデータブック動物編によると、 

A ランクの最重要保護生物に選定されている。

現在野田地方のおもな生息地は、千葉力ント 

リークラブ川間コース内の松林と紫カントリー 

クラブすみれコース内の松林である。いずれの 

生息地も個体数は少ない。

野田地方で記録したハルゼミの採集品は、下 

記のとおりである。標本は野田市郷土博物館に 

収蔵されている。

No. 採集地 採集年月日 採集頭数 採集者 備考

1 中野台 1947.5.10 1 早 志賀一朗 成虫

2 下三ケ尾 1999.5.12 1 ? ぬけがら

3 1999.5.21 1 罕

4 1999.5.23 1 早

5 2000.5.10 1 ダ

6 2000.5.16 1 o M 罕

②コパンムシ

llycoris exdamationis Scott,1874 
本種はコバンムシ科 Naucoridaeに属する小 

判型をした水生力メムシで、光沢のある緑褐色 

をしている。水中を活発に泳ぎ回って昆虫や小 

魚を捕食する。ヒシやヒルムシロなどの浮遊植 

物の生育する池沼に生息するが、近年生息地は 

激減し、千葉県内の生息地としては、当市船形 

地先の「はきだし沼」だけである。「はきだし沼」 

はヒシがよく繁茂し、夏季にはヒシの葉が沼の 

水面を覆う。

筆者はこの沼で若齢及び終齢幼虫各2 頭を

採集しているが、その詳細は下表のとおりであ 

る。

No. 採集地 採集年月日 幼虫の齢期 採集頭数 採集者

1 船形 2003.7.17 若齢 lex 志賀一朗

2 2003.7.22 終齢 lex

3 2003.8.3 若齢 lex

4 2003.8.4 終齢 lex

上記の記録の一部については、『房総の昆虫』 

に発表した(26)。標本は野田市郷土博物館に収 

蔵されている。

I I I .アミメカゲロウ目Neuroptera
①オオツノトンボ

Protidricerusjaponicus (MacLachlan, 1891) 
本種はッノトンボ科Ascalaphidaeに属し、 

日本では本州、四国、九州に分布するが、個体 

数は少ない。おもに丘陵地から山地にかけて記 

録されている。

筆者は野田市ニッ塚の雑木林で、平 成 16 
(2004)年 6 月 15日 1早を採集しているが、こ 

れは当地方における唯一の記録である（27>。今 

回のように平地から記録された例は比較的稀な 

のではないかと思われる。標本は野田市郷土博 

物館に収蔵されている。

②キパネツノトンボ

Ascalaphus ramburi MacLachlan.l 875
本 種 も 前 種 と 同 様 ッ ノ ト ン ボ 科  

Ascalaphidaeに属し、日本では本州と九州に 

分布するが、産地は局限されている。

野田地方では記録が少なく、筆者は1957〜 

1958年に、次の4 頭の標本を採集している。 

その後、当地方からの記録はなく、すでに絶滅 

したものと考えられる。

これらの標本は、すべて野田市郷土博物館に 

収蔵されている。

No. 採集地 採集年月日 採顏数 採集者 備 考

1 中根 1957.5.18 1ゴ 志賀一朗

2 1957.5.20

3 W 1958.5.25 1早 \、
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IV .コウチュウ目Coleoptera 
①八ネスジヒメマキムシ

Dienerella costipennis (Reitter.l 877)
本種はヒメマキムシ科Lathridiidaeに属す 

る食菌性の微小甲虫で、体長は1.5〜 1.8mm 
である。幼虫、成虫はともに、わが国の醸造食 

品の製造に沉用されている黄麹菌（オリゼ一群） 

に分類されているAspergillus oryzaeあるい 

はAspergillus Sojaeの分生胞子を好んで食害 

す る （28K29)

この微小甲虫は、昭和41(1966)年 5 月下旬 

頃、市内上花輪の醸造工場の製麹室内から採集 

された。分生胞子が大量に付着した柱の天井に 

近い場所に、リング状のコロニーを作って生息 

していた。

千葉県における唯一の標本は、野田市郷土博 

物館に収蔵されているが、採集データは次のと 

おりである。

採集地 採集年月日 採集頭数 採集者 備考

上花輪 1966.8.5 i c m 志賀一朗 成虫

本種の同定については、国立科学博物館動物 

研究部昆虫研究室の中根猛彦博士にお願いし 

た。同定の労を煩わした中根猛彦博士に深謝申 

し上げる。

(写真2) 八ネスジヒメマキムシ

V . チョウ目 Lepidoptera 
①シルビアシジミ 

Zizina otis emelina ( de I ’Orza,1869)
本種はシジミチョウ科Lycaenidaeに属する 

小型の蝶で、栃木県付近が北東限にあたり、そ 

れ以南の本州、四国、九州、西南諸島に分布す 

る。国外では東洋区とオーストラリアの熱帯地

方に広い分布圏がある。幼虫はマメ科のミヤコ 

グサなどを含草としている。

当地方の生息地であった江戸川堤防は、水害 

を防ぐための大規模な改変と長年に亘る除草剤 

の散布の影響を受けて姿を消した。当時の建設 

省は、堤防ののり面を保護するために敷いた芝 

生などでの雑草駆除は河川の維持管理のため欠 

かせないとして年二回程度、時期に応じてプリ 

マトール、シマジン、ブラスコンといった除草 

剤を使用していた。その後、河川の水質汚染を 

防ぐため、除草剤散布の中止を求める市民運動 

に対応して、建設省は堤防での除草剤散布を中 

止した。平成2 (1990)年4 月のことである（3{))。

筆者が野田地方で採集した本種の記録は、下 

表のとおりである。初記録については新昆虫に 

発表した(31)。

No. 採集地 採集年月日 採集頭数 採集者 備 考

1 岩名 1953.7.15 志賀一朗

2 \、 1954.7.4

3 w 1954.7.18 i 早

4 座生 1960.5.1 1 -

これらの標本は、いずれも野田市郷土博物館 

に収蔵されている。

千葉県レッドデータブック動物編によると、 

本種はA ランクの最重要保護生物に選定され 

ている。

②オオウラギンヒヨウモン

Fabriciana nerippe (C.et R.Felder,1862)
本種はタテハチョウ科Nymphalidaeに属し、 

幼虫はスミレ科のスミレを食草としている。か 

つては日当たりのよい草原や河原、堤防などに 

生息していたが、多くの生息地は開発によって 

失われた。近年千葉県内からの記録はなく、す 

でに千葉県内からは絶滅したものと思われる。

当地方で採集した標本は、千葉県立中央博物 

館会讓室で平成10 (1998)年 10月 18日（日） 

午後 1時から開催された千葉県昆虫談話会の例 

会の席上で回覧した(32)。

千葉県レッドデータブック動物編によると、 

本種はX ランクの消息不明•絶滅生物に選定さ 

れている。また、環境省編レツドデ一夕ブック
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昆虫類によると、絶滅危惧 I 類 (CR+EN)にラ 

ンクされている。

筆者が野田地方で採集した本種の記録は、下 

表のとおりである。

No. 採集地 採集年月日 採_ 数 採集者 備 考

1 座生 1947.8.23 1 ネ 志賀一朗

2 \、 1948.7.29 、、

3 v\ 1953.7.15 1W2早早 、、

これらの標本はいずれも野田市郷土博物館に 

収蔵されているが、恐らく県内産唯一の標本と 

思われる。

③才オムラサキ

Sasakia charonda charonda (Hewitson, 
[1863 ])
本種は昭和32(1957)年 10月 5 日、日本昆 

虫学会の決議により、「国蝶」に選定された日本 

を代表する蝶である（33)。前種と同様タテハ 

チョウ科Nymphalidaeに属し、幼虫の食樹植 

物は、ニレ科のエノキである。おもに4 齢幼虫 

で越冬し、成虫はクヌギなどの樹液に集まる。

当地方の採集記録は、下表のとおりである 

が、いずれもクヌギの樹液に飛来した個体を採 

集した。

その後、当地方からの目撃または採集記録な 

く、絶滅したものと思われる。

No. 採集地 採集年月日 採集頭数 採集者 備 考

1 中野台 1955.7.21 1ゴ 志 賀 勝

2 1955.7.30 志賀一朗

3 v\ 1955.8.9

4 下三ケ尾 1958.7.16 1 ^

5 中野台 1960.7.10

千葉県レッドデ一夕ブック動物編によると、 

本種はB ランクの重要保護生物に選定されて 

いる。また、環境省編レッドデ一夕ブック昆虫 

類によると、準絶滅危惧(NT)にランクされて 

いる。標本は野田市郷土博物館に収蔵されてい 

る0

6 . 野田市で記録された暖地系の昆虫類

近年、地球温暖化の影響を受けて暖地系昆虫 

類の北上が数多く報告されている。当地方の事 

例をまとめて記録しておく。

①クマゼミ

Cryptotympana facialis (Walker, 1858)
本 種 は カ メ ム シ 目 Hemipteraセミ科  

Cicadidaeに属する蝉で、従来、東京以西の本 

州、四国、九州、対馬、種子島、屋久島、 トカ 

ラ列島、奄美大島、沖織本島、久米島、宮古島、 

石垣島、竹富島、西表島、波照間島、与那国島 

に分布することが知られている。

日本に分布するセミ類は、2001年に石川県 

金沢市でスジアカクマゼミCryptotympana 
atrata (Fabricius,1755)の生息が確認された 

が、これを含めて36種が記録されている。こ 

の蝉は、大陸系のセミで樹木が持ち込まれた際 

に一緒についてきたと見られている。韓国や中 

国華北、華中では市街地にも多いという。日本 

の他、朝鮮半島から中国、台湾、インドシナ半 

島北部にかけて広い分布圏がある。

セミ類の分布拡大の要因には、気温の上昇に 

伴う地球温暖化の影響もあるが、樹木の植栽に 

よる明らかに人為的な移入による影響も考えら 

れる。後者の事例としては、上記のスジアカク 

マゼミの例があるが、その他に、奄美大島から 

千葉県南房総市白浜地区にサルスベリの苗木d够  

入された際、土中にクロイワックックVWfeAnuaa 
kuroiwae Matsumura,1917の幼虫が紛れ込ん 

でいたと見られ、これが発生して話題となつ 

た。現在はこの地域に定着し、発生を繰り返し 

ている。ックックボウシMeimuna opalifera 
(Walker, 1850)の近縁種で「ギリイー、ギリ 

イー、グエッ、グエッ」とカエルのように鳴く例。

近年、地球温暖化の影響を受けてクマゼミは 

さらに北上し、日本海側では新潟県長岡市や三 

条市、太平洋側では茨城県北茨城市などからも 

鳴き声の情報が寄せられている。

本種の鳴き声は、擬声語で表現するとシャ

ア、シャア 、ワシワシワシ である

が、野田地方から初めて記録されたのは、昭和

105



33 (1958)年 8 月 15日午後1時頃、野田市中 

野台からである（35)。その後、2000〜 2003 
年にも鳴き声が記録されている（36>。

②ヨコブナサシガメ 

Agriosphodrus dohrni (Signoret,1862) 
本種はカメムシ目Hemiptera、サシガメ科 

Reduviidaeに属する大型のサシガメで、公園 

や神社などの人里的環境のサクラやエノキの樹 

幹に発見されることが多い。幼虫は厳冬期でも 

南向きの樹幹の窪んだ所にコロニーを作って生 

息している。肉食性で、長い口吻を各種の昆虫 

の体に刺し体液を吸う。

当地方における最初の記録は、筆者が平成 

17 (2005)年 10月 6 日、市内船形の香取神社 

境内に建立されている鳥居の石柱で、3 齢幼虫 

lex•を採集したことによる。その後、同年10 
月から11月にかけて市内の小山、木野崎、西 

三ケ尾地域を調査した。その結果は下表のとお 

りである。

調査地 調査年月日 ステージ コロニべ総i M m m

小山 2005.10.20 3 齢幼虫 2 ：18exs. サクラ

西三ケ尾 2005.10.21 3 齢幼虫 3 : 31exs. クヌギ

木野崎 2005.10.28 3 〜5齢幼虫 5 ： 47exs. サクラ

\\ 2005,11.9 3〜 5齢幼虫 8 ：lOexs. サワラ

この調査によって18コロニー、201個体を 

記録することができた。野田地方にも本種が進 

入し、定着していることが判明した。調査の結 

果については、『房総の昆虫』に発表した(37)。標 

本は野田市郷土博物館に収蔵されている。

③ビロ一ド八マキ

Cerace xanthocosma Diakonoff,1950 
本種はチョウ目Lepidoptera、ハマキガ科 

Tortricidaeに属する昼飛性の蛾であるが、灯 

火にも飛来する。本州の太平洋側では房総半島 

以西から、日本海側では能登半島以西から記録 

されている。幼虫の食樹植物はカエデ類、アセ 

ビ、ツバキ、カシ類である。幼虫で越冬し、成 

虫は夏季と秋季に出現する。

本種の当地方における記録は次のとおりであ 

る。この記録については、『房総の昆虫』に発表

した(38)。標本は野田市郷土博物館に収蔵され 

ている。

No. 採集.目雜 機備月日 採集.目i t 麟•目撃者 備考

1 三ツ堀 2006.9.15 1早 志賀一朗 目撃

2 中野台鷓町 2006.9.29 1W w 採集

④ナガサキアゲ八 

PapiHo memnon thunbergii 
von Siebold,1824
チョウ目 Lepidoptera、アゲハチョウ科 

Papilionidaeに属する大型の黒いアゲハチョウ 

で、食樹植物はユズ、ナツミカン、ウンシュウ 

ミカン、ザボン、キンカンなどの栽培ミカン類 

である。蛹で越冬する。

当市における本種の目撃記録としては、すで 

に報告がある（39)。筆者にも下表の記録がある 

のでまとめておく。下表の一部は『房総の昆虫』 

に発表した（4(\

No. 採集. 目_ 酸.目撃欄 採集，鼸 採集•目撃者 備考

1 中野台鷓町 2007.5.20 1早 志賀一朗 採集

2 2007.6.16 1早 目撃

3 2007.6.27 1罕 V.

4 2007.7.6 1早 \\

5 2007.8.25 1早 採集

6 2007.8.29 1W V.

7 2007.10.31 1早 \\

8 2007.11.12 1ピ v\

採集標本は野田市郷土博物館に収蔵されてい 

る。

⑤ムラサキツパメ

Narathura bazalus turbata (Butler,[1882]) 
本種はチョウ目Lepidopteraシジミチヨウ 

科 Lycaenidaeに属し、幼虫はマテパシイ、シ 

リブカガシを食樹植物としている。同属のムラ 

サキシジミ Narathura japonica (Murray, 1875) 
と同様成虫で冬を越す。

野田市中野台地域には、工場周辺を防風、防 

火林としてマテバシイがおよそ200本植栽し 

た地域がある。ここが本種の発生地で、新葉か 

ら終齢幼虫を、また葉上に静止していた成虫を
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次の表のとおり採集したので記録しておきた 7 . 市民コレクション展のこと

No. 採集地 採集年月日 採集頭数 採集者 備 考

1 中野台 2005.9.18 志賀一朗

2 、、 2005.9.30 、、

3 v\ 2005.10.12 3exs w 終齢幼虫

上記のデータについては、ツマグロヒョウモ 

ンの採集記録と併記して『房総の昆虫』に発表し 

た(41>。標本は野田市郷土博物館に収蔵されて 

いる。

⑥ツマグロヒヨウモン

Argyreus hyperbius hyperbius
(Linnaeus,1763)
本種はチョウ目Lepidoptera夕テハチョウ 

科 Nymphalidaeに属し、従来から東海から近 

畿以西の本州、四国、九州、南西諸島に分布す 

ることが知られていた。国外ではアフリカ北東 

部から東洋区の熱帯、亜熱帯地域を経てニュー 

ギニアからオーストラリアに至る広い地域に分 

布することが知られている。幼虫の食草は夕チ 

ツボスミレ、スミレ、パンジーなどのスミレ類 

である。

本種が野田地方から初めて記録されたのは、 

当市清水在住の柳澤勉氏によって、2000年 9 
月 16日野田市吉春で1Wを目撃(写真撮影）さ 

れたのが最初である（42)。その後、筆者は下表 

のとおり採集しているので記録しておく。

No. 採集地 採集年月日 採集頭数 採集者 備 考

1 ニッ塚 2005.10.20 2 d V l早 志賀一朗

2 2005.10.23 1 早 w

3 2005.11.2 3 o V w

当地方における2005年秋期の発生量は、異 

例と思われる。採集した地域には北米原産の帰 

化植物セイタ力アワダチソウ（キク科)の群落が 

あるが、いずれの個体もこれに訪花していた。 

採集品はいずれも新鮮な個体であった。

上記の採集記録については、ムラサキツバメ 

の報文と併記して『房総の昆虫』に発表した。標 

本は野田市郷土博物館に収蔵されている。

野田市郷土博物館主催による平成20 (2008) 
年度第2 回企画展•市民コレクシヨン展「昆虫 

採集70年〜志賀一朗さんがみつめた野田市の 

自然〜」は、7 月2 0日（日）から10月6 日（月） 

まで6 9日間（開館日数）開催された。入館者数 

は 6,519人、会期中の一日平均入館者数は 

94.5人とのことであった。両親に連れられた幼 

稚園児から昔の昆虫少年の方々まで、また千葉 

県昆虫談話会会員の方々、元ミドリシジミを考 

える会会員の方々、昔の職場の上司や同僚の 

方々など、多くの方々と旧交を温め、交流を深 

めることができた。

近年は絶滅危惧種といわれている、貴重な現 

役の昆虫少年•二人との出会いもあった。最近 

読んだ本の一冊に『「脳化社会」の子どもたちに 

未来はあるか•虫捕る子だけが生き残る』があ 

る。“永遠の昆虫少年”3 人が語る、虫の眼で見 

た教育と社会、環境論で「大事なことは、みん 

な虫に教えてもらった！」と。その3 人とは養 

老孟司(解剖学者) / 池田清彦（生物学者）/奥  

本大三郎（仏文学者）の 3 氏である。この虫好 

きの3 人の蕰蓄のある撒談は興味が尽きない。 

ご一読をお勧めしたい（小学館 101新書で 

2008年 12月 6 日発行)。

この企画展については、マスコミ関係者から 

の取材も受けた。特に9 月 2 2日（月）の午後0 
時 15分から放映された市民コレクシヨン展に 

関するN H K総合テレビのニュースは反響が大 

きく、翌 2 3日は秋分の日で祝日ということも 

あって多くの方々のご来館をいただいた。東 

京 •八王子市からご夫妻でご来館された方とも 

お会いした。

また、ご来館いただいた方々から企画展に関 

する感想や貴重なご意見、写真撮影された昆虫 

の同定依頼など、はがきや封書、F A Xでたく 

さんいただいた。また、筆者と同様、少年時代 

に東京•三鷹(井の頭公園池畔)の平山博物館を 

何回も訪ねたことがあるという方からもお手紙 

をいただいた。多くの方々との貴重な交流がで 

きたこと、また昆虫をとおして多くのことを学 

ぶことができたことを大変幸せに思う昨今であ
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る。

開催初日は、午後 1時 30分から約2 時間、 

市民会館•松竹梅の間で寺子屋講座が開催され 

た。出席者は約30名であった。講師を依頼さ 

れた筆者は、「昆虫の多様性に魅せられて〜私の 

標本箱からの報告〜」というテ ー マ で レジュメ 

を 作 成 し 、昆 虫 標 本 〔ミ ド リ シ ジ ミ  

Neozephyrusjaponicus (Murray, 1875) の雌  

雄 と シ オ カ ラ ト ン ボ 属 Genus Orthetrum 
Newman, 1833、3 種の雌雄.シオ力ラトンボ 

Orthetrum albistvlum  speciosum  (Uhler, 
1858)、シオヤトンボ  Orthetrumjaponicum 
japonicum  (Uhler,1858)、オオシオカラトン 

ボ Orthetrum triangulare melania (Selys, 
1883)、さらに野田市から絶滅が危惧されるヒ 

メ ア カ ネ  Sympetrum parvulum (Bartenef, 
1912)の雌雄〕を準備して出席した。以前は身 

近に見られた普通種のシオ力ラトンボや絶滅が 

危惧されるヒメアカネ、野田市の蝶を代表する 

ミドリシジミなどを参考までに回覧して話題を 

提供した。

(写真3) 寺子屋講座の様子

時間の関係もあって、大部分は割愛せざるを 

得なかったので、今まで歩んできた人生を振り 

返りながら、野田地方の自然史という視点から 

記憶にある事象をまとめておくことも無意味で 

はないと考え、敢えてこの報文をまとめた次第 

である。

( 1 )志賀一朗（1997)「かねやま釣り」のこと，市民がつ 

づる郷土への想い一写真が語る野田の歴史と文化： 

146野田市郷土博物館.
( 2 )志賀一朗（1998)—冊の昆虫図譜，昆ぶくろ(4 ) : 

9-19北総昆虫談話会.
( 3 )志賀一朗（1999)続「一冊の昆虫図譜」，昆ぶくろ 

(6): 24-29北総昆虫談話会.
( 4 )新昆虫編集部（1948)「新昆虫」読者の集い印象記， 

新昆虫（1 )6 :裏表紙，北隆館.
( 5 )志賀一朗（1991)麹虫のこと，かつしか台地2:

2-6野田地方史懇話会.
( 6 )志賀一朗（1988* 1989)加工食品につく害虫につい 

て，キッコーマン技術情報 (78)：18-19, (79)： 
18-19，(80)：18-19, (81)：18-19,キッコーマ 

ン(株)加工用販売部.
( 7 )志賀一朗（1962)野田地方に分布する昆虫類•第一 

報蝶類の分布，野田文化4 ： 2-45野田地方文化研 

究会.
( 8 )志賀一朗（1963)野田地方に分布する昆虫類•第二 

報せみ類の分布，野田文化9 :卜16野田地方文化 

研究会.
( 9 )環境庁（1980)日本の重要な昆虫類(南関東版）•第 

2 回自然環境保全基礎調査動物分布調査報告書(昆 

虫類）1978千葉県：8「セミ類」• 9「蝶類」.
(1 0 )ミドリシジミを考える会（1992)調査報告書『野田 

市のミドリシジミ』，1-108自刊.
(1 1 )志賀一朗(1999)ふるさとの昆虫*21世紀への継承， 

房総の昆虫（21)：60千葉県昆虫談話会.
(1 2 )環境庁自然保護局（1993)第4回自然環境保全基礎 

調査動物分布調査報告書（昆虫（チョウ）類 ）： 

1-357.

(13 ) (財) 自然環境研究センター（2002)生物多様性調査 

動物分布調査•昆虫(チョウ)類報告書：3-369環 

境省自然環境局生物多様性センター.
(14 ) (財) 自然環境研究センター（2002)生物多様性調査 

動物分布調査•昆虫（トンボ)類報告書：3-274環 

境省自然環境局生物多様性センター.
(15 ) (財) 自然環境研究センター（2002)生物多様性調査 

動物分布調査•昆虫(セミ•水生半翅)類報告書：

3-135環境省自然環境局生物多様性センター.
(1 6 )原精一 •志賀一朗[野田産研] •山川稔[蚕糸昆虫 

研] (1994)カイコ由来の新規抗菌性夕ンパク質 

Bomocinの構造，日本蚕糸学会第64回学術講演 

会講演要旨集14, 43.
(1 7 )原精一•志賀一朗[野田産研]• 山川稔[蚕糸昆虫 

研] (1995)カイコから単離された新規抗菌性ぺプ 

チド，日本蚕糸学会第65回学術講演会講演要旨 

集 14, 47.
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(1 8 )志賀一朗（2005)野田市で初めてマルタンヤンマを 

採集，房総の昆虫(34) ： 41千葉県昆虫談話会.
(1 9 )志賀一朗（1995)野田市で初めてヤブヤンマを採 

集，房総の昆虫（13) ： 2-3千葉県昆虫談話会.
(2 0 )千葉県環境部自然保護課(2000)千葉県の保護上重 

要な野生生物一千葉県レッドデ一夕ブック一動物 

編 ：195千葉県.
(2 1 )志賀一朗（1995)野田地方における昆虫類の衰亡， 

かつしか台地10:11(5)-12(4)野田地方史懇話会.
(2 2 )枝重夫（1967)千葉県の蜻蛉一第 3報一，千葉県 

動物誌基礎資料第6集 ：51.
(2 3 )松木和雄•宮崎俊行•斎藤洋ー•塊真史 •小口岳 

史 （1993)千葉県の蜻鈴，湘南昆⑶：85-86相湘 

南昆虫研究会.
(2 4 )千葉県環境部自然保護課(2000)千葉県の保護上重 

要な野生生物一千葉県レッドデータブック一動物 

編 ：201千葉県.
(2 5 )志賀一朗（1998)ハルゼミについて考える，昆ぶく 

ろ5 :1 卜17北総昆虫談話会.
(2 6 )志賀一朗（2006)野田市で採集したコバンムシにつ 

いて，房総の昆虫(36) ： 38-39千葉県昆虫談話会.
(2 7 )志賀一朗（2005)野田市で未記録のオオツノトンボ 

を採集，房総の昆虫(34): 41千葉県昆虫談話会.
(2 8 )志賀一朗（1955)ハネスジヒメマキムシの食性，昆 

虫と自然（1)7 ： 36 ニュー•サイエンス社.
(29) 志賀一朗 <1955)ハネスジヒメマキムシに関する知 

見，昆虫と自然(1)12:30-31ニュー•サイエンス社.
(3 0 )朝日新聞（1990)堤防での除草剤制限•出先事務所 

に指示一建設省河川汚染に配鼠1990年 （平成2 
年 )4 月24日(火曜日）夕刊：1.

(3 1 )志賀一朗（1953)千葉県北部(野田市）に於けるシル 

ビアシジミ，新昆虫（6)11:3 4北隆館.
(3 2 )千葉県昆虫談話会（1998)昆虫ニュース千葉<10 

月の例会より>，（32).
(33) 志賀一朗 <1996)オオムラサキが国蝶に選定される 

までの経緯について，昆ぶくろ1 : 5-8北総昆虫 

談話会.
(3 4 )読売新聞(2008)秋のセミしぐれ，平成20 (2008) 

年 9月28日（日曜日）朝刊■東葛版：35.
(3 5 )志賀一朗（1963)野田地方に分布する昆虫類•第二 

報せみ類の分布，野田文化(9) ： 9野田地方文化研 

究会•野田地方文化団体協議会.
(3 6 )柳澤勉 (2003)クマゼミの鳴声の観察例，房総の 

昆虫 (31)：30千葉県昆虫談話会.
(3 7 )志賀一朗(2006)野田市におけるヨコブナサシガメ 

の記録，房総の昆虫(36) : 39-40千葉県昆虫談話 

会.
(3 8 )志賀一朗(2007)野田市でビロー ドハマキを記録， 

房総の昆虫（37) ： 72千葉県昆虫談話会.

(3 9 )柳澤勉 (2003)野田市でナガサキアゲハを目撃， 

房総の昆虫(31)：24千葉県昆虫談話会.
(4 0 )志賀一朗（2007)野田市でナガサキアゲハを記録， 

房総の昆虫(39)：107-108千葉県昆虫談話会.
(4 1 )志賀一朗(2006)野田市でムラサキツバメとツマグ 

ロヒヨウモンを採集，房総の昆虫（36) ： 37千葉県 

昆虫談話会•
(4 2 )柳澤勉（2001)野田市でツマグロヒョウモンを目 

撃，房総の昆虫(25) ： 32千葉県昆虫談話会.

昆虫関係の雑誌に投稿した記録•報告の追記 

[本文の參考文献には記載されていないもの]
1 .志賀一朗（1955)スジグロシロチョウの畸型.新昆 

虫8(8) ： 52北隆館.
2 .志賀一朗（1969)モンシロチョウの矮小型.昆虫と 

自然4⑷ ：21ニュー•サイエンス社.
3 .志賀一朗（1969)再びモンシロチョウの矮小型につ 

いて. 昆虫と自然4(8) ： 34ニュー•サイエンス社.
4 .志賀一朗(2001)クロイトトンボ罕を捕食するオオ 

セスジイトトンボ房総の昆虫（25):表紙，千 

葉県昆虫談話会.
5 .志賀一朗（2005)野田市で採集したシロシタホタル 

ガの記録. 房総の昆虫（35)：18-19千葉県昆虫談 

話会•
6 .志賀一朗（2006)野田市で採集したコバンムシにつ 

いて. 房総の昆虫(36) ： 38-39千葉県昆虫談話会.
7 .志賀一朗（2006)野田市でビロードハマキを記録. 

房総の昆虫（37) ： 72千葉県昆虫談話会.
8 .志賀一朗（2006)野田市でサラサヤンマを再発見. 

房総の昆虫(37) ： 73千葉県昆虫談話会.
9 .志賀一朗（2008) 2006年 • 2007年に野田市で採 

集した甲虫類7種の記録. 房総の昆虫(40) ： 24-25 
千葉県昆虫談話会.

10 .志賀一朗（2009)野田市でウスミドリナミシャクの 

雌雄を採集. 房総の昆虫(43) ： 23千葉県昆虫談話 

会.
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目次

シ ミ 目 Thysanura 
トンボ目Odonata 
力ワゲラ目 necoptera  
ゴキブリ目Blattaria 
カマキリ目Mantodea 
パッタ目Orthoptera 
ナナフシ目Phasmida 
カメムシ目Hemiptera 
アミメカゲロウ目Neuroptera 
コウチュウ目Coleoptera 
ハチ目 Hymenoptera 
シリアゲムシ目Mecoptera 
ハ エ 目 Diptera
(チョウ目Lepidopteraは次号に掲載予定)

8 .目録の掲載内容は以下の通りである。

①和名②学名。

③採集地。

④採集年月日。西暦年/月丨日の順に記した。

⑤ 机

⑥目録番号。目録番号は原則として標本1点毎に固有の番号 

を有する。本目録では、ページを短縮するため、デ一夕が 

重複する標本に閨しては登録番号を追加する形式(例えば 

123-125)で表記した。

⑦« 考。採集地の詳細、採集時の状況、飼育、標本の状態等 

の情報を記した。採集者が志賀一朗氏以外の場合この欄に 

記した。

参考文献

•国立科学博物館編『標本学自然史標本の収集と管理』、東 

海大学出版会、2003年。

志賀一朗氏旧蔵 

野田市内採集昆虫標本目録(1)

凡例

1 .本目録には2009年 10月現在において当館が所蔵してい 

る志賀一朗氏寄贈の昆虫標本のうち、野田市内で採集され 

たチョウ目を除く同定済みの標本1415点を収録した。他に 

チョウ目、未同定のもの、市外で採集したもの等を含める 

と全3966点である。

2 .本目録の作成は志賀一朗氏の全面的な協力の下、当館学芸 

員佐藤正三郎が担当し、学芸員補助員南隆哲、資料整理員 

鈴木伸、同田村博子がデータの入力等を行った。他にデータ 

の校正には2008年度博物館実習生9名が参加した。なお目 

録の作成に際し千葉県立中央博物館学芸員齋藤明子氏に 

デ一夕項目等にっいてご助言を賜った。記して心より御礼申 

し る 。

3 .標本の同定はほとんどが志賀一朗氏による。但しハネスジ 

ヒメマキムシの同定は中根猛彦博士による。

4 .志賀一朗氏旧蔵の標本は全てデータベース化され、当館の 

情報システムによつて検索が可能である。

5 .目名、科名の掲載順は基本的に平嶋義宏監修、九州大学農 

学部昆虫学教室•日本野生生物研究センター共同編集『日本 

産昆虫総目録』、1989年、に従った。亜科名等は表記せず、 

種名のアルフアベット順とした。

6.学名と和名は主に九州大学大学院農学研究院昆虫学教室の 

「日本産昆虫目録データベース」を基本とした（http: //kon 
chudb.agr.agr.kyushu-u.ac.jp/mokuroku/index-j.html)。 
但し掲載に際しての再同定は行っておらず、標本の作製時 

期により典拠となる図鑑類は異なる。志賀氏が使用していた 

図鑑類は次の通りである。

. 江崎悌三他『原色日本昆虫図説』三省堂、1939年。

•石井悌他編『日本昆虫図鑑』、北隆館、1952年。

•井上寛他編『原色昆虫大図鑑』I 〜m、北隆館、1959〜 

1965 年。

•井上寛他編『日本産蛾類大図鑑』I 解説編、I I図鑑•目録編、 

講談社、1982年。

•日本鞘翅目学会編『日本産力ミキリ大図鑑』、講談社、 1984
年。

•井上清他『日本産トンボ大図鑑』I 図 臓 、I I解説編、講談社、 

1985 年。

•森本桂他編『原色日本甲虫図鑑』（I ) 〜 (IV )、保育社、 1984 
〜 1986年。

7.野田市内で採集または飼育された標本のみを目録の所収対 

象としたため、採集地は千葉県野田市までを省略し町名と 

字名以下を記した。不明と表記されている標本も、全て野田 

市内、特に現在の中野台鹿島町周辺(中野台、堤台、清水、 

座生)で採集している。1971年以前で中野台とあるうち大部 

分は現在の中野台鹿島町の志賀氏自宅周辺である。基本的に 

ラペルに記載されている地名に従ったが、志賀氏の記憶か 

ら詳しい地名が判明した場合は補足した。

地名が長い場合、備考に記すか、以下の略号を用いた箇 

所がある。木野崎(柳耕地)—木野崎1、木野崎(柳耕地池)— 
木野崎2、木間ヶ瀬字出州（ありこしのかま）—木間ヶ瀬 I 、 
小山 (藤洞の池近くの野原)、（藤洞の池に隣接する野原)— 小 

山 1、下三ヶ尾(理窓会記念自然公園)—下三ヶ尾 I 、三ッ 

堀 (パブリックゴルフ場けやきコース）4 三ツ堀1。

頁
頁
頁 

1
1
1
1
1
1

頁
頁
頁
頁
頁 

5 

5 

7 

7 

1
1
1
1
1
1
1
1

頁頁 

5 

6 

6 

2 

2 

2 

1
1
1
1
1
1
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シミ目Thysanura
シミ科 Lepismatidae
マダラシミ Thermobia domestica Vac\aiA，1873 
不明 1955/06/08 0537012

トンボ目Odonata
イトトンボ科Agrionidae
ホソミイトトンボ Aciagrion migratum (Selys, 1876)
不明 1950/05/07 早 0551014

ク ロイトトンボ Cercion calamorum calamorum (Ris, 1916) 
船形はきだし沼1996/07/28 cf 7999030 
船形はきだし沼1996/08/10早7995015 
船形藤洞の池 1997/06/10 cf 7999031 
木野崎 2 1997/06/15 cf 7995013-14

オオセスジイトトンボCercionplagiosum (Needham, 1930) 
船形はきだし沼1996/08/10早7995036 
船形はきだし沼1997/06/01cf 7994009 
船形はきだし沼1997/06/03早7994013 
船形はきだし沼1997/06/03早8000006-07 
船形はきだし沼1997/06/07早7994011-12 
船形はきだし沼1997/06/07 cf 8000010 
木野崎1 1 9 9 7 / 0 6 / 1 5  早 8000009 
船形はきだし沼1997/06/17 cf 7994008 
船形はきだし沼1997/06/17 cf 7994010 
木野崎1 1997/06パ 7 cf 8000008
木野崎 2 1997/07/01早 7994014

オオイトトンボ Cercion sieboldii (Selys, 1876)
船形はきだし沼1997/06/03早7999036 
船形はきだし沼1998/05/07 cf 7999034 
木間ヶ瀬 I 1998/05/07 早 7999035
船形はきだし沼1998/07/04 cf 8000011-12 

アジアイトト、ノ洛 Ischnura asiatica Brauer, 1865 
木間ヶ瀬 I 1998/05/07 cf 7995040
木間ヶ瀬 I 1998/05/07 早 7995041
船形はきだし沼1998/05/21cf 7999033 
船形はきだし沼1998/06/03 cf 7999032 

アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis (Rambur, 1842)
木野崎 2 1997/06/15 cf 7995012

アオモンイトトンボ羽化殼 

木野崎 2 1997/06/15 8005027
モノサシトンボ科Platycnemidae 
オオモノサシトンボ Copera tokyoensis Asahina, 1948 
船形はきだし沼1996/08/08早8000017 
船形はきだし沼1996/08/10 cf 7994003-04 
船形はきだし沼1997/06/07早7994006 
船形藤洞の池 1997/06/07 cf 8000016 
船形藤洞の池 1997/06/07早8000018 
船形藤洞の池 1997/06/07早8000020 
木間ヶ瀬かめ池1997/06/10早7994007 
船形藤洞の池 1997/06/10早8000019 
木間ヶ瀬かめ池1997/06/14 ^  7994002 
小山藤洞の池 1997/06/15 cf 7994001 
小山藤洞の池 1997/06/17早7994005 
船形藤洞の池 1997/06パ7 ^  8000015 
木間ヶ瀬かめ池1997/06/24 ^  8000021 
船形はきだし沼2001/09/05 cf 7999037 

アオイトトンボ科Lestidae
ホソミ才ツネントンボIndolestes peregrinus (Ris, 1916)

不明 1955/05/01 ¥ 0551015
三ツ堀 1993/04パ5 rf1 7994022
三ツ堀 1993/04/15 ¥ 7994025

ノシメトンボd と連結 

三ツ堀 1993/04/15 ¥ 7994026
アキアカネd と連結 

三ツ堀 1993/05パ3 rf1 7994023
三ツ堀 1993/05/27 rf1 7994021
三ツ堀 1993/06/17 ¥ 7994027
三ツ堀 1997/04/26 ¥ 7994028
三ツ堀 1998/06/20 rf17994024柄澤保彦

三ツ堀 1998/06/20 ¥ 7994029柄澤保彦

中野台鹿島町 2000/10/14罕7995039 
アオイトトンボ Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
不明 1949/08/29 早 0551012
船形はきだし沼2000/10/21早7995037 
船形はきだし沼 2001/09/25 rf1 7999038-39 
船形はきだし沼2001/09/25 ¥ 7999040 
三ツ堀 2006/09/15 早 7995038

オオアオイト\■、ノ洛Lestes tem poralis 作, 1883
ニツ塚 1996/10/22 早 7994019
ニツ塚 1998パ1パ4 rf1 7994015
小 山 字 藤 洞 1999/06/13 rf1 7994016 
ニツ塚 1999/07/16 ¥ 7994020
中野台鹿島町 1999/10/18 ¥ 7994018 
中野台 2003/10パ7 rf1 7994017

カワトンボ科Calopterygidae 
ハグロ トンボ Calopteryxatrata Selys, 1853 
不明 1949/08パ 3 rf1 0551005
不明 1951/06/05 ¥ 0551007
不明 1956/07/10 rf1 0551006
三ツ堀 1992/07/05 ¥ 7999029
下三ヶ尾 1997/06/26 早 7996014
麵 又 八 沼 1998/07/09 rf1 7996020 
小山 I 1998/07/21 cf 7996016
小山 I 1998/07/21 cf 7996021
小山 1998/07/21? 7996022-23

藤洞の池に隣接する森 

小 山 字 藤 洞 1999/06/08 rf1 7996013 
小 山 字 藤 洞 1999/06/09 rf1 7996012 
小 山 字 藤 洞 1999/06/10 ¥ 7996019 
瀬戸 2000/07/10 早 7996018
三ツ堀 2000/07パ2 早7996015
三ツ堀 2000/07パ2 cf 7996017

ヒガシカワトンボ M nais pruinosa costalis Selys, 1869 
不明 1951/05/30 rf1 0551003

サナエトンボ科Corduliidae 
ミヤマサナエ Anisogom phus m aacki (Selys,1872)
中野台 1986/06/18 ¥ 7993010

ホンサナエ Gomplmspostocularis S A y、，1869 
中野台鹿島町 2000/05/15早7993009 

ウチワヤンマ Ictinogomphus clavatus (Fabricius, 1775) 
麵 又 八 沼 1996/07/28 rf1 7993005-06 
木間ヶ瀬かめ池1997/06/17 ¥ 7993008 

ウチワヤンマ羽化殻 

船 形 又 八 沼 1996/08/04 7993012
コオニヤンマ Sieboldiusalbardae Selys, 1886 
三ツ堀 1992/06/25 rf1 7993007
三ツ堀 1993/07/06 rf1 7993004
中里五駄沼 2000/07/10 7993003
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三ツ堀 1992/08/22 cf 7993001
三ツ堀 1993/08/21罕 7993002 加藤智己

オニ ヤンマ科 Cordulegasteridae
オニ ヤンマ Anotogaster sieboldii (Selys,1854)
三ツ堀 1992/07/25 早7998020
三ツ堀 1992/08/11 8010002
三ツ堀 1992/08/11 7998017
三ツ堀 1992/08/16 8010003
三ツ堀 1992/09/01 7998018
三ツ堀 1992/09/03 早8010004
三ツ堀 1992/09/07 7998019
中野台 1995/08/14 8010001

オニヤンマ羽化殼

三ツ堀 1994/06/27 8010007
ニツ塚 1999/06/29 8010008

ヤンマ科Aeschnidae
ア才ヤンマ Aeschnophlebia longistigma Selys, 1883
船形はきだし沼 1997/05/17 ?  8010020

羽化年月日 1997/6/25飼育地：中野台鹿島町

船形はきだし沼 1997/05/17 8010023
羽化年月日1997/6/25

小山藤洞の池 1998/07/21 早8010018
船形はきだし沼 1999/06/08 8010017
小山字藤洞 1999/06/10 8010016
小山字藤洞 1999/06/10 8010021
小山字藤洞 1999/06/13 8010015
小山字藤洞 1999/06/13 早8010026
木間ケ瀬字出州 1999/06/16 8010024
中里五駄沼 2000/07/10 8010022
中里五駄沼 2000/07/10 早8010025
中里五駄沼 2000/08/01 早8010019

マルタンヤンマ Anaciaeschna martini (Selys,1897)
清水 2004/08/04 cf 7989004 戸辺義広

ギンヤンマ Anaxparthenopejulius Brauer,1865
座生 1979/09/16 7998002-03
座生 1986/09/07 8010011
船形はきだし沼 1996/08/30 8010006
小山字藤洞 1999/06/29 8010005
小山字藤洞 1999/06/29 早8010012
尾崎 2001/08/20 7998001

ギンヤンマの羽化殼

船形はきだし沼1998パ)4/25 8010009-10柄澤保彦

力トリヤンマ Gynacantha japonica Bartenef, 1909
不明 1956/08/20 0536021
小山1 1998/07/21 8011003左足欠損

小山1 1998/07/21 8011010
小山1 1998/07/30 8011001
小山1 1998/08/23 8011002
小山字藤洞 1999/07/07 早8011005
小山字藤洞 1999/07/07 8011006
小山字藤洞 1999/07/07 8011009
ニッ塚 1999/07/26 8011007
小山字藤洞 2000/07/10 8011011
小山字藤洞 2000/07/18 8011004

サラサヤンマ Oligoaeschna pryeri (M artin,1909)
三ツ堀 1992/06/16 7989017
三ツ堀 1992/06/16 7989019
三ツ堀 1992/06/25 7989012

三ツ堀 1992/06/25 7989018
三ツ堀 1992/07/23 7989008
三ツ堀 1993/06/10 7989009
三ツ堀 1993/06/10 早7989020
三ツ堀 1993/07/06 7989010
三ツ堀 2006/06/06 7989013
三ツ堀 2006/06/19 7989014

ヤブヤンマ Polycanthagyna melanictera (Selys,18̂
中野台鹿島町 1994/06/26 早7989005
中野台鹿島町 1994/07/03 早7989003
中野台鹿島町 1994/07/15 早7989002
中野台鹿島町 1995/05/17 7989001
中野台鹿島町 2000/07/15 早7989007
中野台鹿島町 2005/07/23 早7989006
岩名中学校舎内2007/06/05 早7989011戸辺義広

ヤブヤンマ羽化殼

中野台鹿島町 1995/05/17 7989015-16
ヤブヤンマ脱皮殼

中野台鹿島町 1994/11/05 7998011
上三ケ尾 1995/05/24 7998013
中野台鹿島町 1995/06/09 7998012

エゾトンボ科Corduliidae
オオヤマトンボ Epophthalmia elegans (Brauer, 1865) 
船 形 又 八 沼 1996/08/10ダ 7993014田中利勝 

木間ヶ瀬 1997/06/10 ぶ 7993013
木間ヶ瀬 1997/06/10 ぶ 7993015

ひようたん池 

船形藤洞の池 1997/06パ0 ぶ 7993016 
トンボ科Libellulidae 
ショウジョウトンボ

Crocothemis servilia mariannae Kiauta, 1983 
不明 1948/07/26 ^ 0536008
船形はきだし沼1996/08/08 :  7995002-03 
船形はきだし沼1996/08/08 :  8000003 

1997/07/01? 7995008 
1998/07/21 W 7995001 
1998/07/21 W 7995004-05 
1999/06/09 :  7995009 
1999/06/14 ?  7995007 
1999/06/16 ?  7995006 
2000/07/05 ダ 8000001-02

木野崎2 
小山1 
小山1
小山字藤洞 

小山字藤洞 

小山字藤洞 

小山字藤洞 

コフキトンボDeieliaphaon (Selys, 1883)
1996/08/30 ?  8000013 
1996/08/30 W 8000028 
1997/06/10 ^ 8000004 
1997/06/10 '  8000022 
1997/06/26 ?  8000014 
1999/06/21ぶ 7997028 
1999/06/29 d" 7997029 
2000/08/01? 8000023

麵又八沼  

聽又八沼  

木間ヶ瀬 

木間ヶ瀬 

下三ヶ尾 

小山字藤洞 

小山字藤洞 

中里五駄沼 

コフキトンボ（オビトンボ型）

木間ヶ瀬 1997/06/10 年 7997018
木野崎1 1 9 9 7 / 0 6 / 1 7  年 7997022 
木間ヶ瀬字出州1998/07/09 ¥ 7997027 
小 山 字 藤 洞 1999/06/14早7997023 
小 山 字 藤 洞 1999/06/14早7997026 

コフキトンボ（同色型）

小 山 字 藤 洞 1999/06/13 ?  7997031 
小 山 字 藤 洞 1999/06/14 ?  7997030 
小 山 字 藤 洞 1999/06/14早8000005
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コフキトンボ羽化殻 木間ヶ瀬かめ池1997/06パ4 7995035
船 形 又 八 沼 1996/08/04 7997016 木間ヶ瀬かめ池1997/06/24 8000039-40
小山 1999/07/26 7997017 三ツ堀1 1998/06/20 7995032 柄澤保彦

ぺッコウトンボ Ljbellula angelina Selys, 1883 チョウトンボ Rhyothemis fuliginosa Selvs, 1883
中野台字思谷津1947/04/27早0526002 不明 1946/08/10 0536004

ヨツボシトンボ 三ツ堀 1992/07/25 罕7996007 染 ■ 一

Libellula quadrimaculata asahinai Schmidt, 1957 三ツ堀 1992/07/25 罕7996008傳田篤

中野台字思谷津1947/07/12 $ 0536001 三ツ堀 1992/07/25 罕7996009
ハラビロ トンボLyriothemispachygasira (Selys, 1878) 三ツ堀 1993/07/16 罕7996006
不明 1950/06/30 0536009 船形はきだし沼 1996/08/04 罕7996005
小山 1999/06/13 0717997001-03 船形はきだし沼 1996/08/08 7996001
小山字藤洞 1999/06/21 罕7997005-07 小山1 1998/07/21 7996002

シオ力ラトンボ ナツアカネ Sympetrum darwinianum (Selys,1883)
Orthetrum albistylum speciosum (Uhler, 1858) 中野台 1979/09/16 7999019
不明 1956/06/20 罕0536005 三ツ堀 1992/09/03 罕7995020
中野台 1975/09/15 8000031 三ツ堀 1992/09/03 8011015
三ッ堀 1992/09/13 罕8011018 三ツ堀 1992/09/13 罕7995021
船形はきだし沼 1996/08/10 8011014 船形はきだし沼 1996/09/12 罕8000035
中里五駄沼 2000/08/01 0718000037 ニッ塚 1996/09/14 7995016

シオヤトンボ 船形はきだし沼 1996/10/10 7995018
Orthetrum japonicum japonicum (Uhler, 1858) 船形はきだし沼 1996/10/10 8000036
不明 1948/05/03 0710536017 ニッ塚 1997/08/23 8011019
三ツ堀 1992/06/25 8000027 小山藤洞の池 1998/09/23 7995017
三ツ堀 1993/05/15 罕8000026 小山 1999/10/14 罕7995019
西三ヶ尾 1994/06/16 8011020 ナツアカネ(未熟〉

ニッ塚 1995/06/10 罕7997014 ニッ塚 2000/06/16 罕8000034
ニッ塚 1995/06/17 7997011 マユタテアカネ

ニッ塚 1997/04/26 7997010 Sympetrum eroticum eroticum (Selys, 1883)
ニッ塚 1998/05/07 8011021 不明 1947/07/26 早 0536014
ニッ塚 1998/05/07 罕8011023 アキアカネ SympetrumIrequens (Selys,1883)
ニッ塚 1999/04/22 罕7997015 不明 1958/08/10 0536010
下三ケ尾1 1999/05/21 7997012 三ツ堀 1992/06/25 7995010
ニツ塚 1999/06/22 0717997009 中野台 1993/09/05 8011022

オオシ才力ラトンボ 船形はきだし沼1996/10/10 7995011
Orthetrum triangulare melania (Selys, 1883) 船形はきだし沼1996/10/10 8000025
不明 1954/08/09 0710536002 船形はきだし沼2000/10/20 7998005
不明 1956/06/10 罕0536003 ノ シメ トンボ Sympetrum infuscatum (Selys, 1883)
三ツ堀 1992/07/09 8011013 中野台 1975/09/15 7999022
三ツ堀 1992/07/09 罕8011017 中野台 1976/09/26 罕7999025
三ツ堀 1992/07/25 8011012 中野台 1979/09/16 罕7999020-21
三ツ堀 1992/07/25 罕8011016 三ツ堀 1992/06/25 罕7996011
ニッ塚 1999/06/21 7997020-21 船形はきだし沼 1996/08/25 7996003
ニッ塚 1999/06/21 罕7997024 ニッ塚 1999/07/07 7996004
ニッ塚 1999/06/21 7997025 ニッ塚 1999/07/07 罕7996010
ニッ塚 1999/07/06 7997019 小山字藤洞 2000/07/05 8000024
三ツ堀 2006/06/19 0717998010 小山字藤洞 2000/07/05 罕8000029-30

ウスパキトンボ Pantala flavescens (Fabricius, 1798) 船形はきだし沼2000/10/20 7998006
中野台 1979/09/16 罕 7999023 マイコアカネ Sympetrum kunckeli (Selys, 1884)
中里 1992/09/13 ^  8011028-29 不明 1947/07/26 0536016
尾崎 2001/08/20 ¥ 7998007 三ツ堀 1992/08/23 8011027

コシアキト、ノ疼 Pseudothemis zonata Burmeister, 1839 三ツ堀 1992/09/07 8011025
不明 1949/07/20 0536006 三ツ堀 1993/07/31 7995022
船形又八沼 1996/08/04 0717995028 船形はきだし沼 1996/08/10 7995023
船形はきだし沼 1998/07/09 罕7995029 船形はきだし沼 1996/08/10 8000033
小山藤洞の池 1999/05/31 0717995027 船形はきだし沼 1996/10/10 8000038

コシアキトンボ羽化殻 上三ヶ尾 1997/07/22 8011026
木間ケ瀬かめ池 1997/06/10 7995030 小山 1998/08/02 7995024
船形藤洞の池 1997/06/10 7995031 船形はきだし沼 1998/09/23 7995025
木間ケ瀬かめ池 1997/06/10 7995033 ニッ塚 1999/09/28 早7995026
船形藤洞の池 1997/06/10 7995034 中里 2005/08/03 8000032
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ヒメ アカネ Sym petrum  parvulum  (Bartenef, 1912) 
ニツ塚 1996/07/28 ̂  7992005
ニツ塚 1996/07/28 ?  7992006
ニツ塚 1996/07/28 ̂  7997004
ニツ塚 1996/09/29 ̂  7992002
ニツ塚 1997/08/23 ?  7992003
ニツ塚 1997/08/23 7  8011024
ニツ塚 1999/07/18 ?  7997008
ニツ塚 1999/09/04 ̂  7992001
ミヤマアカネ

Sympetrum  pedem ontanum  elatum  (Selys, 1872) 
不明 1957/10/12 ̂  0536013

力ヮゲラ目Plecoptera
力ヮゲラ科Perlidae 
ヒトホシクラカケカワゲラ 

Paragnetina japonica Okamoto, 1912 
不明 1954/07/27 0539037

ゴキブリ目Blattodea 
ゴキブリ科Blattidae
クロゴキブリ PeriplanetaM iginosa (Serville, 1839) 
不明 1952/08/07 0537011

ヤマトゴキブリ Periplaneta japonica Kamy, 1915 
三ツ堀 1992/06/16 ?  7964007

カマキリ目Mantodae
カマキリ科Mantidae
ハラビロカマキリ H ierodulapatellifera (Serville, 1839) 
中野台 1973/09/20 7950019

コカマキリ Statiliam aculata (Thunberg,1784)
不明 1956/07/20 ?  0537004

バッタ目Orthoptera
カマドウマ科Rhaphidophoridae 
マダラカマドウマ D iestram m enajaponica Kam y,1842 
中野台鹿島町 2008/05/27 ^  8005039 

ケラ科 Gryllotalpidae 
ケラ Gryllotalpa fossor ScvM er，1869 
不明 1954/10/17 0537005
中野台 1990/10/14 7964028
木野畸 1995/06/01 7964023

コオロギ科Gryllidae 
ハラオカメコオロギ

Loxoblemmus ?arietulus Saussure, 1877 
三ッ堀 1992/10/17 ?  8001017

マダラスズ

Pteronem obius nigrofasciatus (Matsnmura, 1904)
不明 1956/08/01 0537008

エンマコオロギ

Teleogryllus emma (Ohmachi et Matsuura, 1951)
中野台 1972/09/10 7950018
不明 1956/08/20 ?  0537007

スズムシ科Phalangopsidae
スズムシ H om oeogryllusjaponicus (de Haan, 1842)
中野台 1972/09/03 ̂  7950010-11

中野台 1972/09/03 ?  7950012
中野台 1972/09/03 が 7950014
中野台 1972/09/03 ?  7950015-16

マツムシ科Eneopteridae
アオマツムシ Calyptotrypushibinonis (Matsumura, 1928) 
中野台鹿島町 1989/09/15 ?  7964031 
中野台鹿島町 1999/08/19 8001018

カネ夕夕キ科Mogoplistidae 
カネ夕夕キ Ornebiuskanetataki (Matsumura, 1904)
中野台鹿島町 2005/09/01早7950027 

カンタン科Oecanthidae 
カンタン Oecanthusindicus Saussure, 1878 
座生 1989/08/26 cf 7964014

キリギリス科Tettigoniidae
セスジツユムシ Ducetiajaponica (Thunberg, 1815)
小山 1998/08/23 早 8001021

字出州藤洞の池に隣接する野原 

中野台 2005/09/18 7950005
クビキリギリス Euconocephalus thunbergii (Stal, 1874)
中野台 1980/05/04 ^  7963001
三ッ堀 1992バ0/17 ?  7963004

ウマオイ Hexacentrus japonicus japonicus Kam y,1907 
不明 1956/08/10 d  0537009

クダマキモドキ Holochlora japonicaBnmner,1878 
西三ヶ尾 2005/10/21? 7950006

ヒメ ギス Metriopterahime Furukawa, 1950 
三ツ堀 1992/08/22 ^  7964024
三ッ堀 1992/08/22 早 7964029
ニツ塚 2005/07/11 d  7992030

カヤキリ Pseudorhynchus japonicus 各 himVl，1930 
不明 1956/10/03 0537010

ャブキリ Tettigonia orientalis orientalis Uvarov, 1924 
西三ヶ尾 2005/07/01 d  7963026
西三ヶ尾 2005/07/01 d  7992029

バッタ科Acrididae
シヨウリヨウノマッタ Aciida cinerea (Thunberg, 1815)
不明 1954/08/27 ^  0537002-03
不明 1956/09/05 ?  0537001
座生 1969/10/12 ?  7964016
座生 1969パ 0/26 d  7964019
クルマバッタ Gastrimargusmarmoratus (Thunberg, 1815) 
座生 1969/10/26 7963003

エゾイナゴ Qst3 je及?e/zsi? Shiraki, 1910 
三ッ堀 1992バ0/17 ?  7964015
三ッ堀 1992バ0/17 cf 8001020

ヒシバッタ科Tetrigidae 
トゲヒシバッ夕

Criotettixjaponicus japonicus (de Haan, 1842)
中野台 1969/10/26 7964025

コバネヒシバッ夕 Formosatettixlarvatus Bei-Bienko, 1951 
中野台鹿島町 2005/09/02 7950026 

イボノ弋ッグ Trilophidia annulata japonica Saussure, 1888 
中野台鹿島町 2005/08/21d  7963031 

ノミバッタ科Tridactylidae 
ノ ミバッタ X y a  japonica (de Haan, 1842)
中野台鹿島町 2005/09/02 7950028-29
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ナナフシ目Phasmida アブラゼミ羽化殻(4頭）

ナナフシ科Phasmatidae 中野台 2001/08/10 7960011
ナナフシ Phraorteselongatus (Thunberg, 1815) ツクツクボウシ M e i m u i m  opalifera (Walke
清水公園 1974/07/28 7964006 不明 1947/08/03 0539015
岩名 1992/08/01 7964001髙須賀淳子 中野台 1960/08/20 7960019
岩名 1992/08/11 ^  8001010 中野台 1960/08/20 7960022

ナナフシ幼虫 中野台 1960/08/20 罕7960024
鶴奉 2000/07/22 8001011 中野台 1960/08/20 7961008
中野台鹿島町 2006/04/20 8001016 中野台 1961/08/10 7960015

中野台 1961/08/10 7960020
中野台 1961/08/10 7960023

カメムシ目Hemiptera 中野台 1961/08/30 罕7960016
テングスケバ科Dictyopharidae 中野台 1962/08/16 罕7960021
ナカノテングスケバ 中野台 1966/08/14 7960014
Dictyophara nakanonis Matsumura, 1910 中野台 1966/08/28 罕7961009
中野台 1979/08/26 7959071 ツクックボウシ羽化殼

ア才バハゴロモ科Flatidae 中野台 1963/07/26 罕8005032
アオバハゴロ モ Geisha distinctissima (Walker, 1858) 中野台 1963/08/25 罕8005033
不明 1956/08/31 0539034 中野台鹿島町 1995/09/10 罕7961037
中野台 1961/08/28 7959050 中野台鹿島町 1995/09/10 罕7961043
小山 1998/08/02 7959049 鶴奉中央の杜 1999/05/14 7961036

ハゴロモ科Ricaniidae 中野台鹿島町 2000/08/24 罕7961049
スケバハゴロ モ Euricania fascialis (Walker,1858) 
三ツ堀 1992/08/25 7959053

ミンミンゼミ

Oncotympana maculaticollis (Motschulsky,1866)
上三ケ尾 1997/07/22 7959052 中野台鹿島町 1995/08/20 ?  7961023
小山藤洞の池 1997/08/02 7959051 中野台鹿島町 1999/08/19 ダ 7961028

べッコウハゴロモ Orosangajaponicus (Melichar,1898) 中野台鹿島町 2000/08/27 罕 7961021
三ツ掘 1992/09/01 8001004 中野台鹿島町 2002/08/05 ダ 7961025
小山 1997/07/22 7959061-62 中野台鹿島町 2005/08/17 早 7961026

アミガサハゴロ モ Pochazia albomaculata^Aex,1896) ニイ ニイゼミ Platypleurakaempferi (Fabr:
三ツ掘 1992/10/17 8001001 不明 1950/07/26 罕0539010
ニツ塚 1996/10/12 8001002 中野台 1960/07/27 7960012

セミ科Cicadidae 中野台 1961/07/18 罕7960013
アブラゼミ GraptopsaltiianJgrofuscata (Motschulsky,1866) 中野台 1961/07/25 7961001
不明 1955/08/10 0710539001 中野台 1966/07/24 7960007
中野台 1963/08/18 7960005 中野台 1966/08/11 7960008
中野台 1963/08/26 罕7960002 中野台 1968/07/20 罕7961002
中野台 1966/08/28 7961007 中野台 1969/08/10 罕7960010
中野台 1968/07/20 7960001 小山 1998/08/02 罕7961003
中野台 1969/08/10 7960004 ニイニイゼミ羽化殼

中野台 1969/08/10 罕7961014 中野台 1960/07/18 7960044
中野台鹿島町 1999/08/19 罕7961010 中野台鹿島町 1960/07/18 7961004

アブラゼミ（脱皮不良） 中野台 1966/07/28 7960033
中野台 1989/09/05 罕8005037 中野台 1966/08/01 7960043

アブラゼミ羽化殼 中野台 1971/07/20 7960032
不明 1950/07/31 0539017 中野台鹿島町 2001/07/16 7961005
中野台 1963/07/28 7960029 中野台鹿島町 2006/08/01 7961006
中野台 1963/07/28 7951007 ヒ 7 ラシ Tannajaponensisjaponensis (Di
中野台 1963/07/28 7960030 不明 1956/07/25 0539008
中野台 1963/07/28 7960036 中野台 1960/08/11 罕7961018
中野台 1963/07/28 罕8005034 中野台 1963/08/13 罕7961016
中野台 1966/07/24 7960037 中野台 1964/07/26 7961015
中野台 1970/07/28 罕7960040 中野台 1966/07/24 7961011
中野台 1970/07/28 7960041 中野台 1966/08/10 罕7961012
三ツ掘 1992/08/16 罕7961017 ヒグラシ羽化殼

中野台鹿島町 1995/09/10 罕7961013 中野台 1963/08/09 7951008
中野台鹿島町 1995/09/10 7961019 中野台 1963/08/25 罕7960034

アブラゼミ羽化殼(2頭） 中野台 1966/07/24 罕7960038
中野台 2000/08/05 7960006 中野台 1973/07/24 7960046

地上1.48mに定位 三ツ堀 1992/07/23 7961048
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中野台 1992/08/16 ^  7960039
三ツ堀 1992/08/16 ^  7960045
三ツ堀 1999/07/12 ^  7961035
三ツ堀 1999/07/20 ^  7961042

ハルゼミ Terpnosia vacua (Olivier, 1790)
中野台 

ハルゼミ羽化殼 

下三ケ尾 

Lヶ尾 

Lケ尾 

Lケ尾 

Lケ尾 

Lケ尾

1947/05/10 % 0539014

下三 

下三 

下三 

下三 

下三

1999/05/12 罕 7961050 
1999/05/21? 7961038 
1999/05/23 ?  7961039 
2000/05/10 ^  7961044 
2000/05/16 罕 7961045 
2000/05/16 ^  7961051 

セミタケ（冬虫夏草)の寄生を受けたセミの幼虫 

中野台 1972/03/03 7960003
アワフキムシ科Aphrophoridae 
マルアワフキ Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1761) 
三ツ堀 2006/06/06 7959085-86
三ツ堀 2006/06/06 7959092-95
ミミズク科Ledridae 
ミミズク Ledra auditura Walker, 1858 
不明 1949/07/20 0539018-19
中野台 1956/08/02 7959017志賀勝

コミミズクLedroj?她 伽 ⑶ 脸 (Uhier，1896)

中野台 1978/05/20 7959018
ヒロズヨコパイ科Macropsidae
オモゴヒロズヨコバイ Oncopsis omogonis Ishihara,1953 
小山1 1998/07/21 7959064

オオヨコバイ科Cicadellidae
ツマグロオオヨコバイ

Bothrogonia femiginea^abnc\\x^91787)
三ツ堀 1992/09/13 7959065
不明 1957/04/28 0539033

アメンボ科Gerridae
ヒメ アメ ンボ Gerrislatiabdominis Miyamoto, 1958 
船形はきだし沼2003パ)7/22 7959055-56
船形はきだし沼2003/07/22 7959066
船形はきだし沼2003/07/22 7959076

ァメンボ Gerrispaludumpaludum (Fabricius,1794) 
三ツ堀1 1998/07/11 7959008
三ツ堀1 1998/07/11 8001005-06

タイコウチ科Nepidae
タイコウチ Laccotrephesjaponensis Scott,1874 
船形はきだし沼1998/04/25 7959096柄澤保彦

タイコウチI 齢幼虫•脱皮殼 

船形はきだし沼2003パ)7/12 
タイコウチ幼虫 

船形はきだし沼2003/08/03 
ミズカマキリ Ranatra chinensis Mayer, 1865 
中野台 1978/02/15 7959081
中野台 1978/02/15 7959091
船形はきだし沼2003パ)9/09 ?  7959101 
ヒメ ミズカマキリ Ranatra unicolor Scott, 1874 
船形はきだし沼2003/08/04 7959102 
ミズムシ科Corixidae 
コミズムシ Sigarasubstriata Uhler, 1896 
船形はきだし沼1996パ0/10 7963023 
船形はきだし沼1996パ0/10 7963029 
ミヤケミズムシ Xenocoiixa vittipennis (Horvath, 1879) 
船形はきだし沼2003バ)6パ1 7959089-90

7959098

7959097

船形はきだし沼2003/06/118005007 
コバンムシ科Naucoridae
コバンムシ若齢幼虫 Ilycoris exclamationis Scott, 1874 
船形はきだし沼2003/07/17 7959087 
船形はきだし沼2003/08/03 7959082 

コバンムシ終齢幼虫 

船形はきだし沼2003/07/22 7959083 
船形はきだし沼2003/08/04 7959088 

マツモムシ科Notonectidae
マツモムシ Notonecta triguttata Motschulsky, 1861 
不明 1954/09/12 0539024

サシガメ科Reduviidae
ヨコブナサシガメ Agnosphodrusdohmi(Signoret，l8Q2) 
木野崎 2006/05/15 7959057-58
木野崎 2006/05/17 7959059
西三ヶ尾 2006/05/17 7959060
三ツ堀 2006/05/17 7959069
木野崎 2006/05/17 8009008
三ツ堀 2006/05/17 8005046
西三ヶ尾 2006/05/17 8005047
木野崎 2006/05/21 7959048
木野崎 2006/05/21 7959070
木野崎 2006/05/21 7959077
小山 2006/05/21 8009009
野田 2006/06/19 8005045

千葉銀行野田支店内 

ヨコブナサシガメ幼虫 

膨  2005/10/06 8009010
小山字藤洞 2005/10/20 7959040-45
西三ヶ尾 2005/10/21 7959036-37
木野崎 2005/10/28 7959046-47
木野崎 2006/09/15 8009011

ヨコブナサシガメ幼虫•脱皮殼 

西三ヶ尾 2005/10/21 7959027
アカシマサシガメ Haematoloechanigrorufa (Stal,1866) 
中野台 1972/09/10 7959023
中野台 1973/10/16 7959024
中野台 1989/04/30 7959025

オオトビサシガメ Isyndus obscurus (Dallas, 1850)
不明 1948/10/23 0539022

アシナガサシガメ Schidimn marcidum  (Uhler,1896) 
ニツ塚 1996/11/09 7992004

キイ ロサシガメ Sirthenea Qavipes (Stal,1855)
不明 1956/09/30 0539021

シマサシガメ

Sphedanolestes impressicollis (Stal, 1861)
ニツ塚 2000/06/10 7959021
ニツ塚 2003/06/27 7959020

ヤニサシガメ Velinusnodipes (Uhler,1860)
不明 1957/03/21 0539023

オオホシカメムシ科Largidae 
ヒメ ホシカメ ムシ Physopelta cincticollis Stal, 1863 
ニツ塚 2000/06/17 7959015

オオホシカメムシ

Physopelta gutta (Burmeister,1834)
中野台 1996/10/20 7959014
西三ヶ尾 2004/05/27 7959013

ホソへリカメムシ科Alydidae 
クモヘリカメ ムシ Leptocorisa chinensis (Dallas, 1852)
中野台 1979/10/10 7959016

116



ヘリ力メムシ科Coreidae
ホオズキカメムシAcanthocorissordidus (Thunberg,1783)
中野台 1979/10/10 7959026

オオクモヘリカメムシ 

Anacanthocoris striicomis (Scott,1874)
中野台鹿島町 2004/03/03 ^  8001003 

キンカメムシ科Scutelleridae
アカスジキンカメ ムシ Poecilocorislewisi Distant, 1883 
福田 1992/06/09 7959001 Y.karasawa
中野台鹿島町 1998/06/21 7959003 
ニツ塚 1999/05/20 7959002

アカスジキンカメムシ5齢幼虫 

西三ヶ尾 2005/10/21 7959007
アカスジキンカメムシ羽化殻 

三ツ堀 2006/06/05 7959005
ノコギリカメムシ科Dinidridae
ノコギリカメムシ M e g y m e m i m  gracilicome Dallas, 1851 
不明 1950/08/18 0539030

カメ ムシ科 Pentatomidae 
ナガメ Eurydema rugosa Motschulsky, 1861 
不明 1957/04/14 0539027

クサギカ メムシ Halyomorpha picus (Fabricius，1794)
中野台 1989/01/04 7959012

ツノ カメ ムシ科 Acanthosomatidae
エサキモンキツノ カメ ムシ Sastragala esakiiHasegawa,1959 
中野台 1994/01/04 7959030
中野台鹿島町 1997/12/06 7959031

西三ヶ尾 2005/07/01罕 8004016
ツノトンボ科Ascalaphidae
キバネツノ トンボ Ayca匆Dか/5/a/z?か//7* MacLachlan，1875 
中根 1957/05/18 ^  0551017
中根 1957/05/20 ^  8001024
中根 1957/05/20 ^  0551018
中根 1958/05/25 罕 8001025

ツノ トンボ Hybris subjacens (Walker, 1853)
三ッ堀 1999/09/11ゴ 8001022
不明 1957/08/17 ^  0551016
ニッ塚 2000/06/30 ̂  7992039

才オツノ トンボ Protidricerus japonicus (MacLachlan, 1891) 
ニッ塚 2004/06/15 罕 7992040

コウチユウ目Coleoptera
ハンミヨウ科Cicindelidae
ニヮハンミヨウ Cicindela japana Motschulsky,1857 
不明 1950/05/07 0538067
トウキヨウヒメハンミヨウ

Cicindela kaleea yedoensis Kano,1933 
三ッ堀 1993/07/31 7987047
ニッ塚 1999/07/20 7987053
中野台鹿島町 2005/08/11 7963077

コハンミヨウ Cicindela specularis Chaudoir,1865 
不明 1954/07/27 0538069

オサムシ科Carabidae
ェゾカタピロオサムシ Campalita chinense (Kirby, 1818)

清水公園 2003/01/31罕 7959032 三ツ堀 2006/10/19 ゴ 7987063
スダジイのうろで越冬 アオオサムシ Carabus insulicola insulicola

中野台 1978/05/20 7987068
ニッ塚 1997/10/11 7987076

アミメカゲロウ目Neuroptera ニッ塚 1998/10/03 7987071
ヒロパカゲロウ科Osmylidae ニッ塚 1999/04/22 ^  7987075
キマダラヒロバカゲロウ 岩名 2004/06/23 ゴ 7987072
Spilosmylus Iravicornis (MacLachlan, 1875) ニッ塚 2005/07/11ダ 7987067
三ツ堀 1992/06/16 8004014 ニツ塚 2006/05/01 ^  7992036
三ツ堀 1992/09/13 8004013

ヒメカゲロウ科Hemerobiidae 
チャパネヒメカゲロウ 

Eumicromus numerosus (Navas, 1910)
不明 1956/08/27 0539038

アミ メカゲロウ Nacaura matsumurae  (Okamoto, 1912) 
清水公園 2005/07/13 8004009

ウスパカゲロウ科Myrmeleontidae 
マダラウスバカゲロウ

Dendroleon pupillaris (Gerstaecker, 1893)
不明 1952/07/30 0551009

ホシウスパカゲロウ

Glenuroides japonicus (MacLachlan, 1867)
不明 1955/08/05 0551021
中野台 1960/08/01 8004011

ウスバカゲロウ Hagenomyiam/cans  (MacLachlan,1875) 
不明 1955/08/23 0551011
中野台 1960/08/03 ^  8004017
三ツ堀 1992/08/22 ^  8004018
三ツ堀 1992/08/22 ¥ 8004019
中野台鹿島町 2005/08/21^  8004012 

オオウスパカゲロウ HeocUsisjaponica (MacLachlan,1875) 
野田 1963/09/05 ^  8004010内田金治

コウスパ力ゲロ ウ Myimeleon formicarius (Linnaeus, 1767)

オ才アトボシア才ゴミムシ 

Chlaenius micans (Fabricius,1792)
中野台 1982/08/09 7963008
中野台 1982/08/09 7963017

アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer Chaudoir,1876 
中野台鹿島町 2000/08/25 7962025

マイマイカプリ

Damaster blaptoides blaptoides Kollar,1836 
不明 1948/10/19 0538062

ヒメマイマイカブリ

Damaster blaptoides oxuroides (Schaum,1862)
中野台 1977/09/05 罕 7987070
中野台 1995/08/02 ゴ 7987073
ニッ塚 1997/10/11罕 7987069
中野台鹿島町 2007/10/12 ?  7987074 

チビアオゴミムシ

Eochlaenius suvorovi Semenov-Tian-Shanskij,1912 
三ッ堀 1993/08/21 7987066
ニッ塚 1998/10/03 7987061

ヤホシゴミムシ Lebidia octoguttata Morawitz,1862 
ニッ塚 2006/05/17 7987062

オオゴミムシ Lesticusmagnus (Motschulsky,1860)
不明 1956/09/23 0538064
中野台鹿島町 2005/08/21罕7963115
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中野台鹿島町 2005/08/21 cf 7963117 
ホソクビゴミムシ科Brachinidae 
才才ホソクビゴミムシ

Brachinus scotomedes Redtenbacher,1868 
三ツ漏 1992/06/16 7987060

ゲンゴロウ科Dytiscidae 
マメ ゲンゴロ ウ Agabusjaponicus Sharp,1873 
船形はきだし沼2003/07パ7 7959078 
船形はきだし沼2003/09/09 7959079 

コシマゲンゴロ ウ Hydaticusgrammicus (Germar,1830) 
三ツ漏 1979/09/16 7963009
三ッ漏 1998/06/27 cf 7986064柄澤保彦

ウスイロシマゲンゴロウ Hydaticus rhantoides Sharp ,1882 
三ツ漏 1979/09パ6 7963010-11
三ツ漏 1979/09パ6 7963018-20

ツブゲンゴロ ウ Laccophilus diMciUs Sharp, 1873 
船形はきだし沼2003/07パ7 7959080 
ミズスマシ科Gyrinidae
オオミズスマシ Dineutus orientalis (Modeer,1776)
木間ヶ瀬11998/05/23 7962076 
三ツ漏1 1998/07パ1 7986070-71
船形はきだし沼1998/10/03 7962077 
船形はきだし沼1998/10/03 7986063 
船形はきだし沼1998/10/03 7959100 
船形はきだし沼2003/07パ7 7959099 
ミズスマシ Gyrinus japonicus Sharp, 1873 
ニツ塚 1996/11/09 7962078

ガムシ科 Hydrophilidae
キペリヒラタガムシ Enochrusjaponicus (Sharp,1873) 
三ツ漏 1998/06/27 7986065柄澤保彦

ヒメガムシ StemolophusruQpes (Fabricius,1792)
船形はきだし沼2003/07/22 7959084 

シデムシ科Silphidae
オオヒラタシデムシ Eusilphajaponica (Motshulsky,1860) 
中野台 1963/08/03 7963007
中野台 1966/08/11 7963016
中野台 1966/08/13 7963025
三ツ漏 1992/07/02 ゴ 7987021
三ッ漏 1992/07/02 ?  7987029

クロシデムシ Nicrophorus concolor Kraatz,1877 
不明 1955/08/09 0540029

ヤマトモンシデムシ Nicrophorus japonicus Harold,1877 
不明 1947/08/17 0540030

ヨツボシモンシデムシ

Nicrophorus quadripunctatus Kraatz,1897 
不明 1954パ0パ3 0540031

コクロ シデムシ Ptomascopus m o n o  Kraatz,1877 
不明 1956/08/29 0540032

ハネカクシ科Staphylinidae 
キンボシハネカクシOcypus weiseiHarold,1877 
不明 1957/08パ 6 0540036-37
ニツ塚 2004/05/15 7962125

アオパアリガタハネカクシPaederus fuscipes (Curtis,1823) 
中野台 1954/11/21 7963076
不明 1955/12/04 0540038
小 山 字 藤 洞 1999/04/17 7962082 

アカバハネ力クシ Platydracuspaganus (Sharp, 1874) 
三ツ漏 1993/04パ5 7962126

クワガタムシ科Lucanidae 
オオクワガタ DorcushoDei  (E.Saunders, 1854)

不明 1957/07/28 0540007
コクヮガタ Macrodorcas rectus rectus (Motschulsky,1857) 
不明 1946/07/04 0540006
不明 1947/07/23 0540005
中野台 1965/07/20 ¥ 7963114
中野台 1969/09/07 ¥ 7963094
中野台 1972/08/09 ¥ 7963105
中野台 1977/09/04 d 1 7984024
中野台 1992/03/11 d 1 7951016
三ッ堀 1992/08/16 d 1 7984025柄澤保彦

三ッ堀 1992/08/22 d 1 7984018
三ッ堀 1992/08/22 d 1 7984020
小山字藤洞 2000/07/05 d 1 7984019
小山字藤洞 2000/07/05 d 1 7984021
ニッ塚 2001/06/18 d 1 7984017

ノコギリクヮガタ

Prosopocoilus inclinatus inclinatus (Motschulsky,1857) 
不明 1946/07/20 d 1 0540002
不明 1950/08/19 0540004
不明 1958/07/20 0540003
中野台 1963/08/03 ¥ 7963084
中野台 1963/06/30 d 1 7984031
中野台 1972/07/03 d 1 7963118
中野台 1972/07/23 d 1 7963111
三ッ堀 1992/08/11 ¥ 7984034
小山 2001/07/28 罕 7984030
三ッ堀 2006/06/05 ¥ 7963120
三ッ堀 2006/06/08 罕 7963116
ニッ塚 2006/06/27 ¥ 7963121

ノコギリクヮガタ(原歯型）

三ッ堀 1992/08/25 d 1 7984028
小山 2001/06/29 d 1 7984035
小山 2003/09/28 d 1 7984029
三ッ堀 2006/06/05 d 1 7963113

ノコギリクヮガタ(長歯型）

三ッ堀 1992/08/09 d' 7984036
小山字藤洞 2000/07/05 d 1 7984037
小山 2001/06/28 d 1 7984032
小山 2001/06/29 d 1 7984038
小山 2001/08/29 d 1 7984033
三ッ堀 2006/06/05 d 1 7963119

ノコギリクヮガタ（両歯型）

三ッ堀 2006/06/08 d 1 7963112
センチコガネ科Geotrupidae 
ムネア力センチコガネ

Bolbocerosoma nigroplagiatum (Waterhouse,1875)
ニッ塚 1998/11/14 7987024

才オセンチコガネ Geotrupesauratus Motschulsky, 1857 
不明 1956/08/07 0538046

センチコガネ Geotrupes laevistriatus Motschulsky, 1857 
中野台 1986パ1/03 7951014
中野台 1987/06/26 7951013
中野台 1989/04/30 7987031
中野台 1989/08/16 7987022
中野台 1989/08/16 7987030
中野台 1989/08/20 7987023
中野台鹿島町 2005/08/11 7963086 
中野台鹿島町 2005/08/15 7963088 
中野台鹿島町 2005/08/20 7963087 

コガネムシ科Scarabaeidae
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コイチヤコガネAdoretus tenuim aculatus Waterhouse,1875 
三ツ堀 2006/06/08 ^  7987028
三ツ堀 2006/06/08 早 7987033

カブトムシ

Allom yrina dichotoma dichotoma Linnaeus, 1771
不明 1946/06/28 ^  0538047
不明 1948/07/01 ¥ 0538048
中野台 1979/07/30 ^  7984023
中野台 1979/07/30 ^  7984027
三ツ堀 1992/08/25 ^  7984026
小山字藤洞 1999/07/02 ^  7984022
ニッ塚 1999/08/04 ¥ 7984016

アオドウガネ

Anomala albopilosa albopilosa (Hope, 1839)
ニツ塚 1997/06/14 7987002

サクラコガネ Anomala daimiana Harold, 1877
不明 1946/08/25 0538010
中野台 1989/08/16 7987017
中野台 1989/08/26 7987020

ヒラタア才コガネ Anomala octiescostata (Burmeister,1844)
三ツ堀 2004/04/30 7962161
三ツ堀 2004/05/01 7987008
ニツ塚 2006/05/01 7987003

セマダラコガネ Blitopertha orientalis (Waterhouse, 1875)
不明 1953/07/15 0538016
ニッ塚 1997/06/14 7987026
中野台鹿島町 1998/06/27 7987027
ニッ塚 1999/06/22 7987032
三ツ堀 2004/06/28 7962175

マエカドコエンマコガネCaccobfusjessoensis Harold,1867
三ツ堀 2004/05/24 7987025

ヒメアシナガコガネ

Ectinohoplia obducta (Motschulsky, 1857)
三ツ堀 2007/05/12 7987038

コカブトムシ

Eophileurus chinensis chinensis (Faldermann,1835)
不明 1955/10/16 0538007
中野台鹿島町2007/05/23 ^  7987001 

ハナムグリ Eucetoniapilifera (Motschulsky,1860)
不明 1953/07/15 0538018

クロハナムグリ Glycyphana fulvistem m a Motschulsky,1860 
不明 1954/05/01 0538019

ホソコハナムグリ G lycyphanagracilisviridis Sawada,1942 
不明 1947/08/21 0538023

ナガチャコガネ（キイロコガネ）

H eptophylla picea  picea Motschulsky, 1857 
不明 1947/08/21 0538013
中野台鹿島町 2005/07/07 7987040 

ク ロコガネ Holotrichia kiotoensis Brenske,1894 
不明 1948/07/29 0538008

クロアシナガコガネ

Hoplia m oerensm oerens Waterhouse,1875 
ニツ塚 2001/06/01 7987012

ヒメ トラハナムグリ Lasiotiichius succinctus (Pallas, 1781) 
不明 1950/07/26 0538025

ピロウドコガネ

Maladera japonica japonica (Motschulsky,1860)
不明 1947/08/13 0538015
中野台 1989/08/16 7987006
船形はきだし沼1997/06/17 7962166

上三ヶ尾 1998/05/16 7987011
_  2000/05/09 7962167

コフキコガネ M elolonthajaponica Burmeister,1855 
不明 1956/07/25 0538005
中野台 1989/08/16 7987018
中野台 1992/07/25 7951021
中野台鹿島町 2000/07/31^  7987014 

オオスジコガネ M imela costata (Hope,1839)
不明 1947/07/09 0538011

コガネムシ M imela splendens (Gyllenhal, 1817)
三ツ堀 1992/06/25 7984009
ニツ塚 1996/06/22 7984001
m m  2003/07/06 7984008

スジコガネ M imela testaceipes (Motschulsky,1860)
不明 1947/07/30 0538012
不明 1957/07/28 0540021

ヒラ夕ハナムグリNipponovalgus 
Angusticollis angusticollis (Waterhouse，1875)
不明 1946/07/23 0538028
小 山 字 藤 洞 1999/05/09 ^  7962163 
ニツ塚 2003/06/19 ^  7992014

クロ マルエンマコガネ Onthophagus ater Waterhouse,1875 
不明 1948/07/09 0538042

カドマルエンマコガネOnthophagus lenzii Harold,1874 
不明 1956/06/21 0538041

コアオハナムグリ Oxycetoniajucunda (Faldermann,1835) 
三ツ堀 1993/09/11 8005016
ニツ塚 1996/10/12 7962162
ニツ塚 1996/10/12 7987004
下三ヶ尾 2000/05/08 7962181
下三ヶ尾 2000/05/08 7987009
ニツ塚 2008/06/01 7992041-47

オオトラフコガネ Paratrichius doenitzi (Harold, 1879)
西三ヶ尾 2004/05/30 罕 7987013

ウスチヤコガネ Phyllopertha diversa Waterhouse, 1875 
三ツ堀 1992/06/25 7962172

キスジコガネ Phyllopertha irregularis Waterhouse, 1875 
下三ヶ尾 2000/05/08 ゴ 7987007

ァカマダラコガネ

Poecilophilides rusticola (Burmeister，1842)
不明 1948/07/23 0538027

才才キイ ロコガネ Pollaplonyx Savidus Waterhouse, 1875
船形 2000/06/07 7987015

シロスジコガネ Polyphylla albolineata (Motschulsky, 1861) 
不明 1956/08/10 0538004

マメ コガネ Popillia japonica Newmann,1844 
不明 1946/07/29 0538014
三ツ堀 1992/08/06 7962173
岩名 2003/07/12 ダ 7962169
岩名 2003/07/12 ?  7987005
三ツ堀 2004/06/23 ゴ 7987010

シラホシハナムグリ

Protaetia brevitarsis brevitarsis (Lewis, 1879)
不明 1946/07/24 0538026

シロテンハナムグリ

Protaetia orientalis submarumorea (Burmeister，1842)
中野台 1989/07/30 7962180
ニツ塚 1997/06/14 7987019
小山 1998/07/09 ^  7984015
ニツ塚 2007/06/15 7987016
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カナブン Rhomborrhinajaponica Hope, 1841 
不明 1946/07/26 0538006
中野台 1989/07/30 7962179

カナブン（暗緑色型）

三ッ堀 1992/06/25 ?  7984014
小山字藤洞 2000/07/05 7984007
小山 2001/07/04 7984006

カナブン(銅色型）

三ッ堀 1992/06/25 ^  7984004
小山 1998/07/09 ^  7984005
三ッ堀1 1998/07/11? 7984012

クロカナブン Rhomborrhinapolita Waterhouse, 1875 
中野台 1973/09/10 ?  7951025
小山 1998/07/09 7984002
小山 2001/08/07 7962178
小山 2001/08/07 7984010-11
小山 2001/08/18 7984003

夕マムシ科Buprestidae 
クロナガタマムシ

Agrilus cyaneoniger cyaneoniger E.Saunders,1873 
ニッ塚 2007/06/19 ^  7986059
ニッ塚 2007/06/19 ?  7986066

ケヤキナガタマムシAgrHusspinipennis Lewis,1892 
不明 1945/07/03 0538054

クロタマムシ

Buprestis Haemorrhoidalis japanensis E.Saunders,1873 
中野台 1946/07/28 ?  7986032
不明 1953/08/01 0538051
中野台 1962/07/06 ?  7962037
中野台 1965/06/27 7962036
中野台 1968/06/30 ^  7986028

ウパタマムシ Chalcophora japonica japonica (Gory,1840) 
不明 1945/07/20 0538050

サビキコリ

Agrypnus binodulus binodulus (Motschulsky, 1861)
中野台 1969/08/17 7963089

ホソサビキコリ J^rypnus faliginosus (Candeze,1865) 
ニツ塚 1997/05/10 7962017

ウバタマコメ ツキ ParacaMsberus  (Candeze,1865)
ニツ塚 1996/06/22 7984050
ニツ塚 1996/08/04 7984051
ニツ塚 2000/06/30 7984055

ヒゲコメ ツキ Pectocera fortunei Candeze, 1873 
不明 1955/05/25 0538055
中野台 1960/06/05 d  7984049
ニッ塚 2000/06/15 ?  7984054
トラフコメ ツキ Selatosomusonerosus (Lewis, 1894)
不明 1948/07/20 0538058
中野台 1963/03/31 7963093
中野台 1963/03/31 7963104
中野台鹿島町 1992/04/02 d  7987050 
中野台鹿島町 2004 /04 /25早 7987057 
中野台鹿島町 2006/04/01 7987056
中野台鹿島町 2006/04/04 7987049
中野台鹿島町 2008/03/27 d  7962149 
中野台鹿島町 2008/03/29 d  7962138 
中野台鹿島町 2008/03/29 ?  7962160 
中野台鹿島町 2008 /04 /03早 7962171 

ウストラフコメ ツキ Selatosomus vagepictus (Lewis, 1894) 
岩名 1992/05/12 cf 7986053

ホ夕ル科Lampyridae
オバボタル Lucidina biplagiata (Motschulsky,1866) 
ニツ塚 1997/06/14 cf 7990021
木野崎 I 1998/05/23 7986062
木野崎 I 1998/05/23 7986069

ヘイケボタル Luciola lateralis Motschulsky, 1860
中野台 1960/07/25 ?  7986033 不明 1947/08/25 0540062
中野台 1966/08/09 ^  7986029 目吹 1986/07/15 早 7950004

ヤマトタマムシ 目吹 1992/08/17 7951064-65
Chrysochroa Fulgidissima fulgidissima (Schonherr, 1817) 目吹 1992/08/21 7951066
不明 1956/07/28 0538049 ニッ塚 1997/08/02 罕 7990016
中野台 1960/不明 早 7986042志賀むめ 羽化年月日1997/6/25
中野台 1964/06/26 7986049 クロマドボ夕ルLychmuisfumosa  (Gorham,1883)
中野台 1964/08/22 7986056志賀俊ー ニッ塚 1997/06/14 cf 7990018
中野台 1966/07/26 7986043 ニッ塚 1998/06/13 cf 7990017
中野台 1966/08/18 7986039 ニッ塚 2001/06/18 7990020
中野台 1966/08/25 7986050 ニッ塚 2003/06/19 cf 7990019
中野台 1973/06/24 7986055 羽化年月日1997/6/25
中野台 1974/07/22 7951038 ジョウカイボン科Cantharidae
中野台 1990/08/17 7986044 ジョウカイボン

中野台鹿島町 1990/08/28 7986041 Athemus suturellus suturellus (Motschulsky,1860)
小山1 1998/07/21 7986040 不明 1948/07/20 0535068
中野台鹿島町 1998/07/28 7986045 不明 1954/08/10 0540070
中野台鹿島町 1998/07/28 7986057 中野台 1957/05/13 早 7987045志賀勝

中野台鹿島町 2000/08/15 7986051 木野崎 2001/05 /21早 7987051
中野台鹿島町 2000/08/15 7986052 三ツ堀 2004/05/07 早 7987052
中野台鹿島町 2003/07/06 7986058志賀綾子 三ツ堀 2004/05/08 7987046

アオマダラタマムシ 西三ケ尾 2004/05/27 7962144
Nipponobuprestis Amabilis (SnellenvanVollenhoven,1864) カツオブシムシ科Dermestidae
不明 1951/07/29 0538052 ヒメマル力ツ才ブシムシ

マスダクロホシ夕マムシOvalisia vivata (Lewis,1892) Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767)
ニツ塚 1997/05/10 7986046 ニッ塚 2003/06/10 7992013

コメツキムシ科Elateridae 中野台鹿島町 2006/04/12 7962084
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中野台鹿島町 2007/05/17 7950021 
コクヌスト科Trogossitidae
コクヌスト Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)
不明 1955/01/06 0540067

ケシキスイ科Nitidulidae
クリヤケシキスイ Carpophilushemipterus (Linnaeus,1785)

ナミテントウ Harmonia axyridis (Pallas, 1773) 
ニッ塚 2000/05/16 7962056
西三ヶ尾 2005/07/01 7962060
ニツ塚 2005/07/10 7992021
三ツ堀 2006/06/06 7962075

ナミテントウ（1-2-2-1赤紋型）

中野台 1954/11/17 ^  8002001-02 ニツ塚 2005/12/20 7988063
中野台 1954/11/17 早 8002003 ニツ塚 2005/11/23 7988060-61
不明 1954/11/17 0540035 ニツ塚 2005/11/23 7988062

ヨツボシケシキスイ Ubrodorjaponicus (Motschulsky,1857) 羽化年月日：1998/6/5
不明 1950/08/19 0540034 ニッ塚 2005/11/23 7988066
中野台 1963/06/30 7963059 ニッ塚 2005/11/27 7988064
中野台 1963/06/30 7963060-62 羽化年月日：1998/6/5
中野台 1963/06/30 7963071-72 ニッ塚 2005/11/27 7988065
三ツ掘 1992/07/09 8005020 ニツ塚 2005/11/27 7988072-77

オオキスイムシ科Helotidae ナミテントウ（2-3-3-1黒紋型）

ヨツボシオオキスイHelotagemmata  Gorham,1874 ニツ塚 2005/12/20 7988042-46
不明 1949/08/17 0540039 ニツ塚 2005/12/20 7988058
中野台 1989/08/05 7986061 ニツ塚 2005/11/23 7988040
中里 1995/01/16 7963073 ニッ塚 2005/11/23 7988041
三ツ掘1 1998/07/04 罕 7986067 柄澤保彦 ニッ塚 2005/12/23 7988047
三ツ掘1 1998/07/04 ^  7986068 柄澤保彦 ニッ塚 2005/11/27 7988053-57
小山 2005/08/03 ^  7963074 ニツ塚 2005/11/27 7988059
三ツ掘 2006/06/08 ^  7986060 ナミテントウ（黒紋消失型）

オオキノこ3ムシ科 Erotylidae ニッ塚 2005/11/20 7988068
ツヤヒメオオキノ コ Seteliascitula Lewis,1887 ニツ塚 2005/11/23 7988067
不明 1954/11/21 0538063 ナミテントウ（黒紋融合型）

テントウムシダマシ科Endomychidae
ヨツボシテントウダマシ

Ancylopuspictus asiaticus Strohecker, 1972 
船形はきだし沼1998/07/09 7988083

テントウムシ科Coccinellidae
ヒメアカホシテントウ Chilocoruskuwanae Silvestri, 1909 
不明 1958/09/05 0540053
木野畸 2006/01/27 7988039
小山 2006/02/25 7988052
木野畸 2006/04/18 7988038
木野畸 2006/04/18 7988051

ナナホシテントウ

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 
小 山 字 藤 洞 1999/06/10 7962074 
小 山 字 藤 洞 1999/06/10 7988097-98

フタモンクロテントウ

Cryptogonus orbiculus (Gyllenhal,1808)
中野台鹿島町 1998/06/27 7962081
トホシテントウ EpHachna admirabilis Crotch, 1874 
不明 1956/08/19 0540055
中野台 1972/07/06 7963067
中野台鹿島町 1995/07/02 7988087 
西三ヶ尾 2006/06/13 7963066

オオニジュウヤホシテントウ

Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky,1857 
中野台鹿島町 1995/07/02 7962070 
中野台鹿島町 1995/07/02 7988085-86 
船形 1997/05/22 7962071
中野台鹿島町 2001/07/08 7988084

ニジュウヤホシテントウ

Epilachna vigintioctopunctata (Fabricius,1775)
ニッ塚 1999/07/20 7962073
中野台鹿島町 2001/07/08 7962072

2005/12/20 7988049-50 
2005/11/27 7988048

1999/06/10 7962058 
2005/12/20 7988026 
2005/12/20 7988082 
2005/12/20 7988091-93

ニッ塚 

ニッ塚 

ナミテントウ（ニ紋型）

船形はきだし沼1998/07/09 7962057 
小山字藤洞 

ニッ塚 

ニッ塚 

ニッ塚

ニツ塚 2005/11/27 7988078-81
ニツ塚 2005/11/27 7988090

ナミテントウ（ニ紋異常型）

ニツ塚 2005/12/20 7988025
ナミテントウ（四紋型）

ニツ塚 2005/11/23 7988016
ニツ塚 2005/11/23 7988029-34
ニツ塚 2005/11/27 7988017-24
ニツ塚 2005/11/27 7988035-37

ナミテントウ（四紋異常型）

ニツ塚 2005/12/20 7988027
クリサキテントウ Harmonia yedoensis (Takizawa, 1917) 
ニツ塚 2004/06/04 7988089
ニツ塚 2004/06/18 7988088

キイ ロテントウIlleiskoebeleikoebeleiTimberlake,1943 
中野台鹿島町 1997/12/06 7988071 
小 山 字 藤 洞 1999/06/14 7988070 

ヨツボシテントウ Phymatosternus lewisii (Crotch, 1874) 
不明 1956/08/19 0540054

ヒメカメノコテントウ Propylea japonica (Thnnberg,1781) 
不明 1957/07/04 ^  0540056
不明 1957/07/04 ?  0540057
中野台 1960/08/20 7963068-69
岩名 1992/05パ 2 7988028
ニツ塚 2005/07パ0 7992022
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シロ ホシテントウ Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761)
中野台鹿島町 2004/05/30 7988069 

ヒメマキムシ科Lathridiidae
ハネスジヒメ マキムシD ienerella costipennis (Reitter,1877) 
上花輪 1966/08/05 cf 8002005
上花輪 1966/08/05 早 8002006
上花輪 1966/10/01 8002004

ハナノミ科Mordellidae
シラホシハナノ ミ Hoshihananom iaperlata (Sulzer,1776) 
不明 1957/05/29 0540040

力ミキリモドキ科Oedemeridae 
モモブト力ミキリモドキ 

Oedemeronia lucidicollis (Motschulsky, 1866)
小 山 字 藤 洞 1999/05/06早7962043 
小 山 字 藤 洞 1999/05/09早7962044 

キイロカミキリモドキ Xanthochm a hiUeri Harold,1878 
不明 1958/07/14 0540068

アオカミキリモドキ Xanthochroa waterhousei Harold, 1875
不明 1952/06/01 0540069
不明 1953/06/10 0535069
三ッ堀 1993/07/06 7986021
ニッ塚 1995/06/10 7962158
ニッ塚 1995/06/18 7986027
西三ヶ尾 2004/05/27 7962146
西三ヶ尾 2004/05/27 7962147
西三ヶ尾 2004/05/27 7962157
西三ヶ尾 2004/05/27 7962170

ツチハンミヨウ科Melioidae
マメハンミ ョウ Epicauta gorham i Marseul,
中野台 1979/09/16 7962068
中野台 1979/09/16 7987037
船形はきだし沼1996/08/08 7963070
ニッ塚 1997/08/23 ダ 7987036
ニッ塚 1997/08/23 cf1 7987043
ニツ塚 1997/08/23 ?  7987044

ゴミムシダマシ科Tenebrionidae 
キマワリ Plesiophthalnm s

中野台 1961/07/13 ¥ 7950048
中野台 1961/07/15 d 1 7950049
中野台 1963/06/25 ¥ 7950053
中野台 1963/06/25 ¥ 7986013
中野台 1963/06/26 d 1 7986002
中野台 1963/06/26 ¥ 7986007
中野台 1963/07/18 d 1 7950052
中野台 1963/07/21 ¥ 7950050
中野台 1966/08/01 d 1 7950057
中野台 1966/08/21罕 7950051
中野台 1969/06/03 ¥ 7986006
中野台 1972/07/23 罕 7986011
中野台 1989/07/30 ¥ 7950054
木間ヶ瀬字出州1999/06/16 ¥ 7986009 
ニツ塚 1999/06/22 ¥ 7986012
中野台鹿島町 2007/06/20 ¥ 7986003 

クワカミキリ Aprionajaponica Thomson, 1878 
不明 1950/07/23 ¥ 0535003
中野台 1963/08/18 ¥ 7985022
中野台 1966/08/28 d 1 7985018
小山 2003/07/17 d 1 7985017

ルリ力ミキリ Bacchisa fortune]’japonica (Gahan, 1901) 
不明 1948/06/28 0535024

シロスジ力ミキリ Batocera lineolata Chevrolat,1852 
不明 1947/09/26 d 1 0535006
不明 1953/07/20 d 1 0535005
不明 

不明 

中野台 

中野台 

中野台 

中野台 

ニッ塚 

ヒメスギ力ミキリ

Callldiellum  ruHpenne (Motschulsky,1860)
不明 1946/05/29 0535040
ミドリ力ミキリ Chloridolum  viride (Thomson, 1864)

1955/07/25 d' 0535001 
1955/07/25 ¥ 0535002 
1960/07/28 罕 7985006 
1966/07/21 ¥ 7985005 
1988/06/26 d 1 7985002 
1995/06/02 d 1 7985001 
2005/06/24 罕 7992034

Nigrocyaneus nigrocyaneus Motshulsky,1857 中野台 1948/06/13 早 7985028
中野台 1989/08/16 7987064 不明 1953/06/15 0535035
中野台鹿島町 2001/07/08 7962027志賀勝 中野台 1963/05/20 早 7985027
中野台鹿島町 2003/07/26 ^ 7987059 中野台 1965/06/21 7985026
中野台鹿島町 2003/07/28 ^ 7987065 クロトラカミキリ

中野台鹿島町 2003/08/06 7962026 Chlorophorus diadema inhirsutus (Motschulsky,1934)
中野台鹿島町 2004/06/27 7987058 不明 1949/07/08 0535061

チヤイロコメノゴミムシダマシ 不明 1951/05/26 0535060
Tenebrio m olitor Linnaeus, 1758 中野台 1960/07/20 7985023
中野台鹿島町 1998/06/20 7962067 中野台 1960/07/20 早 7985024

力ミキリムシ科Cerambycidae アカハナ力ミキリ Corymbia succedanea (Lewis, 1879)
キマダラ力ミキリ 三ツ堀 1992/07/25 7986016
A eolesthes chrysothrix chrysothrix (Bates, 1873) 三ツ堀 1992/07/25 7986017坂東雅樹

不明 1945/07/24 罕 0535018 三ツ堀 1992/07/25 早 7986022
ニツ塚 1995/07/08 ? 7986048坂ロ乃衣 ニッ塚 1996/07/13 7950038
ニツ塚 2000/05/22 ? 7986047 ニッ塚 1996/07/13 早 7950039
ニツ塚 2006/06/16 罕 7986054 ニッ塚 1999/07/07 7986018
ニツ塚 2007/06/15 ? 7992035 ニッ塚 1999/07/07 7986024

ゴマダラ力ミキリ Anoplophora malasiaca (Thomson, 1865) ニッ塚 2001/06/25 7950047
中野台 1947/06/30 ^ 7986014 ニツ塚 2002/07/04 7950037
不明 1953/08/09 ^ 0535004 キスジトラカミキリ C yrtoclytuscaproidesBates,1873
中野台 1961/07/03 ^ 7986001 ニッ塚 2001/06/18 ^  7990022
中野台 1961/07/10 ? 7986008 中野台鹿島町 2006/06/02 罕 7985014
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キイロ トラカミキリ D e m o n a x  notabilis (Pascoe,1862) 不明 1945/08/04 0535025
不明 1947/08/23 0535058 中野台 1963/05/19 7988099
ホソカミキリ Distenia gracilis gracilis (Blessig,1872) 中野台 1963/05/19 7988100
不明 1958/08/05 0535019 中野台鹿島町 2006/05/23 7988101-02

ヤツメカミキリ Eutetrapha ocelota (Bates, 1873) ノコギリ力ミキリ

不明 1946/07/20 0535044 Prionus insularis insularis Motschulsky,1857
シロオビゴマフカミキリ 不明 1945/07/25 0535015
Falsomesosella gracilior (Bates, 1884) 中野台 1960/08/20 罕7985043
ニツ塚 1999/04/26 罕 7950036 中野台 1963/07/27 7985030

マルクビケマダラ力ミキリ 中野台 1964/07/29 罕7985044
Hesperophanes campestris (Faldermann,1835) 中野台 1966/08/01 7985029
中野台 1980/08/10 ¥ 7986010 中野台 1973/07/23 7985034

ヒメヨツスジハナ力ミキリ 三ツ堀 1993/09/11 7950040
Leptura kusamai Ohbayashi et Nakane,1955 ニツ塚 1999/07/18 罕7950041
三ツ堀 1992/06/25 ^  7985032 キボシカミキリ Psacotiieahilarishilaris (Pasc
三ツ堀 1992/06/25 罕 7985033 不明 1948/07/20 0535013
三ツ堀 1995/06/16 罕 7985036-37 不明 1958/08/30 0535012
ニツ塚 1995/06/18 ¥ 7985038 中野台 1961/09/27 罕7950059

ヤツボシハナ力ミキリLeptura mimica  Panzer,1884 中野台 1961/09/27 7950065-66
ニッ塚 2000/05/22 $ 7962101 中野台 1961/09/27 7950070-71
ニツ塚 2000/05/22 $ 7962114 中野台 1963/08/03 罕7950064

ヨツスジハナカミキリLeptura 中野台 1963/08/03 7985016
Ochraceofasciata ochraceofasciata Motschulsky, 1861 中野台 1963/09/05 7950061
清水 1973/07/30 罕 7985039-42 中野台 1963/09/05 7950072
清水 1973/07/30 ¥ 7985045-47 中野台 1964/06/26 7950073
ニッ塚 1995/06/10 ^  7950045 中野台 1964/07/26 7950063
ニッ塚 2003/06/19 ^  7992012 中野台 1964/08/21 7950060
ニッ塚 2003/06/21 ^  7992011 中野台 1964/08/21 罕7950067
ニッ塚 2005/06/19 ^  7992010 中野台 1966/08/01 7950056
ミヤマ力ミキリ Massicus raddei (Blessig,1872) 中野台 1966/08/01 罕7985021
清水 1973/08/05 早 7985013 中野台 1966/08/21 7950069

ウスパ力ミキリ Megopis sinicasinica White,1853 中野台 1966/08/28 早7950058
不明 1949/08/29 罕 0535008 中野台 1966/08/28 7985011
中野台 1973/08/18 ¥ 7985004 中野台 1966/09/01 7950068
中野台鹿島町 2005/07/23 ^  7985003 中野台 1973/10/07 7985015

力タシロゴマフ力ミキリ Mesosahirsutahirsuta Bates,1884 中野台 1973/10/07 早7985020
不明 1947/06/12 0535030 中野台 1973/10/16 早7950055
不明 1955/07/13 0535029 中野台 1973/10/16 早7950062
中野台鹿島町 1989/07/11 ¥ 7986019 中野台 1973/10/16 7986031
中野台 1990/08/04 ^  7988128 ニッ塚 2000/06/10 7986034
三ツ堀 1998/07/11罕 7986025 ニツ塚 2003/06/19 7992020
中野台鹿島町 2004/06/26 ^  7988122 アトモンサビ力ミキリ

ナガゴマフカミキリMesosa longipennis Bates, 1873 Pterolophia granulata (Motschulsky,1866)
三ッ堀1 1998/07/11 ^  7986020 不明 1950/07/28 0535049
中野台鹿島町 1998/07/20 罕 7986026 中野台鹿島町 2000/08/20 早7950023
座生 2002/06/16 罕 7950042 中野台 2005/09/16 早7950034

ゴマフカミキリ Mesosa m y o p s  m y o p s  (Dalman, 1817) 中野台鹿島町 2006/06/28 早7950022
不明 1947/08/11 0535032 ナカジロサビ力ミキリ

不明 1954/04/03 0535031
ハイイロヤハズ力ミキリN i p h o n a M v a t a  (Bates, 1873)
不明 1948/07/20 0535043
不明 1957/05/09 0535042

ホソリンゴカミキリ Oberea fascipennis (Chevrolat, 1852) 
ニツ塚 2000/06/15 7988127
ニツ塚 2006/05/30 ̂  7988120

リンゴ力ミキリ Oberea japonica (Thunberg,1787)
不明 1947/08/19 0535055

ニセシラホシカミキリ Pareutetraphasimulans (Bates, 1873) 
清水 1973/07/30 罕 7950033

キクスイ力ミキリ Phytoecia ruSventiis Gautier, 1870

Pterolophia jugosa jugosa (Bates, 1973)
不明 1953/06/15 0535047

アトジロサビ力ミキリ Pterolophiazonata (Bates, 1873) 
不明 1952/05/10 0535048
中野台 1952/08/06 早 7988107
中野台 1960/07/02 早 7988105
中野台 1989/07/01早 7988106

ヘリグロベニカミキリ

Purpuricenus spectabilis Motschulsky,1857 
不明 1951/05/12 0535037

ベニカミキリ

Purpuricenus temminckii (Guerin-Meneville, 1844)
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不明 

上三ヶ尾

1945/07/21
1998/05/16

0535036
7950046

西三ヶ尾 2004/05/27 7988112-114
西三ヶ尾 2004/05/27 7988116
西三ヶ尾 2004/05/27 7988118
西三ヶ尾 2004/05/27 7988119
西三ヶ尾 2004/05/27 7988123-25
西三ケ尾 2004/05/28 7988115
西三ケ尾 2004/05/28 7988117
西三ケ尾 2004/05/28 7988126
ニツ塚 2005/06/19 7992019

ヒメクロ トラカミキリ R h a p h u m a  diminuta (Bates, 1874)
中野台 1960/04/29 '  7986015
西三ヶ尾 2004/05/27 7962099
西三ヶ尾 2004/05/28 7962098

スギ力ミキリ Semanotus japonicus (Lacordaire,1869)
不明 1950/03/11 0535033
中野台 1967/04/20 %  7985007
中野台鹿島町 2002/03/14 ?  7950043 

クロ 力ミキリ Spondylis buprestoides Linnaeus, 1758 
中野台 1977/08/21' 7986030

ヨツボシカミキリ Stenygrinum quadrinotatum Bates, 1873 
不明 1948/07/08 0535052

ヤハズ力ミキリ

Uraecha bimaculata bimaculata Thomson, 1864 
不明 1947/07/24 ^  0535010
不明 1957/05/25 0535011
岩名 1994/05/15 %  7986005
トラフ力ミキリ Xylotrechus chinensis Chevrolat,1852 
中野台 1962/07/18 ?  7985019

ブドウトラカミキリ Xylotrechus pyrrhoderus Bates, 1873 
中野台 1973/09/02 '  7985025

ハムシ科 Chrysomelidae 
ア力ガネサルハムシAcrothinium 
Gaschkevitchii gaschkevitchii (Motschulsky,1860)
不明 1948/07/21 0540042
三ッ堀 1993/06/12 7984039染谷信一

ニッ塚 1999/06/12 7963050
ハンノキハムシ Ageiastica coerulea Baly, 1874 
三ッ堀 1992/06/16 7984041
木野畸 1997/07/03 罕 7962092
木野畸 1997/07/03 '  7962093
木野畸 1997/07/03 7962107

ウリハムシ Aulacophora femoralis (Motschulsky,1857)
中野台 1960/08/26 7963078
三ッ堀 1992/09/23 7984042

クロウリハムシ AulacophoranigripennisMotschulsky,1857 
三ッ堀 1992/09/23 7984043

アオパネサルハムシ BasileptaMvipes (Motschulsky,1860) 
船形はきだし沼1998/07/04 7988095
瀬戸 2000/07/21? 7962095

カメ ノコハムシ Cassida nebulosa Linnaeus,1758 
不明 1950/07バ 9 0540051

ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea (Mannerheim,1825) 
不明 1946/06/11 0540046

オオルリハムシ Chrysolina virgata (Motschulsky,1860)
不明 1950/07/05 0540041

クロボシツツハムシ Cryptocephalussignaticeps Baly, 1873 
ニッ塚 2003/05/06 7992015
ニツ塚 2006/05/01 7992016

ジュンサイハムシ

Galerucella nipponensis (Laboissiere,1874)
船形はきだし沼1998/05/10 7962085-89柄澤保彦 

船形はきだし沼1998/05/10 8005018柄澤保彦 

船形はきだし沼2003/08/03 7959067-68 
フジハムシ Gonioctena rubripennis Baly,1862 
岡田 2004/05/15 7962123

ドウガネツャハムシ Oomorphoides cupreatus (Baly,1873) 
中野台鹿島町 1998/06/20 7962117 

アト疼シハムシ Paridm angulicollis (Motschulsky,1853) 
三ツ堀 1993/04/27 7984040
ニツ塚 2000/06/22 7988108
ニツ塚 2001/06/01 7988109-10

チャパネツヤハムシ Phygasia Mvipennis (Baly, 1874) 
ニツ塚 1997/06/14 7962106
ドウガネサルハムシScelodonta lewisii Baly,1874 
船形はきだし沼1998/07/09 7988096

ムネアカタマノミハムシ

Sphaeroderma placidum Harold, 1877 
中野台鹿島町 1998/06/20 7962132 

オトシブミ科Attelabidae 
チャイロチョッキリ

Aderorhinus crioceroides (Roelofs,1874)
ニツ塚 2000/06/15 7962029
ニツ塚 2004/06/08 7962028

ルリホソチヨッキリ Eugnamptus amurensis (Faust, 1882) 
三ツ堀 1992/09/01 cf 7984044
三ツ堀 1992/09/01? 7984045

ヒメ コブオトシブミ PhymatapoderuspavensVoss, 1926 
不明 1957/07/28 0540021

ゾウムシ科Curculionidae
オオアオゾウムシ Chlorophanusgrandis Roelofs,1873 
不明 1946/07/21 0540016

ハスジゾウムシ Cleonus japonicus japonicus Faust,1907 
下三ヶ尾 2000/05/10 7988006

クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis (Heller,1927)
不明 1952/07/15 0540017

マダラアシゾウムシ Ectatorhinus adam sii Pascoe, 1871 
不明 1947/08/09 0540014
ニツ塚 2000/06/17 7988004

シ ロコブゾウムシ Episomus turritus (Gyllenhal, 1833) 
ニツ塚 1999/06/29 cf 7984048
ニツ塚 1999/06/29 ¥ 7984053
ニツ塚 1999/06/29 ¥ 7988002
ニツ塚 1999/06/29 ¥ 7988010
ニツ塚 1999/06/29 ¥ 7988011-12
ニツ塚 1999/07/02 ?  7988001
ニツ塚 1999/07/02 cf 7988003

ゴボウゾウムシ Larinuslatissim uslatissim us Roelofs, 1873 
不明 1952/07/21 0540018

ハスジカツオゾウムシLixusacutipennis (Roelofs,1873) 
三ツ堀 1992/08/22 7984052
船形はきだし沼1998/07/04 7984047 

カツオゾウムシ Lixusim pressiventris Roelofs,1873 
船形はきだし沼1997/05/22 7962008 

オジロアシナガゾウムシ 

M esalcidodes triGdus (Pascoe,1870)
ニツ塚 1995/06/18 7988013
ニツ塚 1999/05/09 7988007
ニツ塚 1999/07/18 cf 7988009
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ニッ塚 1999/07/18 早 7988014
三ッ堀 2000/10/07 7988005
ニッ塚 2001/10/11 7988008
ニッ塚 2001/10/11 7988015

クチブトヒゲボソゾウムシ 

Phyllobiuspolydrusoides Sharp, 1896 
木野畸 2006/04/18 7962019

オサゾウムシ科Rhynchophoridae 
トホシオサゾウムシ A plotesroelofsi (Chevrolat,1882) 
小 山 字 藤 洞 1999/06/08 7962018 

オオゾウムシ Sipalinusgigas (Fabricius,1775)
不明 1946/07/21 0540012
中野台 1977/07/31 7951056
中野台 1978/05/21 7951049
三ツ堀 1992/07/02 7984046加藤ミヨ子

ハナ目 Hymenoptera
ミフシハパチ科Argidae 
チュウレンジパチAi^epagana Panzer,1798 
木野畸1 1 9 9 8 / 0 6 / 0 4  8003011 

キパチ科Siricidae
クロヒラアシキパチ Trem exapicalisMatsumura,1912 
中野台 1978/05/21 ^  7965091
中野台 1978/05/21 $ 7965109

ニホンキパチ U rocerusjaponicus (Smith,1874)
三ツ堀 1992/09/13 8003024

オナガキパチ X eris spectrum  spectrum  (Linnaeus,1758)
下三ヶ尾 2001/05/21 7965117

ヒメノ弋チ科 Ichneumonidae 
イヨヒメパチ

Am blyjoppa proteus satanas (Kriechbaumer,1895)
三ツ堀 1992/09/07 8003023

クロモンアメパチ D icam ptusnigropictus (Matsumura, 1912) 
ニツ塚 1998/06/13 7965072

ムラサキウスアメバチ 

D ictyonotus purpurascens (Smith, 1874)
不明 1956/08/25 0537031

コンボウアメパチ H abronyx insidiator (Smith,1874)
小 山 字 藤 洞 2000/05/20早8001014 

シラホシオナガパチ

Sychnostigma japonicum  (Cameron, 1886)
不明 1955/05/03 0537032

アゲハヒメバチ Trogusm actator(Tosquinet,1889)
中野台 1960/08/05 7939012

セイボウ科Chiysididae 
イラガセイボウ

Chrysis (Pentachrysis) shanghaiensis Smith, 1874 
不明 1948/07/20 0537016
中野台鹿島町 1997/07/15 ^  8003028 
中野台鹿島町 2000/08/12 $ 8003029 
中野台鹿島町 2001/08/08 7965111

イラガセイボウの羽化したィラガの繭 

中野台鹿島町 1997/06/26 8003025 
中野台鹿島町 2000/08/12 8003031 

オオセイボウ

Stilbum  cyanurum splendidum  Fabricius,1775 
中野台 1977/08/10 7965112
上花輪 1997/09パ 0 8003026

ツチパチ科Scoliidae

ヒメハラナガツチノマチ

Campsomeriella annulata annulata (Fabricius, 1793)
不明 1956/08/29 ダ 0537033
不明 1956/11/16 罕 0537034

ハラナガツチバチ C am psom erisschulthessiBetrem,1928 
ニツ塚 2005/08/05 ^  7992032
中野台鹿島町 2005/08/28 ^  7965089-90

アカスジツチバチ

Carinoscolia melanosoma fascinata (Smith, 1873)
ニツ塚 2000/07/14 ゴ 7965113

キオビツチバチ Scolia oculata (Matsumura, 1911)
ニツ塚 2005/07/20 罕 7992017-18

べツコウバチ科Pompilidae
才才モンク ロべツコウ Anopliussam ariensis (Pallas, 1771) 
不明 1956/08/19 0537029
三ツ堀 1992/07/23 8003022
ニツ塚 2005/07/07 7992008
ニツ塚 2005/07/19 7992031

べツコウバチ Cyphononyxdorsalis (Lepeletier,1845)
不明 1957/08/21 0537030
ニツ塚 2005/07/11ダ 7992037
ニツ塚 2005/07/11ダ 7992038

オオシロフべツコウ Episyron arrogans (Smith, 1873)
不明 1958/09/17 0537028
ドロ ノズチ科Eumenidae 
オオフタオビドロバチ本土亜種

Anterhynchium  flavomarginatum  m icado (Kirsch, 1873) 
三ツ堀 1992/08/25 8003020

サムライトツクリバチEumenes sam uray Schulthess,1908 
三ツ堀 1992/09/03 8003021

カバオビドロバチ

Euodynerus dantici violaceipennis Giordani Soika,1973 
下三ヶ尾 1997/06/26 8003016

才才力バフドロノ《チ

Orancistrocerus drewseni drew seni (Saussure,1857)
船形はきだし沼1997/07/01 7965101 

スズノ《チ O reum enesdecoratus (Smith, 1852)
三ツ堀 1992/08/25 8003027

力バフドロノ《チ

Pararrhynchium  om atum  omatum  (Smith, 1852)
不明 1956/09/20 0537017

フカイドロノ《チ

Rhynchium  quinquecinctum  fukaii Cameron,1911 
不明 1957/07/16 0537018

スズメバチ科Vespidae 
トウヨウホソアシナガパチ

Parapolybia varia (Fabricius,1787)
中野台鹿島町 1991/07/23 7965092 
中野台鹿島町 1991/08/04 7965093 
三ツ堀 1992/09/03 8003018

フタモンアシナガバチ

Polistes chinensis antennalis Perez, 1905 
座生 2005/07/13 罕 8005004

セグロアシナガバチ

Polistes jadwigae jadw igae Dalla Torre, 1904 
不明 1955/10/20 0537020

キアシナガバチP olistesrothneyiiw atai van der Vecht,1968 
中野台 2005/10/12 早 7965104
中野台鹿島町 2007/04/09 ?  8005003 
中野台鹿島町 2007/04/21? 8005002
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コアシナガパチ P otistessnelleni Saussure,1862 
西三ヶ尾 2004/05/27 7965114
ニッ塚 2005/07/10 7992009

オオスズメパチ

Vespa mandarinia japonica Radoszkowski,1857 
三ッ堀 1993/05/04 8003014

キイロスズメバチ

Vespa sim illim a xanthoptera Cameron, 1903 
三ツ堀 1992/08/11 8003019
ヒメスズメパチ Vespa tropicapulchra Buysson,1903 
中野台鹿島町 1979/10/10 7965103
中野台鹿島町 2001/05/18 7965102
中野台鹿島町 2006/09/26罕8005001 

アナパチ科Sphecidae
ルリジガパチ Chalybion japonicum  (Gribodo, 1883)
不明 1956/07/30 0537027

コク ロアナパチ Isodontianigella (F.Smith,1856)
ニッ塚 2005/08/05 罕 7992024

ク ロアナパチ Sphexargentatm argentatus Fabricius, 1787 
中野台鹿島町 1991/08/25 7965094 

キンモウアナバチ

Sphex diabolicus Gammitricus Strand, 1913 
不明 1956/09/05 0537026
トガリアナパチ(ォオハヤパチ）

Tachytes sinensis sinensis F. Smith, 1856 
三ツ堀 1992/08/16 8003015

ハキリバチ科Megachilidae 
オオハキリパチ

M egachile (Chalicodoma) sculpturalis Smith, 1853 
三ッ堀 1992/08/25 8003005
中野台鹿島町 2005/08/05 ?  8003009 

ミツパチ科Apidae
セイヨウミツバチA pis me服era Linnaeus,1758 
清水公園 2003/07/17 7965106
ニツ塚 2006/04/18 ?  8001015

コマルハナパチ Bombus ardensardens Smith,1879 
ニッ塚 2003/06パ0 ^  7965085
西三ヶ尾 2004/05/27 ?  7965083
西三ヶ尾 2004/05/27 ^  7965084
西三ヶ尾 2004/05/30 ?  7965081-82
ニッ塚 2004/06/04 ?  7965086
西三ヶ尾 2005/06/17 ^  8005013-15
トラマルハナパチ Bombus diversus diversus Smith, 1869 
三ッ堀 1993パ1/14 8003017
中野台鹿島町 2003/09/05 ^  7965087 
西三ヶ尾 2005/07/01? 8005011-12

クロマルハナパチ Bombus ignitus Smith,1869 
不明 1948/07/23 ^  0537023
不明 1957/04/12 ?  0537024

クマパチ

Xylocopa appendiculata circum volans Smith, 1873 
不明 1957/05/13 0537025
中野台 1979/10/10 7965105
三ッ堀 1992/07/02 8003013
小山 1998/08/02 8003012

シリアゲムシ目Mecoptera
シリアゲムシ科Panorpidae
ヤマトシリマザ Panorpa japonica Thunberg, 1784

不明 1958/05/25 0539035
ニツ塚 2000/06/10 ?  8004008

ハエ目Diptera
ガガンボ科Tipulidae
ミカドガガンボ Ctenacroscelism ikado (Westwood, 1876) 
三ッ堀 1992/07/02 ?  7964011
三ッ堀 1992/07/09 d  8003004
三ッ堀 1992/07/23 が 7964010

べッコウガガンボ

Ctenophora pictipennis fasciata Coquillett,1898 
野田（市民会館）1998/09/12 7964008 

キバラガガンボ Umnophila satsum a (Westwood,1876) 
三ッ堀 1992/08/16 cf 8003006柄澤保彦

ニッ塚 2004/04/30 ?  8003007-08
三ッ堀 1992/08/22 早 8003010

ケバ工科Bibionidae
メスアカケバエBibioruBventris (Duda, 1930)
中野台鹿島町 1998/04/19 ?  7965046 
中野台鹿島町 1998/04/23 ^  7965077 

ミズアブ科Stratiomyidae 
コウ力アブPtecticus tenebrifer (Walker, 1849)
不明 1956/08/19 0537039
ミズアブStratiom ysjaponica (van der Wulp, 1885)
不明 1956/08/08 0537038

アブ科Tabanidae
シロ フアブ Tabanusm andarinus Schiner，1943 
中野台 1966/08/28 7965052

ャマトアブ Tabanus ruM ens Bigot, 1887
中野台 1966/08/26 7965050
清水公園 2005/08/28 7965051

ウシアブ Tabanus trigonus Coquillett,1898 
不明 1954/08/15 0537036

ッリアブ科Bombyliidae
ビ ロウドッリアブ Bom bylius m ajor Linnaeus,1858 
不明 1957/03/28 0537015
ニッ塚 2006/04/06 ^  7965001-05
ニッ塚 2006/04/06 ?  7965006

クロパネッリアブ JJgyra tantalus (Fabricius, 1794)
小山1 1998/07/21 7965058
小山1 1998/07/21 8001007-08

スキバッリアブ Villalimbata (Coquillett, 1898)
ニッ塚 2004/08/07 cf 7965054

ムシヒキアブ科Asilidae
アオメ アブ Cophinopoda chinensis (Fabricius, 1794)
上三ヶ尾 1997/07/22 7965013
ニッ塚 2000/07/10 cf 7965007
ニッ塚 2000/07/10 早 7965008

オオイシアブ Laphria m itsukurii Coquillett,1899 
西三ヶ尾 2004/05/27 7965038-39

マガリケムシヒキ N eoitam usangusticom is (Loew, 1858) 
不明 1954/08/20 0537043

シロズヒメ ムシヒキ Philonicusalbiceps (Meigen,1820) 
ニッ塚 2000/07/10 cf 7965012

シオヤアブProm achusyesonicus Bigot,1887 
ニッ塚 2000/06/22 ?  7965009
ニッ塚 2000/06/27 cf 7965010-11

オドリパ工科Empididae
クロパネホソオドリバエRham phom yiaretortusFrey, 1955
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木野畸 2006/04/18 7965016-17
ハナアブ科Syrphidae 
ヘリヒラタアブ Didea alneti (Fallen, 1817)
中野台鹿島町 1997/10/14 7965020
三ツ堀 1992/06/27 8001009
ニツ塚 2003/06/14 ?  7965040

ハナアブEiistalis tenax (Linnaeus,1758)
不明 1951/07/26 0537042

アシブトハナアブHelophilus virgatus Coquillett,1898 
不明 1958/04/20 0537041

オオハナアブPhytomiazonata (Fabricius,1787)
不明 1956/11/03 0537040

シロスジべッコウハナアブ

Volucella pellucens tabanoides Motschulsky,1859 
ニッ塚 2005パ0パ9 7965041

メ バエ科 Conopidae
ムネグロメバエ Conopsopimus  Coquillett, 1898 
ニッ塚 2000/06パ6 7965043

デガシラバエ科Pyrgotidae 
フトハチモドキパエAdapsila fusca Hendel, 1913 
中野台鹿島町 2006/05/22 ^  7965055 

ミバエ科Tephritidae
ミカドハマダラミバエ Staurella mikado  (Matsumura, 1916) 
ニッ塚 2007/06パ9 8005009
ミスジミバエZeugodacusscutellatus (Hendel,1912)
中野台鹿島町 2001/04/08 7965027-30
中野台鹿島町 2003/03/08 7965026
中野台鹿島町 2006/02/27罕7965025 

べッコウバ工科Dryomyzidae 
べッコウバエDryomyza formosa (Wiedemann,1830)
中野台 1969/10/12 7965047
中野台 1969/10/26 7965048

ク ロ パ工科 Calliphoridae 
キンパエ Lucilia caesar Linnaeus, 1758 
不明 1951/05/10 0537013

ニクパ工科 Sarcophagidae 
センチニクバエ

Boettcherisca peregrina (Robineau-Desvoidy, 1830)
不明 1956/08/29 0537014

ヤドリバエ科Tachinidae
カイコノウジバエ Blepharipa zebina (Walker, 1849)
中野台鹿島町 2004/05/10 ^  7953014 

オオミズアオの蛹に寄生 

中野台鹿島町 2004/05/10 ^  8005022 
中野台鹿島町 2004/05/13早 7953015 

オオミズアオの蛹に寄生 

中野台鹿島町 2004/05/13 ?  8005024-25 
中野台鹿島町 2004/05/14 ?  8005023

カイコノウジバエ•蛹殼

中野台鹿島町 2004/05/10 7953017 
中野台鹿島町 2004/05/13 7953016 
中野台鹿島町 2004/05/10 8005030 
中野台鹿島町 2004/05/13 8005028-29 
中野台鹿島町 2004/05/14 8005031 

ブランコヤドリパExoristajaponica (Townsend,1909)
小山 1999/10/18 8001012-13

ヨコジマオオハリバエ Tachina jakovlevi (Portshinsky,1882) 
ニツ塚 2006/06/20 7965015
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志賀一朗氏旧蔵 

野田市内採集昆虫標本にっいて

佐藤正三郎

2008年 7 月から、当館では企画展.市民コ 

レクション展「昆虫採集70年〜志賀一朗さ 

んがみつめた野田市の自然〜」（以下、本展示） 

を開催した。志賀氏の昆虫標本は、市内を中心 

に約60年にわたって採集された貴重なコレク 

ションであり、本展示終了後、その大部分が当 

館に寄贈された。ここでは同標本の当館への寄 

贈と調査の経緯、その特徴と目録公開の意図を 

記録しておきたい。

1、当館への寄贈と調査の経緯

志賀氏は1944年頃から昆虫標本を作製して 

いたが、当館開館直後の1959年に長女の誕生 

を契機として24箱分の標本を寄贈した。その 

理由を「作成した標本に意味を与えたい」との想 

いがあったと振り返っている。この標本は氏の 

協力の下で当館において同年7 月からの「昆虫• 
植物標本展示会」、1960年 8 月からの「野田地 

方の蝶と蛾」展、1964年 7 月からの「日本の蝶 

蛾展」で展示され、関連の採集会、標本作り講 

座等が行われた。さらに1966年頃にも8 箱分 

の標本を寄贈した。これらの標本は当館資料と 

して活用が図られてきたものの、一頭毎の目録 

は整備されてこなかった。そこで2008年に実 

施した本展示の事前調査として、これまで寄贈 

を受けた分と志賀氏所蔵分について市販の表計 

算ソフトを用いて全点の目録を作成した。調査 

結果については展示構成の参考や取材対応、レ 

ファレンス等に大いに活用することが出来た。 

そして展示終了後の2008年 10月、志賀氏所 

蔵分にっいても、ほぼ全点(75箱と 1瓶)が当 

館に寄贈されたのである。

2 、標本の特徴と目録公開の意図

調査の結果に基づき、志賀氏の標本の特徴 

(研究の特徴でもある）は、60年以上の長期間 

にわたり主に市内で、氏自身が種類にこだわら 

ず採集しつづけた点にあると判断した。つまり 

同標本の郷土資料としての重要性は採集者、対

象とする期間、地域、種類にある。

採集者はほとんどが志賀氏自身で、所謂コレ 

ク夕一にありがちな標本の交換や他者からの購 

入はほとんど行っていない。コレクターという 

よりも氏の調査、研究の結果としてコレクショ 

ンの形成を位置づけるべきであろう。本人以外 

の採集者としては弟の勝氏を中心とした家族や 

親戚、柄澤保彦氏•柳澤勉氏といった東葛地方 

の研究者から讓り受けた標本が数頭ずつある。 

特筆すべきコレクションとしては、東京.井の 

頭の池畔にあった平山修次郎氏の個人博物館か 

ら譲り受けた標本が150頭ほど含まれている。 

これは1929〜 1952年に国内各地や台湾、朝 

鮮、南米等で採集されたもので、蝶類が多い（目 

録には未掲載)。

期間は昆虫標本製作を開始した1945年から 

2008年まで60年以上にわたり、ほぼ毎年の 

標本が継続的に残っている。但し、ごく初期の 

標本は保管状況が悪く、破棄したものもあると 

いう。現存するなかでは1945年 7 月 3 日採集 

のケヤキナガタマムシ（目録番号：0538054)が 

最も古い。第二次世界大戦中の困難な状況下で 

も採集を続けた、志賀氏の情熱を示す資料であ 

る。

本目録公開の意図は野田市内の昆虫相、ひい 

ては自然環境の変化を明らかにするための基礎 

デ一夕の提供にある。これまで野田市域におけ 

る昆虫の種類や分布等に関する調査報告は少な 

く、対象とする種類も限られていた感がある。 

一方、志賀氏のコレクションは種類にこだわら 

ず多種多様な昆虫が含まれており、採集期間が 

1940年代から現在まで継続しているため、環 

境の変遷を示す時間軸に照らして確認できる。 

加えて保存状態が良く、採集地や年月日等の必 

要な情報がほぼ揃っている。以上の条件から、 

野田市の郷土資料として学術的な価値があると 

判断し、本目録を公開することとした。またこ 

れらの標本は志賀氏の昆虫研究のキャリアを如 

実に物語る資料であり、氏の論考の「資料編」の 

役割を果たすだろう。

但し不完全な点も多い。掲載資料のほか野田 

市採集分だけでも小蛾類を中心に約360点の 

未同定資料がある。また目録作成に際しては、
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志賀氏作成のラベル情報を基本とし、再同定を 

行っていない。さらに当館には自然史を専門と 

する学芸員がおらず、専門家からみれば不完全 

な点が多々あると考えられる。しかし自然史分 

野担当の学芸員がいない郷土博物館(地域博物 

館）において専門の壁を恐れ学術情報の公開を 

怠れば、当該地域の自然史の研究は停滞し、そ 

の重要性はますます低下してしまう。野田市内 

の昆虫に関する報告が少なく、一方で自然環境 

が大きく変化しつつある現状に鑑み、不備を恐 

れず現時点で出来る限りの形で公開することと 

した。公開により調査、研究が進み、再同定や 

市内での調査、研究が進むことを期待したい。
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【研究ノー 卜】

志賀一朗氏のキヤリアから考える地域博物館の役割 

〜「楽しむ」「つながる」から社会へ「働きかける」へ〜

佐藤正三郎（野田市郷土博物館学芸員）

はじめに

当館の使命は、地域社会において自らの役割 

を自覚し、社会活動やまちづくりに自立して取 

り組む市民= ヒトづくりを目指し、市民のキャ 

リアデザインをサポートすることである⑴。ど 

この地域にも昆虫、植物、野鳥、古文書、石造 

物、民俗行事など様々なテーマを楽しんだり、 

調査•研究を行う個人や団体が数多く存在する。 

しかし単なる個人の楽しみや、仲間内の閉じた 

コミュニティに終始している場合が多いのでは 

ないだろうか。当館では、上記のような個人や 

団体に対し、様々なコミュニティと連携しなが 

ら、まちづくりに向けて地域活動に取り組める 

ようサボ'一トしている。

しかし実際には一個人として一 つ の テ ー マ に  

継続して取り組み、単なる娱楽、趣味にとどめ 

ず社会活動へと進むのは容易なことではない。 

個人としての楽しみにとどまるのは容易だが、 

特定のコミュニティ（例えば植物愛好会や古文 

書を読む会など)への参加には多少の勇気が必 

要となり、まして社会活動に取り組むには大き 

な決断が伴う。社会活動へと進むには、何がポ 

イントになるのだろうか？

本稿ではこの問題を、志賀一朗氏という一人 

の野田市民のキャリアに基づいて考察する。 

2008年に実施した企画展.市民コレクション 

展「昆虫採集70年〜志賀一朗さんがみつめ 

た野田市の自然〜」（以下、本展示) では、氏の 

約 70年にわたる昆虫採集と研究、自然保護の 

キャリアを昆虫標本や採集の道具、写真ととも 

に展示した。氏は食品企業に勤めながら採集と 

研究を続けた在野の、いわゆるアマチュア研究 

者である。しかも50年以上研究を続けててき 

ただけでなく、後述するように野田の自然保護 

に向けて積極的に地域社会への働きかけを行つ 

てきた。なぜ在野の研究者である志賀氏が、こ 

れほど長期にわたり採集や研究を続け、さらに

社会活動を行うことが出来たのだろうか？

本稿ではまず志賀氏への聞き取り調査に基づ 

き、氏のキャリアヒストリ一から活動の継続と 

地域活動への移行過程、その要因を明らかにす 

る。なお99〜 109ページには、志賀氏ご自身 

にキャリアヒストリーをまとめていただいたの 

であわせてお読みいただきたい。最後に氏の例 

に基づいて、当館の使命であるキャリアデザイ 

ンの支援、特に市民による調査、研究活動の支 

援について考察を加える。その際にキーワード 

となるのは個人の楽しみから社会活動へと発展 

する、社会性の獲得である。

1. 志賀氏のキャリアの転換とその要因

【野田地方文化研究会という「場」】

氏のキャリアを振り返ると、1950年代後半 

は一つの転機となっている。戦後の混乱が一段 

落するなか、就職、結婚、子どもの誕生といっ 

た大きな変化を経験したのである。これらの変 

化は採集を続ける上では決してプラスには作用 

しなかったであろう。しかしこの困難な時期 

に、氏の昆虫採集は単なる個人の楽しみから、 

より社会的な意義を持つ方向へシフトしてい 

く。その契機となったのが、1959年以降の当 

館での展示（128ページ参照）と、1960年の野 

田地方文化研究会への入会であった。同研究会 

は興風会図書館(現在の興風図書館)内に事務所 

をおき、規約によれば考古、歴史、地誌、民俗 

及び自然に関する、各種資料の収集、調査、研 

究、研究発表会、講演、展覧会の実施、研究報 

告書等の発行を行っていた⑵。特徴的なことに 

同会では全会員に研究テーマが定められてお 

り、そのテーマは考古、歴史、地理、方言、民 

俗等の人文科学を中心に、自然科学では植物と 

昆虫が含まれている。同会では上記テーマを 

「地方史の研究」、「地方文化の研究」と位置づけ、

130



「われわれの生活を豊かにし、住民の福祉に、 

また、若き学徒の生きた教材に、大きな役割を 

果たす」ことを目指していた⑶。単なる趣味人、 

研究者の集まりではなく、明確な社会的使命感 

を持った、学際的かっ専門的団体と言えよう。

志賀氏はこのとき「野田地方の昆虫の調査研 

究」というテーマを与えられた。同会には市山 

盛雄氏、佐藤真氏ら当時野田では有名な文化 

人、研究者がそろっていた。彼ら年長の諸氏か 

らこのような大きなテーマを与えられたこと 

は、志賀氏にとって今でも研究を続ける大きな 

要因となっているという。氏は30代そこそこ 

の若さながら、同会の会誌『野田文化』等に積極 

的に研究成果を発表していった。学術的な文章 

の書き方、研究のまとめ方などは、論文を読む 

などして独学で身につけたという。戦争によっ 

て失われた学問への欲求も、研究を続けた一つ 

の要因と言えよう。

この時期、調査や研究を続けることが出来た 

主な要因は、野田市内の身近な範囲で、博物館 

や野田地方文化研究会という「場」を得たことに 

ある。この「場」で展示、論文などの形で情報の 

発信を行い、同研究会の年長のメンバーに評価 

され自信を得たことが、その後の活動継続につ 

ながったのである。

補足すれば、1960年代の地道な研究成果は、 

1980年に環境庁編『日本の重要な昆虫類(南関 

東版)』において「千葉県の…戦後は…志賀一朗 

(野田）…などの活躍が目立ち」と評価された 

⑷。1980年代には仕事上の地位も上がり、公 

私ともに忙しくなっていたが、このような高い 

評価を得たことはその後も採集を続ける大きな 

要因となったという。

【職場内での情報発信】

志賀氏は基本的には仕事ではなく自分の時間 

をつかって研究を続けた、いわゆる在野の研究 

者である。一方で昆虫に問する知識を仕事のな 

かで積極的に発信し、活かしていった。具体的 

には職場内で捕獲された害虫について自主的に 

同定や報告を行い、職場内での独自の立場を固 

めていった。例えば1952年、勤務先である食 

品工場に「室虫」（クリヤケシキスイ）が発生した

際には、以前から読んでいた冊子(5)等を活用 

して自主的に状況を分析、報告書を提出した。 

これが経営陣の目にとまり、担当役員とともに 

東京大学農学部害虫学研究室を訪れるなどして 

対策を練ったという。このような職場での働き 

を通して甲虫研究の権威中根猛彦博士や林長閑 

博士との出会いがあった。これらの出会いから 

「本当に一流の研究者であれば、こちらが真摯 

に質問すれば答えてくれる」という教訓と、大 

きな自信を得たという。

その後、職場においては醸造菌の管理、培養 

など主に自然史研究分野でのキャリアを積むこ 

とになる。定年退職後に財団法人野田産業科学 

研究所に属し、農林水産省蚕糸昆虫農業技術研 

究所とのカイコに関する共同研究に従事したこ 

とは、このような職場内でのキャリアの到達点 

といえよう。この仕事につくことが出来たこと 

は、定年の年にたまたま産学連携の話があった 

から、としながらも「前をみてずっとひとつの 

ことをやっていれば、誰かがひろってくれる」 

と述懐している。単なる幸運を期待するのでは 

なく、自ら情報の発信など継続的に努力するこ 

とで、チャンスをつかんだと言える。

っまり仕事との折り合いをっけっっ研究を続 

けられた一因は、自ら積極的な情報発信を行 

い、「昆虫といえば志賀さん」という社内での独 

自の地位を勝ち得たことにある。

【地域活動への発展】

志賀氏は以前から昆虫採集と研究を通じて自 

然環境の変化を痛感しており、1990年の退職 

を契機に地域社会への積極的な活動を開始し 

た。1991年 1月には地域のミニコミ誌に「ミド 

リシジミを考える」という短文を載せ、ミドリ 

シジミと食樹であるハンノキ林の保護活動を呼 

びかけた⑹。活動については退職の数年前から 

構想を練っていたが、メンバーが集まるかどう 

かは全くの未知数だったという。結果的には 

10名ほどのメンバーが集まり、同年3 月に「ミ 

ドリシジミを考える会」を結成した。なお同年5 
月には同会や野田野鳥同好会、花の会野田等に 

より「野田自然保護連合会」（なナ連合) が発足、 

活発な活動を開始する。1991年は野田の自然
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保護を考える上で、画期的な年と言えよう。「ミ 

ドリシジミを考える会」結成後は1991年にハ 

ンノキの分布状況に関する調査報告書の作成と 

市への提言 (7)、1992年に福田の森観察会、 

1993年に市役所1階ギャラリ一 で の 「里山の 

四季」展など多様な活動を実施した。また1995 
年頃からはミドリシジミにこだわらず、市内船 

形の「はきだし沼」を中心に水生昆虫の調査、沼 

の清掃活動や保全への提言を行った。

この時期の特徴として、新聞やミニコミ誌、 

展示などを通して、地域社会全体に向けて積極 

的に情報発信を行っていることがあげられる 

⑻。これらの活動は市民にも一定の理解を得、 

ハンノキ林の一部保全や「はきだし沼」の借り上 

げ保護といった形で実を結ぶことになる。

【受け継がれる想い】

このような志賀氏の真摯な活動と発言は徐々 

に地域社会にひろがり、次世代へと受け継がれ 

つつある。2004年には野田市の小学校3 年生 

向け理科副教本に「おじいちゃんの昆虫記」が掲 

載された⑼。市内の小学生は同書を通して昆虫 

の多様性や魅力と共に、氏の昆虫への想いを学 

んでいる。

また本展示においても、多くの来館者が氏の 

想いやキャリアに対して、肯定的な感想を寄せ 

ている。来館者へのアンケート（回答数157件、 

詳細は41〜 44ページを参照）によれば、最も 

多かったのは希少種をみることができた等、昆 

虫標本そのものに対する反応(54件) である。 

続いて氏の研究の継続性や社会活動、自然保護 

への想い等、キャリアに対する反応が26件あ 

る_ 。アンケートの「印象に残った展示物」や 

自由記述欄から、特徴的な反応をあげれば次の 

通りである。

• 70年の歴史と保存(の良さ）が、志賀さんの 

採集、研究の成果をよくあらわしていると思 

う。志賀さんのライフワークに敬意を表した 

い(70代 •男性)。

. 志賀さんの苦労話、説明コメント（60代 •男 

性）

•ミドリシジミの熱心な保護活動(60代 -男性）

•虫を観察する一生を素晴しいと思った(7 0代 

•女性)。

•志賀さんの昆虫採集による生涯学習の意義を 

知った(60代 •男性)。

•志賀さんの昆虫へのI f 熱がつたわってくると 

同時に野田の自然を守ってゆきたいというお 

気持ちも理解できました（50代 . 女性)。 

•採集のみならず自然保護にも関わった志賀様 

の姿勢を尊敬致します(年代不明•男性)。

•趣味の昆虫採集から地域保全（E  x ミドリシ 

ジミのためのハンノキ林）につな が っ た （70 
代 •男性）

•退職後ハンノキ林の保護、「ミドリシジミを考 

える会」を作り、すばらしい活動を続けてい 

ること（50代 . 女性）

•志賀さんの郷土の昆虫相を記録する努力と博 

物館での受入のよさが互いに役立って、とて 

もよいと思います。野田市の文化レベルの高 

さが伺えます(30代 •男性)。

このようなキャリアに対する反応が約17% 
あったことは、従来のモノの展示に加えて、ヒ 

トの想いやキャリアを展示する、という本展示 

の意図がある程度来館者に受け入れられ、影響 

を与えたと評価できよう。なかでも「ミドリシ 

ジミを考える会」など社会活動に対する肯定的 

なコメントが多い(⑴。昆虫採集を趣味にとど 

めず、社会活動にまで発展させた点を来館者は 

評価しているのである。また少数ながら本展示 

を通して志賀氏のキャリアヒストリーに刺激を 

受け、来館者自身の問題として捉えた次のよう 

なコメントもあった。

•知らない昆虫が多かった。子供達に伝えたい。

(80代 •男性）

•今後絶滅しそうな種類が知りたかった。どう 

すればすくえるのか• • •（50代 . 男性） 

•チョウと蛾の違いなど教えられた。里山を守 

りたいと思わされた。(40代 •男性） 

•子どもと一緒に楽しめ、野田の自然にっいて 

も考える機会となった。（30代 ，女性）

このようなコメントからは、本展示を通して
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来館者が志賀氏のキャリアを他人事ではなく自 

己に関わる問題として捉え、今後の生き方や課 

題などに想いを巡らせたことがうかがえる。

以上のように、志賀氏の野田の自然に寄せる 

想いは本展示等を通して市民にひろがり、一定 

の影響と理解を得つつある。展示が終了した 

今、この動きを如何に次につなげ、広げていく 

かが今後の大きな課題といえる（1气

2 . 志賀氏のキャリアの三段階

ここまでは志賀氏のキャリアヒストリーにつ 

いて、活動の継続要因に留意してその転換点を 

まとめた。その活動には1990年を境に大きな 

差異を見いだせる。それ以前の時期では、ごく 

初期の博物館での活動を除いて、専門家(野田 

地方文化研究会)、企業など、主に特定のコミユ 

ニティ内部を対象とした専門的な、やや内向き 

の活動であった。しかし1990年以降、会を組 

織しながら地域社会全体に対して積極的な、外 

向きの活動を実施していった。現在、その活動 

や想いは地域社会において一定の理解を得つつ 

ある。上記の志賀氏のキャリアを、他者 (社会） 

との関係、特に情報の発信に注目して整理する 

と次の三段階に分けられる(13)。

第一段階。1950年頃、就職までの時期。個 

人の楽しみ、娯楽として取り組む段階で他者と 

の交流は少ない。論文を読む、講座に参加する 

など、主に‘匱報の受け手である。

第二段階。1960年頃から 1980年代まで、 

野田地方文化研究会と企業内での活動。第一段 

階に比べて他者との交流が増え、趣味や研究の 

コミユニティに入る。論文の投稿、講座での発 

表等の形で情報の発信を行う。一部の同好者や 

利害関係者といった、専門的、直接的なコミユ 

ニティ内部で認知、評価を受ける。

第三段階。1991年以降、「ミドリシジミを考 

える会」の活動や、本展示など現在に至るまで。 

地域社会全体に対してのI f 報発信や働きかけを 

行う。前段階に比べてより広いコミユニティに 

おいて認知、評価を受ける。

各段階を一言で表現すれば、第一段階は個人 

として「楽しむ」、第二段階では同じ興味関心を

持った他者と「っながる」、第三段階は不特定多 

数の他者、社会(地域社会)へ「働きかける」、と 

なろう。

この三段階を移行したからこそ、志賀氏は長 

年にわたって研究活動を継続し、社会活動に取 

り組み、地域社会に影響を与えることが出来た 

と考える（14)。そのボイントについて改めて整 

理しておこう。第一段階から第二段階へと進む 

際には、身近な場所で当館と野田地方文化研究 

会という「場」を得たことが重要である。特に野 

田地方文化研究会は地域に対する明確な課題意 

識を持つ、学際的なコミュニティであったこと 

に注目しておきたい。第二段階では個人の努力 

として企業内で積極的な情報発信を行い、立場 

を確立していくことで、活動の継続につながっ 

た。一方で研究を続けっっ、様々な人と交流し 

ながら展示や論文等で情報の発信を行い、主に 

専門的なコミュニティ内での評価を得て自信を 

っけていった。第二から第三段階への移行に際 

しては、この自信をもとにメンバーが集まるか 

分からない不安定な状況を克服し会を立ち上げ 

ていった。

このように整理すると、当然ながら研究活動 

の継続には志賀氏自身の努力によるところが大 

きいことがわかる。しかしここで強調したいの 

は、第二段階における「場」の重要性である。ポ 

イントは「場」の①身近さ、②自信の獲得、③社会 

活動への志向の三点に整理できる。一点目とし 

て、第一段階から第二段階へ移行するには、身 

近に入りやすい形で「場」があることが求められ 

る。ニ点目では、第二段階において着実な調査、 

研究を行うと共に、その成果を情報発信する機 

会があり、それが一定のコミュニティ内で評価 

を受けると、次の第三段階へとスムーズに移行 

できる。っまりある程度の専門的な知識を獲得 

したうえで、他者の評価によって自信を得ては 

じめて、第三段階で社会全体に情報を発信し、 

働きかけを行うことができるのではないだろう 

か(15)。三点目として、第二段階の「場」が単な 

る趣味や専門分野に留まらず、社会への関与を 

志向、または実際に実施していることが望まし 

い。そのような「場」を早い段階で持つことが出 

来れば、第三段階への移行は比較的スムーズに
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なるだろう。

おわりに

以上、志賀氏のキャリアヒストリ一を、個人 

で「楽しむ」、仲間と「つながる」から、社会へ「働 

きかける」までの三段階に整理した。この志賀 

氏の歩んだキャリアは当館の事業においても参 

考にすべき点が多い。結びとして各段階毎に当 

館事業の位置づけと課題を提示したい。当館が 

市民のキャリアデザインをサポートする上では 

先述の「場」の提供が中心となるだろう。

第一段階から第二段階の移行に際しては、自 

主調査研究グループ育成講座が主な事業となる 

(16)0個人で楽しんでいた（または楽しみたいと 

思っている）第一段階にある人々が、講座を通 

して特定の分野に関する基礎知識を学ぶと共 

に、グループを形成する。グループが結成され、 

調査、研究が行われれば第二段階に移行したこ 

とになる。

この段階での課題はニつある。一つは「場」を 

如何に身近にするかであり、具体的には広報の 

徹底、初心者でも参加しやすい条件整備などが 

ある。また第一段階にある市民の嗜好を事前に 

把握しておき、それに対応した講座を開く際に 

は個別に勧誘する、といった積極的な関与も考 

慮すべきであろう。

課題のニつ目は第二段階へと移行する途中、 

または移行後の早い段階で、社会、地域活動へ 

の意識を持つようサポートすることである。全 

5 回の自主研究グループ育成講座であれば、 1 
回は当該専門分野の社会的な意義や社会と関 

わった活動の事例を学ぶべきと考える。さらに 

趣味のコミュニティに対して、社会活動へ意識 

を向けるような働きかけを継続的に行う必要が 

ぁる。

第二段階から第三段階の移行には寺子屋講座 

等小さな形での情報発信と、市民コレクション 

展と市民の文化活動報告展(市民グループが調 

査、研究の成果を学芸員のサポートを受けて展 

示するもので、2009年度に第一回を実施予定） 

の二つの展示事業がある。第二段階の初期にあ 

る個人や団体に対して、まずは小さな形で情報

発信の機会を設定する。そこで調査、研究の蓄 

積と自信を得て、それをもとに上記の展示事業 

に参加する。博物館で展示を行うことで、地域 

社会全体から評価を得て、自信を得る（当然、 

これまでの活動を反省し修正することもあるだ 

ろう）ことが、第三段階の社会活動へつながる 

と考えられる。

この移行の過程では、他者から評価を受け、 

自信をつける機会の提供が重要である(17)。小 

さくとも様々な形で情報発信の機会をもうける 

ことは、他者からの評価を受ける機会を増やす 

ことにつながる。当館としては第二段階にある 

個人や団体を市内から発掘し、積極的に発表の 

場を提供する必要があろう。また二つの展示事 

業に参加する個人や団体には、展示に先立って 

講座や小規模な展示等、発表の機会を設け、自 

信をつけてもらえるよう配慮する。対象とする 

分野が自館の学芸員の専門分野と一致していれ 

ば、その学芸員が評価を行い自信を与えること 

ができる。たとえ当該分野の専門家が自館にい 

なくとも、人的ネットワークや博物館同士の 

ネットワークを活用して専門家を紹介し、評価 

や交流を得ることが出来れば、自信の獲得につ 

ながる。

以上、志賀氏のキャリアヒストリ一を趣味か 

ら社会活動へと到るモデルとして整理し、それ 

に基づき当館の活動と課題について若干の考察 

を加えた。従来の地域博物館は市民に対し「楽 

しむ」機会や、サークル結成等の「つながる」事 

業に力点をおいてきたのではないだろうか。今 

後は博物館という「場」を最大限に生かして、市 

民が社会に「働きかける」場としての役割を意識 

的に果たしていくことが重要となるだろう。

註

( 1 ) 当館運営の基本理念に関しては、本年報のほか金 

山喜昭「まちづくりと市民のキャリアデザイン(2) 
NPO法人野田文化広場が野田市郷土博物館を運営 

する基本的な考え方」『法政大学キャリアデザイン 

学部紀要』第 4号、2007年、を参照。

(2) 「野田地方文化研究会規約」、I960年 4 月、志賀 

一朗蔵。
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⑶ 市 山 盛 雄 「野田文化叢書刊行に就いて」『野田文化』 

第 1集、1960年。この文章は野田地方文化研究会、 

野田地方文化団体協議会刊行の雑誌『野田文化』の 

毎号、冒頭に掲載されている。

⑷ 環 境 庁 編 『日本の重要な昆虫類南関東版』、 1980 
年、9頁。

( 5 )素木得一『害虫益虫』、大日本図書、1940年。

(6) 「ミドリシジミを考える」『週刊のだ』364号、 

1991年。

(7) 「野田市のミドリシジミ」『週刊のだ』419号 、 

1992 年。

( 8 )例えば「ミドリシジミの食樹ハンノキ林を残し 

て ！」、1992年 1月15日付朝日新聞ちば有都圏版。 

「滅びゆく “ふるさと”の昆虫たち「福田の森」から 

のリポート」『週刊のだ』456号、1992年。「福田 

の森観察会」1993年 8 月24日付毎日新聞ちば西 

北版。

( 9 )志賀一朗「おじいちゃんの昆虫記」『野田市小学校 

副教本わくわく理科3年』、2004年、45〜48頁。

(1 0 )これは2007年度に実施した市民コレクション展 

「土人形の魅力〜髙梨東道さんのコレクション 

〜」と比較し、高い値を示している。本展示はキャ 

リアヒストリー（時間軸）をもとに構成したことに 

加え、環境問題や自然保護など共感しやすいテ一 

マであったことに起因すると考えられる。2007年 

度市民コレクション展のアンケート分析に関して 

は下記のニ論文を参照。金山喜昭「まちづくりと市 

民のキヤリアデザイン（3)市民コレクション展が 

市民のキャリア形成に与えた影響」『法政大学キャ 

リアデザイン学部紀要』5号、2008年。田尻美和 

子「生き方を見つける•見つめる場として市民コ 

レクション展「土人形の魅力」のこころみ」『野田市 

郷土博物館市民会館年報•紀 要 第 1号 2007 
年度』、2009年。

(11) 他に子ども時代の楽しみとしての昆虫採集に関し 

て、共感する、懐かしい等のコメントが年配者を 

中心に多かった。

(12) 志賀氏はじめシニア層のキャリアデザインをサ 

ポートする上では「統合」の概念が参考になる。金 

井壽宏は発達心理学者のエリクソンの説をもとに、 

シニアの発達課題における「統合」について次のよ 

うに述べている。統合とは「自分のなしとげたこと 

を総体として自己肯定」することであり、「この課題 

をクリアできたひとは、その知恵を社会•コミユ 

ニテイにおい、若い世代の人々に物語ることがで 

きる」（金井『働くひとのためのキヤリア•デザイ 

ン』、PHP研究所、2008年、245頁)。当館の事 

業としてはシニアへのキヤリアの振り返りに基づ 

く統合のサポートと、次の世代へ物語る「場」の提

供が必要となろう。

(1 3 )この三段階は当館の運営理念(註 1参照）のほか、 

手塚英男氏が主に松本市の公民館の実践から「住民 

の学習•文化活動を進める仮説」として提唱した「学 

習•文化活動の三層構造」からヒントを得ている（手 

塚『学習 •文イ匕•ボランティアのまちづくり 』、 自 

治体研究セン夕一、1986年、49頁)。これは一層 

(住民自らが施設を利用して楽しむ)、ニ層(住民と 

職員がともに築く施設の主催事業)、三層(様々 な 

分野に取り組んでいる文化団体などが協力し、施 

設職員はサポートにまわり実施する集会と文化の 

祭り）からなる。

(1 4 )但し、この三段階は形式的に下位から上位へと解 

消、発展して進むのではない。志賀氏にとって、 

第三段階の現在においても昆虫採集ほ最大の楽し 

みであり、専門的なコミュニティ（現在では「千葉 

県昆虫談話会」）への情報発信を継続している。ま 

た第二段階の初期にあたる1960年代に当館での 

展示 (与社会的な活動）を行っており、これがその 

後社会的な活動へと進む基盤になったと考えられ 

る。

(1 5 )コレク夕一のキヤリアにおける自信の重要性につ 

いては、既に2007年度の市民コレクション展に 

基づく田尻の指摘がある（田尻前掲論文、135頁)。

(1 6 )このほか、個人に対しては市内で活動する様々な 

団体を紹介することも重要だ。自主研究グループ 

以外にも市内には地域史研究、自然保護、ボラン 

ティアガイドなど多様な団体、「場」がある。博物館 

は日頃からこれらの団体と緊密に連携を取り、仲 

介を行うようにすれば、「場」の身近さに寄与でき 

る。

(1 7 )もちろん市民による調査、研究の質を情報発信や 

評価に値するレベルまで高めることも学芸員の重 

要な仕事である。市民参加型調査の質の問題に関 

しては次を参照。浜口哲一「博物館の調査活動にお 

ける市民参加」『平塚市立博物館年報』9号、 1986 
年。加藤隆志「民具の収集•保管と博物館」『歴史 

資料の保存と地方史研究』、岩田書院、2009年、 

14頁0
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【研究ノー  卜】

子どもの博物館利用を考える 

〜キャリアデザインの視点から〜

田尻美和子（野田市郷土博物館学芸員）

はじめに

大小、公私を問わず、多くの博物館が学校と 

の連携、いわゆる博学連携を必要な活動の一つ 

として捉えている。また博物館の教育普及の側 

面が重視され、各館が収蔵資料や人的資源を生 

かしたバラエティ豊かな体験型学習プログラム 

を実施するようになってきている。学校教育に 

っいて言うと、学習指導要領は平成元（1989) 
年の改訂以後社会や理科などの分野で博物館な 

どとの協力•連携やそれらの施設の利活用をう 

たっており、学校、あるいは子どもと博物館と 

の接近が進む土壌は整ってきているといえる。

野田市郷土博物館ではかねてより市内の小学 

校の歴史学習用に展示解説を中心とする学習プ 

ログラムを作って対応してきたが、平成 8 
(1996)年には「知的理解」に加えて「感動」を呼 

び起こすような、歴史学習の動機づけの達成を 

意識した新たなプログラムを作成し市内の小学 

校 4 校に対して実践した。またその効果の程度 

を確かめるためアンケート調査も導入し、地域 

の歴史系博物館における歴史学習のあり方につ 

いての指針を提示している⑴。

このうち、学芸員による実物資料を用いた解 

説や火おこし器を使った火おこし体験などはそ 

の後も当館の小学校用プログラムの主軸となっ 

てきた。さらに資料や学習キットを学校に持ち 

運んで学芸員が講義をする出張授業、実物資料 

を子どもたちに実際に触らせて理解を深めさせ 

るハンズオン、滑石を材料とした古代の勾玉作 

り体験などを行って充実をはかってきている。

平成 19 (2007)年度から当館には指定管理者 

制度が導入され、市民が中心となって組織した 

N PO 法人が管理運営にあたり、体制とともに 

年間の事業体系とボリュームも大きく変革した 

が、その中で学校との連携は「交流事業」の一つ 

として計画されている。事業計画では、当館と、 

同敷地内にある市民会館が「市民のキヤリアデ

ザインの拠点」として位置づけられている。ま 

た、キャリアデザインとは市民一人ひとりが質 

の高い「生き方」を実現するために、自分の人生 

を総合的に見つめなおし、自分らしい生き方の 

設計をし， すること、と定義されている®。

キャリアデザインは、例えば個人や家族と 

いった小単位のものから、学校、福祉、農業、 

商業、行政、その他さまざまな市民団体など、 

あらゆる地域コミュニティの構成員に対して適 

用され得る概念である。そして当館の役割は、 

市民のキャリアデザインを支援する中で、これ 

らのコミュニティに属する人々、あるいはコ 

ミュニティそのものを、地域内で孤立化させる 

ことなく、< 文化>によってつなげるハブの役 

割を担うことである、としている。なおここで 

注意しておきたいのが、キャリアデザインでは 

市民の交流や連携それ自体が目的ではないとい 

うことである。異業種、異分野、異文化の人同 

士のつながりはあくまで手段であって、それら 

を通して最終的に自らのキャリアデザインへと 

還元、市民としての自立まで昇華させる必要が 

ある。

小学校の場合では、小学校と博物館がく文化 

> を通して連携することで、小学生が何らかの 

学習体験をするが、子ども一人一人がその体験 

を通して自身の今と未来の生き方を考えてこそ 

ゴールとなるのである。

また対象となるのは子どものみではない。小 

学校ならば、小学校に属する人、またそれを取 

り巻くコミュニティに所属する人、すなわち学 

校教員や子どもの家族などにも波及することが 

望まれる。

本稿ではまず当館における小学校見学の受け 

入れの状況を報告し、その課題を述べる。次に 

子どもの博物館利用の全般的な取り組みについ 

て紹介し、現代社会に生きる子どもにとっての 

有益な支援について、特に地域博物館ならでは
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の可能性について私見をまとめる。なお本稿で 

紹介する事業のうち、平成19年度実施分は『野 

田市郷土博物館市民会館年報•紀 要 第 1 
号 2007年度』に、そして平成20 (2008)年度 

分は本書年報部分に詳しいため、必要最低限の 

説明に留めている。事業の概要はそれぞれの該 

当ページを参照していただきたい。

1. 小学校見学受け入れの現状

小学生の見学会、校外学習会、あるいは遠足 

等での来館は、大抵の地域博物館に受け入れの 

実績があり、専用のプログラムや学習キット、 

あるいは担当職員が配置されている館も多いで 

あろう。当館では野田市内および近隣地域の小 

学校の団体見学を各年度数件ずつ受け入れてい 

る（2007、p 6 3 /  2008、p64)。当館の場合、 

来館する人数、子どもの学年、単元、達成目標、 

滞在可能時間は学校ごとに違うため、予約や下 

見を受けた際に教員との打ち合わせを行い、各 

校の希望に沿ったプログラムの組み立てを心が 

けている。その内容は先述した通り、学芸員に 

よる実物資料を用いた解説、資料のハンズオ 

ン、火おこし体験、勾玉作り体験などを組み合 

わせて行う。資料は展示中のものを見せる場合 

もあれば、「昭和30〜40年代の生活道具」など、 

学校側が希望するテーマにあわせて収蔵庫から 

出して準備しておくこともある（写真1)。

(写真1) 生活道具資料を市民会館で見る

滞在時間が短い場合や人数が多い場合、また 

単元によっては、火おこしなどの体験型のプロ 

グラムを実施しないこともある。その場合は見 

学が中心となる。当館は、博物館、市民会館、 

庭園と複数の見学場所があること、また通路幅

が狭い箇所もあることから、自由見学ではな 

く、子どもたちをグループに分け（最大約30 
名を 1 グループとする）、巡回し見学をさせる 

方式をとることが多くなっている。

見学でも学芸員が解説を行っている。特に市 

民会館は築約85年の和風建築をそのまま利用 

しており、和室の畳、床の間、欄間、障子、手 

吹きのガラス、五右衛門風呂とその炊きロ、木 

造の冷蔵庫、地下貯蔵庫、茶室など、建物と調 

度品自体が見学対象であり、邸内をめぐること 

がそのまま「お屋敷博物館」探検として、子ど 

も、教員双方の関心をひいている⑶。

学校による利用は、一度に大勢の子どもに多 

くの情報を伝えることができ、効率性という意 

味では大変優れている。体験型の学習活動から 

得られる驚きや喜びもさることながら、博物館 

にとっては、博物館の存在とそこでできること 

を子どもたちに伝え、身近な施設として認識し 

てもらい、将来的な博物館のフアン、リビー 

夕一となってもらうことが最も意義深いであろ 

う。ただし限られた時間に多人数の子どもと接 

するため、一人一人にあわせた指導やサポ一ト 

は難しい面も持ち合わせている。

また、見学会の達成目標を学校側、博物館側 

の両者が共有しなければ、十分な効果があがら 

ない点も指摘しておきたい。達成目標の共有に 

は学芸員、教員間のコミュニケーションが欠か 

せない。当館では、平成 19年度には野田市教 

育研究会社会科部会への会場提供をし、市内小 

中学校の社会科教員約50名に、博物館、市民 

会館の施設および事業の利用の仕方にっいて提 

案を行い（2007、p64)、また平成20年度は実 

際に見学会をした学校の教員に、今回のプログ 

ラムの満足度と地域の博物館として期待するこ 

とにっいてアンケートで意見を尋ねるなどした 

(表 1)。ただし今後は提案やニーズ聞き取りの 

一方向的な意思伝達に終わらせるのではなく、 

現場レベルでの日常的な意思疎通の上に成り立 

っ連携関係の維持、拡大にっとめるべきであろ 

う。学校の博物館利用が阻害される原因はさま 

ざまあろうが(4>、筆者が見学会引率教員らと 

対面して感じることは、見学会の目的（ヴィ 

ジョン）が教員の中でも実は不明瞭であり、そ
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表1
〇野田市教育研究会社会科部会参加教員への無記名 

アンヶ一卜より抜粋

_まず郷土博と学校が深くむすびついて学ぶ場にな 

ればと思います。小学校では学年が広く、高学年 

を中心とした取り組みになるのではと思います。

•野田市に住んでいながら、知らないことが多いと 

思いました。また、いろいろ学んでみたいと感じ 

ました。

•学校教育との関連は、むずかしいです。（とても領 

域がひろく）個人であれば企画展等たのしめるこ 

ともあると思います。

_積極的に学校教育にかかわっていただけると聞き 

心強く思うと同時に実際に授業を計画できればと 

思いました。

•大変素敵な市民会館だと感じました。こういった 

建物は、どこにでもあるわけでもなく野田ならで 

はであると思います。機会があれば、生徒を連れ 

て、活動の場としたいと思います。

_ 見学よりも活動できる方が良いと思います。実際 

に見学してみて、そのように感じました。

〇見学会実施校へのアンケー卜より抜粋

〔目的は〕昔、生活の中でどのような道具を使って 

いたか知り、くらしの変化や、知恵に気づかせる 

こと。小学校側のリクエストを聞いてくれたり、 

知りたいときにいつでも行けば、すぐにわかると 

いうような場所であってほしい。書物を開いて調 

ベる、インタ一ネットで調べると同じように。ま 

た野田の歴史をもっとアピールする特別展•企画 

展があるとよい。子ども向けの企画展を実施して 

ほしい。

子ども達が「とても良かった。また来たい」と言っ 

ていました。土器をさわった子も喜んでいました。 

今回は博物館がどのような施設なのか知ることが 

目的だったので、その目的は十分に達成できたと 

思います。実際に土器にふれるスペースや、簡単 

な体験などができると、更に充実するかと思いま 

す。

の原因は教員自身が「博物館で何ができるのか 

が実感として分からない」ことにあるように思 

われる。見学会に来る学校でさえそうなので、 

この問題は潜在的にはもっと深いものと予想さ 

れる。このことは博物館の活動が学校側に十分 

にP R されていないことを表している。と同時 

に教員自身が博物館活動を実体験として理解 

し、その上で子どもの学習にも生かせる部分を 

見つけ出してもらう必要がある。

この点においては、例えば世田谷美術館の小 

学校を対象とした「美術鑑賞教室」というプログ 

ラムの事例は、そのプロセスをも丹念に自己検 

証しており参考になる。それによると、博物館 

と学校の連携のあり方は「どのような場合にせ 

よ、博物館と学校の関係者、つまり学芸員と教 

師がなんらかのかたちで関係を結ぶ、という場 

面は必ずどこかに含まれる」とし、「連携」なる事 

態がどのような内実をもつものとなるかは、こ 

の関係のありように影響される部分が大きいよ 

うに思われる」としている。そして「美術鑑賞教 

室」が「めざましい変化」を遂げた理由として、 

「学芸員と地域の小学校の教師が、時間をかけ 

て、少しずつコミュニケーションを重ねてき 

た」ことの「プロセスの果実」と述べるが、この

過程で行われたのは、それまで「鑑賞」について 

語り合うことをしてこなかった学芸員と教師 

が、「鑑賞教室特別プログラム」という事前の出 

張授業、公開授業や展覧会の企画などを通じて 

共同作業を行い、またその中でコミュニケ一 

シヨンをとったことであった。この取り組みの 

結果、今では「美術鑑賞教室」に関連させて教師 

たち自身が多彩な活動を展開させるに至ってい 

るという（5>。同美術館の場合、アート鑑賞とい 

う視点から美術教師を巻き込みよい関係性へと 

発展させているが、地域博物館においても、教 

師がそれぞれの館の独自性を生かした講座やイ 

ベントに主体的にかかわり、それを通して博物 

館の機能や活動の意味を理解してもらうような 

取り組みが必要と感じる。

2 . 子どもと博物館とのかかわり方

ところで博物館を訪れる「子ども」について考 

える際、それは小学校に通う児童に限定させて 

考えてよいだろうか。

子どもに限らず、市民は誰しも、地域社会で 

さまざまな顔=役割をもち、それを日々使い分 

けて生活している。多様化、複雑化する現代社
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会において、個々人の果たす役割や及ぼす範囲 

もまた複雑なものとなっている。子どももまた 

「小学校」「子ども会」「学童保育」「家族」「塾 •習 

い事」「課外活動」「近所の遊び友達」「親戚」など 

さまざまな「コミュニティ」を行き来しており、 

また親が所属する大人のコミュニティに一時的 

に加わる場合もあり、少子化の昨今、一人の子 

どもが関わるコミュニティ数は増加傾向にある 

のではないかと思う。

この前提に立つと、子どもの学習活動や生き 

方そのものを、学校と博物館の組織同士の協働 

関係で成立する「博学連携」でのみ支援しようと 

しても、問題の本質に取り組んでいることには 

ならない。すなわち博物館は、「家族」「地域グ 

ループ」など子どものかかわる他のコミュニ 

ティと自館との関係をも十分に考慮する必要が 

あると言える。

平成 19年度〜 20年度に、当館で小学校と

連携して行った事業、あるいは小学生が主体と 

してかかわった取り組みを拾い出したのが表2 
の事業一覧である。なお事業計画書上、交流事 

業や子どもを対象とした事業と銘打っていなく 

とも、小学生の参画が結果的に顕著であればこ 

の表に含めた。

この表を見ると、見学会以外の複数の事業に 

おいて子どもの参画があったことが分かる。こ 

れらの事業のうち、ここでは特に「小学校」すな 

わち就学児童という立場での来館以外に、「家 

族」や「近所の遊び友達」「地域グループ」として 

の子どもがどう博物館を利用したか、2 つの企 

画展と、親子対象の講座、地域グループを迎え 

て開催したレセプションで見ておく。

【2 っ の 企画展】

平成20年度は、子どもを主たるターゲット 

とした企画展を2 つ開催している。

表 2 平成 19年度〜2 0年度野田市郷土博物館 . 市民会館で小学生（子ども）が参加した事業一覧

事業名 19年度 2 0年度

博物館見学受入（2007、p63/2008、p64) 〇 〇

勾玉作り体験教室（2007、p53 /  2008, p54) 〇 〇

親と子の茶道講座（2007、p53/2008、p54) 〇 〇

オープンサタデ一クラブ（200人 p54/  2008s p55) 〇 〇

クラブフェスタ（2007、p54/2008、p55) 〇 〇

市民会館オープニングセレモニーの催し物

(市立中央小学校児童による日本舞踊と合唱）（2007、p60) 〇

第 2 回ミュージアム•コンサート「福を呼ぶ響き」出演 

(市立福田第二小学校太鼓部による樽太鼓演奏）（2007、p62) 〇

出張授業（2008、p64) 〇

企 画 展 「野田に生きた人々その生活と文化」（2008、p24-27) 〇

企画展 •市民コレクシヨン展

「昆虫採集70年〜志賀一朗さんがみつめた野田市の自然〜」（2008、p28-32) 〇

企画展関連事業「ミミズク形土偶のニックネーム募集」（2008、p27) 〇

企画展関連事業「昆虫の暑中見舞いをつくろうJ (2008、p31) 〇

特 別 展 「野田の夏祭りと津久舞」オープニング•レセプションの催し物（市立中央/> 
学校郷土芸能部•宮崎小学校おはやしクラブによる津久雛子演奏）（2008、p36) 〇

※他に平成2 0 年度は「山中直治コンサ一卜」で小学生が日本舞踊を披露することが予定されていたが、インフルエンザ流行により

小学生の参加は中止となった。

※ ぐ ）内 「2007、pO O jは 『野田市郷土博物館年報• 紀 要 第 1 号 2 0 0 7年度』の該当ページに記載。「2008、p O O jは本書 

『野田市郷土博物館年報• 紀 要 第 2 号 2 0 0 8年度j の該当ページに記載。
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平成20年度第1回目の企画展「野田に生き 

た人々その生活と文化」（以下、生活文化展） 

(2008、p24-27)では、旧石器時代から近代ま 

での、時代毎の人々の生活と文化を概観する出 

土遺物などを展示した。現在、通史展示を常設 

していないことを補う意味もこめた展覧会で 

あったが、同時に、この時期来館する小学校(社 

会科あるいは生活科)の見学会への対応を意図 

したものである。その後、続けて開催したのが、 

市民コレクシヨン展と銘打った企画展「昆虫採 

集 70年〜志賀一朗さんが見っめた野田市の 

自然〜」（以下、昆虫展）（2008、p28-32)であっ 

た。アマチュア昆虫研究者志賀一朗氏の昆虫標 

本を通じて、コレクターのキャリアの紹介をも 

視野に入れた展示であったが、昆虫という対象 

物自体が、子どもの興味をひくのに格好の素材 

であった。この二つの展覧会は企画段階より子 

どもの来館を想定しており、例えば展示解説パ 

ネルの文章は平易な表現としたほか、ルビの使 

用、色やデザインなどについても子どもが親し 

みやすいものとし（図 1)、また展示物の位置を 

通常よりやや低めに揃えたり、昆虫展では解説 

シートなどを導入するなどの工夫を凝らした。

旧石器時代

I I 本穷Iftにはじめて人Wがすみついたころ、 人々は 

小さな粜N1で、 ナウマンゾウやオオツノジ力などの 

動物をWったり， 水の突などのW物を纸めたりしな 

がら移動卞沽をしていました•
狩りには石を*nr•した石» 、 木や動相のf tでできた 

iflW を使っていました。 <丨翯にはナイフのように投 

いもの、 木をw る斧のようなもの、 Wの先に取り付 

けて使う小さく尖ったものなどがあり、 や«  
V}といったJttT-のしやすいym から作られました，

• そのころ野田では…癱

代の't 活のあとは免w•されていません 

が、 究鰌されたもの（治t t ) から、 2 わ•年以I: 
保!から人がくらしを？tんでいたこと 

がわかっています。

(図 1) 生活文化展のパネル

この2 つの企画展における子どもの来館は、 

アンケートの集計値によると、10代未満と10 
代の来館者割合が生活文化展で33% 、昆虫展 

で 2 0 %を示し、これは平成19年度以降の他

の展覧会の平均値(7% ) よりもかなり高く当初 

のねらい通りの結果となったといえる（6>。ただ 

しこの結果は、展覧会という場において、小学 

校見学会だけではなく、家族での来館や友達同 

士での来館など、さまざまな形での子どもの来 

館があったたことが要因と考えられる。

例えば生活文化展では、展示資料の一つであ 

るミミズク形土偶にニックネームをつけるとい 

う企画を行った（図 2 )。この企画は子どもに 

とってともすれば惰性的になりがちな展示鑑賞 

のアクセントとして機能し得たようで、小学校 

の見学会の際大いに好評であったが、この時に 

ニックネームを応募してくれた子どもたちのう 

ち幾人かは、その後別の機会に家族あるいは友 

達同士で再度博物館を訪れ、決定したニック 

ネーム「ミミー」を紹介するパネルの前で話をす 

る様子が見られた。

土 供 0 ニ ッ ク ネ ー ム を

考えよう/
a w n o i K  (肯 雇 >

ta m tn . 麝 零 .
•M izst>>T.

f 卜！•犬 霣 瓣

，ックネームをf i n 用!^ d 、てi に)UvてくださいI I

(図2) 土偶のニックネーム投票を促すパネル

なおニックネームをつけること自体は遊び感 

覚で行え、学習の一環としての必要性はない。 

しかしニックネームのヒントや材料を探すとい 

う作業は、その展示資料が「何」であるのかを主 

体的に学ぶ行為へとつながるものであった。こ 

こでは「ミミズク形土偶」の外見的特徴は何か、 

出土地、何年前のものなのか、土偶が作られた 

目的、などがニックネームを考える際に関心を 

もたれた事柄である。作業を通して無意識のう 

ちに学習活動に参加しただけでなく、歴史資料
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や博物館が一気に身近な存在になったといえ 

る。

【親子向け講座、レセプション】

子どもを含むコミユニティで学校に続き看過 

できないのが、「家族」である。当館ではこの「家 

族」対象、あるいは親子向けの事業、特に講座 

関係を意識的に行っている。親子向けの講座 

は、子どもと博物館を1本の糸で結ぶだけで 

はなく、子どもとその親のキャリア支援、そし 

て親の興味関心の喚起を子どもを通して行うと 

ころにあると考えている。親と子が参加する講 

座としては、「勾玉作り体験教室」と「親と子の茶 

道講座」が通年企画となっているが、これに加 

えて平成20年度は昆虫展の期間中に「昆虫の 

暑中見舞いをっくろう」という講座を市民のグ 

ラフィックデザイナーを講師として実施した。 

いわゆる絵手紙の作成であるが、当館で開催す 

る意義は、①実際の昆虫(標本)を間近で観察し 

て描くこと、②暑中見舞いという時候のあいさ 

つ状について学ぶこと、③親子間のコミユニ 

ケーションなどにあった。さらに作成した暑中 

見舞いにメッセージと宛名を書き、切手を貼っ 

て、博物館側で用意した紙製の擬似ポストに投 

函するところまでを講座の内容として行った。 

一緒に参加した親に宛てて手紙を出した子ども 

もいれば、離れて暮らす祖父母などに宛てた子 

もいるが、手を動かす作業を通して家族のコ 

ミユニケーションを膨らませたのは大変意義深 

いことであった。

(写真2) 出来上がった暑中見舞い

また「地域グループ」の子どもにスポツトを当 

てたのは、特別展「野田の夏祭りと津久舞」であ 

る。野田三ケ町(エリアに当館も含む）に伝わる

民俗芸能の津久舞には、地域で芸能クラブに所 

属する子どもたちもお嚷I子を担当して参加をし 

ている。展覧会で津久舞のルーツや催行の歴史 

を民俗学的な視点から紐解きながらも、現在の 

地域コミュニティ内での祭りの実態を紹介する 

視点から、オープニング •レセプションでお難 

子を披露し、その後展示も見学した(2008、p2 
口絵写真、p36写真)。これらの取り組みは、 

その場に居合わせる子どもの数で言えば、ほん 

の少数、ということになろうが、こうした機会 

がほぼ皆無であった当館の活動においては大き 

な一歩である。

表 2 で示した通り、平成20年度は子どもが 

参画した事業の種類が19年度よりも増えてい 

るが、現場の学芸員としても平成19年度より 

20年度の方が子どもと触れ合う機会が圧倒的 

に多かったという印象であった。これは平成 

20年度の方が、学校の見学で博物館を利用し 

た子どもが再度「家族」や「地域グループ」など別 

のチャンネルでも利用できるような仕組みが作 

られていたためであろう。特に、学校見学の多 

い時期に合わせて生活文化展をし、その後夏休 

みにあてて昆虫展を開催したこと、しかもニつ 

の展覧会の間を空けずに行った効果は大きい。 

こうした場作りが、多様なコミュニティに属す 

る子どもを博物館へ誘引することにつながった 

のである。

3 .地域社会の接点となる博物館をめざして

当館では子どものみならず、さまざまなコ 

ミュニティに所属する市民のキャリアデザイン 

に寄与し、「学校」以外のコミュニティタイプと 

の連携も同様に成立するようにしている。当館 

のこの基本的な方針が、子どもの博物館利用 

を、閉じた学習プログラム内に限定させないこ 

とにつながっている。このことはキャリアデザ 

インの観点からは良質な相乗効果一子どもに 

とっても、他のコミュニティにとっても一を生 

み出していると考えられる。表 3 は先にあげた 

表 2 の各項目を、（A )「子どもおよび教員らの限 

られた人しか参加しない事業」と、（B)「他コ
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(A) 子どもおよび教員らの 

限られた人しか参加しない事業

( B ) 他コミュニティ（他者）と子どもの 

交流が図られた事業

博物館見学受入 

出張授業

勾玉作り体験教室 

親と子の茶道講座 

オープンサタデ一クラブ 

クラブフェスタ

市民会館オープニングセレモニーの催し物 

第 2 回ミュージアム•コンサート「福を呼ぶ響き」 

企 画 展 「野田に生きた人々その生活と文化」 

企画展•市民コレクション展「昆虫採集70年〜 

志賀一朗さんがみつめた野田市の自然〜」

企画展関連事業「土偶のニックネーム募集」

企画展関連事業「昆虫の暑中見舞いをつくろうj 
特 別 展 「野田の夏祭りと津久舞」オープニング， 

レセプションの催し物

表3 小学生が參加した事業の連携内容別分類

ミユニティ（他者）と子どもの交流が図られた事 

業」に分類してみたものである。（A )は小学校の 

ために博物館がプログラムとして用意する形を 

とり、すなわちプログラム内で子どもは博物館 

の職員（学芸員）と自らの学校の先生としか交わ 

らない。他方、(B)はその事業の参加過程におい 

て、子どもが学芸員と教員以外の大人と接触す 

る機会のあったものである。

当館の場合、この（B )にあたる事業が(A)の 

事業よりもかなり多い。「昆虫の暑中見舞いをっ 

くろう」、「オープンサタデ一クラブ」、「親と子の 

茶道講座」などでは、学芸員や行政職員らは講 

座（クラブ)のコーディネーターとして位置づ 

き、講座を進行するのは外部から招いた講師で 

ある。なおここに挙げた講座ではすべて市民が 

講師を務めている。こうした講座では、博物館 

や行政を介して、さまざまな工夫によって講師 

役の市民と子どもとの新しい関係性を生み出す 

ことができる。また企画展では、会期中、展示 

協力者である市民が来館し展示解説をすること 

もある。昆虫展では、昆虫標本の所有者であっ 

た志賀一朗氏が土日を中心に展示室に立ち来館 

者へ解説を行ったが、これも展示協力者と家族 

連れとの交流の機会となった。

特記すべきは勾玉作り体験教室である。例年 

夏休みに合わせて実施し、定員を超える応募が 

あることも多い人気講座だが、勾玉作製の指導 

は学芸員のほかに博物館実習生(近隣地域の大 

学生) が加わって行った(2008、p i口絵写真)。 

少子化や家族の孤立化の影響で子どもと20代 

の若者が地域内で接触をして、一緒に何かをす 

るという機会が大変少なくなっている今、この 

連携関係は大変意義深いものであった。なお平 

成 20年度は「昆虫の暑中見舞いをつくろう」に 

ついても実習生が補助を行っている。

世代や職業がさまざまな市民と子どもが触れ 

合う場所が社会に少なくなってきている現在、 

当館では博物館が地域の井戸端であり、子ども 

と地域社会との接点として機能することを目指 

している。

まとめ

先述した通り、当館では、「学校」の利用のほ 

かにも、「家族」や「地域グループ」などの利用と 

いう視点から子どもの博物館利用の可能性を見 

出している。学校と博物館とのかかわりのほか 

にも家族や地域グループに属するさまざまな
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「子ども」が博物館を利用すると考えているので 

ある。これを念頭におくと、学校と博物館の組 

織 対 麵 の 「博学連携」だけで、子どもとかかわ 

るのでは不十分であることが分かるだろう。す 

なわち博物館側としては、最大利益をあげるよ 

う効率化、システム化された学校対応用のプロ 

グラム作りだけに固執してはならないのではな 

いか。作成された学習プログラムが、学校の指 

導要領に沿っていることが大切なことは確かだ 

が、博物館が、単に「校外学習で利用しやすい 

場所」であることだけを目指すと、学校からの 

団体来館に博物館を利用してもらうことで入館 

者数の数字をのばし評価につなごうという、博 

物館側のメリットだけが過剰に追求される結果 

となり、子どもの学習支援という博学連携の真 

の目的を見失うこととなろう。また社会教育施 

設である博物館は、学校教育ではカバーしない 

部分を補う機能もあって然るべきである。

キャリアデザインの考え方によって、地域の 

他コミュニティの大人と、子どもの交流が促進 

されている実態については先述した通りである 

が、このことがもたらすもう一つの効果につい 

て指摘しておきたい。それは他のコミュニティ 

の大人の側にもこの交流から得るものが少なか 

らずあるということについてである。すなわち 

博学連携は学校教育への一助、子どもの学習活 

動支援の目的を果たすだけでなく、博物館にか 

かわる他コミュニティの活性化にも効果をもた 

らす。博物館という場において、子どもが「展 

示や自主研究グループに参加した市民や団体」 

「高齢者の団体」「障がい者支援団体など福祉団 

体」「博物館実習生」「インターンシップ生」「ボラ 

ンティア団体」などと交流をする。例えば先述 

した通り、「勾玉作り体験教室」「昆虫の暑中見舞 

いをっくろう」講座において、指導や補助を博 

物館実習生に体験させた。するとそれは子ども 

にとってだけではなく、博物館実習を受けた大 

学生にとっても子どもと触れ合う貴重な機会と 

なり、心に残る体験となっただろう。なお平成 

20年度、実習生は、暑中見舞い講座を補助し 

たのち出来上がった暑中見舞いの作品(複製)を 

展示するプロジェクトを実習の一環として行っ 

た（博物館実習は2008、p57を参照)。これは

本来の目的である博物館実習活動に、地域住民 

との交流がうまく合致した例であろう。このよ 

うにコミュニティ同士の交流はある事業の副産 

物として成立しやすい。この特徴をうまく利用 

することで、小さな地域博物館でも低コストで 

交流事業を実施していくことができよう。

また、コミュニティ同士の交流にはさまざま 

なパターンを作り出すことができる。平成 19 
年度に行った第2 回ミュージアム•コンサート 

「福を呼ぶ響き」は地元の小学校の太鼓部と知的 

障がい者の施設の太鼓クラブとが出演した。こ 

の 2 つのグループはこれまでにもたびたび合同 

演奏会を行っているため、本コンサートでの連 

携関係に新しさはなかったが、今後は「障がい 

者支援団体など福祉団体」と「子ども」との合同 

で活動をする場を作っていきたいと思う。なお 

平成 19年度以前(N PO 法人野田文化広場が指 

定管理を受託する前) には、寺子屋講座で「親子 

体験実習」(7) を実施しており、この中で障がい 

をもっ方と子どもとがー緒に活動をする一幕も 

あった。参加メンバー全体にとって、こうした 

活動の機会は新鮮なものゆえに記憶に刻まれる 

ものとなるのではないか。

子どもを対象した取り組みをする場合、博物 

館は良質な学習プログラムをっくろうとするあ 

まり子どもを囲いこみ、それに特化した事業を 

つくりがちである。しかし子どもが自由に見 

学、活動のできる博物館は、設備だけでなくそ 

の事業内容も“ユニバーサルデザイン”であらね 

ぼならない。その際、堅苦しいワークショップ 

や洗練されたプログラムを作成することより 

も、むしろ簡単な試みを継続できるシステムを 

整えていく方に力を割くべきである。そしてそ 

の仕組みの中に、多層的な市民が継続的に参加 

しやすいようにすること、また博物館はそれを 

積極的に促すことが大事である。最終的には、 

それらに参加してきた市民が、ワークショップ 

やプログラムがない日でも博物館に気軽に立ち 

寄れるようになるとよい。実際に現在の当館で 

は、博物館見学やオープンサタデ一クラブの参 

加を経た子どもたちが、それらの目的がなくと 

も、博物館に友達を連れて遊びに来る光景を少 

しずつ見かけるようになっている。
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現在、博物館における学習活動のあり方の精 

査とともに、プログラム内容の是非の検討はか 

なり進んでいる状況である。子どもを対象とし 

た事業や、博学連携については、各館、研究者 

から事例報告が出され、また海外の事例研究も 

進み、地域博物館にとって自館のプログラム作 

成のヒントは十分に手に入る状況になってきて 

いる。次はコ ミ ュ ニ テ ィの連携や協力の本質 

と、その継続的かつ効果的な実施の方法論を検 

討する時代に来ているのではないだろうか。当 

館においても、本稿で述べたような「子ども」を 

はじめ各コミュニティの連携 •交流と、それを 

手がかりに行うことのできる市民のキヤリアデ 

ザインを、実践を通して深めていきたい。その 

取り組みについてはまた後日報告の機会をもう 

けることとする。

他「交通費、見学料などの費用が確保できない」「博 

物館等に行く時間がない」「教科間、学級間で日程 

の調整ができない」などがあげられている。

( 5 )塚田美紀「博物館と学校のコミュニケーションをひ 

らく一世田谷美術館の場合」『博物館の学びをつく 

りだす一その実践へのアドバイス』小笠原喜康；チ 

ルドレンズ•ミュージアム研究会編著、ぎようせ 

い、 2006 年、 153 〜 167 頁。

( 6 )展覧会アンケート集計は『野田市郷土博物館市民 

会館年報•紀 要 第 1号 2007年度』38〜41頁、 

および本書41〜44頁。

( 7 )親子体験実習(当初は子ども体験実習）は2005年 

4 月から2007年 3月まで計24回開催した。開催 

内容は http://www_noda-muse.or.jp/ncs/terakoy 
a.htmlを参照。

( 1 )金山喜昭「「教える」から「学ぶ」への転換」『学ぶ心を 

育てる博物館 一「総合的な学習の時間」への最新実 

践例』博物館と学校をむすぶ研究会編著、ミュゼ、 

2000 年。

( 2 )野田市は平成17年に「キャリアデザインによるま 

ちづくり」を政策の柱の一つに位置づけ、野田市郷 

土博物館、市民会館を「市民のキャリアデザインの 

拠点」として管理運営するよう指定管理者制度を導 

入した。その経緯は金山喜昭「博物館でキャリア• 
デザイン丨一人づくりから地域コミュニティの活 

性化へ」『地方自治職員研修』、2007年 10月、 67 
〜 69頁を参照。またNPOが博物館を運営するこ 

との考え方は金山喜昭「まちづくりと市民のキャリ 

アデザイン(2)NPO法人野田文化広場が野田市郷 

土博物館を運営する基本的な考え方」『法政大学 

キャリアデザイン学部紀要』第 4号、2007年に詳

しい。

(3) ただし市民会館は醤油醸造業で大変栄えた商家の 

邸宅であり、同時代のいわゆる一般庶民の暮らし 

の様相ではないことを伝えることにしている。

⑷例えば国立科学博物館が「科学的体験学習プログラ 

ムの体系的開発に関する調査研究」(http://museu 
m4teachers .zkh.jp/data/report0905.html)の一環 

として実施した「小 •中学校と博物案の連携に関す 

るアンケート調査報告書〈小 •中学校編〉」による 

と、小学校が博物館を利用しにくい理由として「近 

隣に適当な博物館がない」が断然高く 70% 、その

144

http://www_noda-muse.or.jp/ncs/terakoy
http://museu


【事業報告】

自主研究グループ育成連続講座 

「わたしたちのまち野田を語ろう• 歩こう！」を終えて

柏女弘道嘢田市郷土博物館学芸員）

はじめに

野田市郷土博物館は同市の推進するキヤリア 

デザインによるまちづくりにおいて、平成 19 
年度より「市民のキヤリアデザインの拠点」とし 

ての役割が付与された。キヤリアデザインによ 

るまちづくりにおいては自らの住む地域を知っ 

て地域コ ミ ュ ニ テ ィ の 一員としての自覚と誇り 

をもち、さらに能動的に動く自立した市民が望 

まれる。そのため「キヤリアデザインによるま 

ちづくり」は「ひとづくり」であると換言するこ 

とができる。当館では市民のキヤリアデザイン 

支援策として「市民が直接参加しながら学び研 

究し、交流する場」を提供することを目指し、 

市民の自主研究グループの育成を市民参加型の 

企画展などと並んで事業の柱の1つと位置づ 

けている（自主研究グループの目的は年報部分 

の47ページ参照)。

自らの住む地域を知り、地域コミュニティの 

一員としての自覚と誇りを持つためには、単に 

書物などから情報を得るだけでなく、実際に地 

域に出て他者と関わりを持ち、その交流を通し 

て生きた情報を獲得し、それを自らの言葉で他 

者に発信していくことが重要となる。その一つ 

のモデルとして「まちあるき」を通して野田の魅 

力を伝えている市内のガイドボランティア団体 

の存在があった。この団体の協力を得て実施さ 

れた今年度の自主研究グループ育成講座「わた 

したちのまち野田を語ろう•歩こう！」では、 

テーマを「まちあるきを通して野田の魅力を市 

内外に発信する」とし、講義や講演などから野 

田についての概説的な知識を身に付けるだけで 

なく、ガイドコースの作成や実際のまちあるき 

を通して受講者が他者に伝えたくなるような野 

田の魅力を見つけ、ガイドボランティアを含め 

た地域の活動に参加したり、新たな自主的研究 

グループとして活動を始めることを目指した。 

本稿は講座の企画と実施の経緯を追い、その結

果を踏まえて、今後の当館における自主研究グ 

ループ育成講座のあり方を検討する一助とする 

ものである。

1 . テ一マの設定

今回の講座のテ ー マ を 「まちあるきを通して 

野田の魅力を市内外に発信する」とした背景に 

は、前述したように博物館•市民会館と連携し 

てガイド事業を行っている市民のボランティア 

団体「むらさきの里野田ガイドの会」（以下「ガ 

イドの会」と記す）の存在が大きい。

ガイドの会は平成16年に野田市教育委員会 

社会教育課主催で行われた「むらさきのさとガ 

イドボランティア養成講座」の受講者が講座終 

了後に自主的に立ち上げた会である。現在の会 

員は30数名おり、市内外から予約を受けて野 

田のまちの見所を無料で案内している。特に平 

成 19年度からは郷土博物館でガイドの予約を 

受け付けているほか、土日祝日を中心に市民会 

館に駐在して予約の無い来館者に対しても案内 

を行うようになった。会長の染谷慧氏日く「楽 

しく •仲良くをモットーとする会」でありなが 

らも、会長、副会長、事務局長を始め、「開拓」 

「研修」などのチームが各幹事を中心として確立 

され確固たる組織となっている。

ガイドの会は博物館の講座から生まれた会で 

はないが、講座の受講者が自ら立ち上げ、市内 

外の様々な団体と連携して活動している点、ま 

た博物館•市民会館を拠点としているという点 

において、当館の目指す自主研究グ ル ー プ の 一 

つのモデルと考えられた。

そのため、今回のように市民が自主的に地域 

で活動を行うことを促進する講座を企画してい 

く上でその経験が生かされることが期待され 

た。そこで本講座は、学芸員2 名と、ガイドの 

会会長の染谷慧氏、事務局長の多田奨氏をはじ
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めとする会員4 名からなるプロジェクトチー 

ムを立ち上げ、定期的な会合を行いながら協働 

で講座の企画を進めていった。

自主研究グループの育成という事業自体が平 

成 19年度に始まったばかりであり、新たなグ 

ループを立ち上げていくことの困難さは当初よ 

り想定されていた。そのため本講座において 

は、自主研究グループを立ち上げるまでには至 

らなくとも、受講者に何の助言もせずに放り出 

すのではなく、ガイド活動に関心を持った受講 

者には同会を紹介することや、地域で活動する 

機会を提供することを当面の目標とした。

2. 講座構成と各回の詳細

講座構成は上述の社会教育課主催「むらさき 

のさとガイドボランティア養成講座」を参考に 

した。全 6 回の講義のうち、前半3 回は市民会 

館にて講義やグループワークを行い、後半 3 
回は野田市内やガイドボランティア活動の先進 

地視察といった実地研修とした。

講師の選定においては、各コミュニティを文 

化でつなぐハ ブ となる当館のミッシヨンに沿っ 

て、市内で様々な活動している幅広いコミュニ 

ティから講師を集めた。また、人がキャリアを 

デザインする際に最も重要な情報である、人と 

の交流や学習を通じて得られる実体験情報を重 

視し、講師には自らの活動に即して話をしても 

らうことを心がけた。

【第 1 回】

講座全体の導入の意味も含め、ボランティア 

を含めた地域活動全体に関する講演とガイドボ 

ランティアに関する講演の2 本立てとした。

最初の講演は地域活動への積極的な参加を促 

すものであり、講師は野田市ボランティア連絡 

協議会副会長の加籐満子氏に依頼した。加藤氏 

は野田市役所など市内3 箇所に店舗を持つ、 

知的障がい者の働く「ふれあい喫茶つくしんぽ」 

の運営委員長でもあり、講演中にはそこで行わ 

れるミニコンサートの出演者による演奏を交え 

るなど、地域への関わり方として様々なボラン 

テイアの形を紹介していただいた。

2 つ目の講演はガイドの会の会長である染谷 

慧氏に依頼した。同じような講座を経て結成に 

いたったガイドの会の経緯やガイド活動で得ら 

れた充実感やよろこびのほか、まちの魅力を発 

信する活動をする上で必要なことは、野田を好 

きであること、すなわち「郷土愛」であることを 

語っていただいた。

【第 2 回】

午前中は野田の「歴史」「まちなみ」「自然」につ 

いて講義を行った。「歴史」は筆者が担当した。 

醤油の歴史を中心としたが、単に歴史的事実を 

伝えるだけでなく、まちあるきを念頭に、今も 

まちなかや博物館で見ることのできる建造物や 

資料とのかかわりを重視しながら行った。

「まちなみ」は野田市役所市史編さん担当の池 

田亜由美氏に、野田のまちなみについて文化財 

的視点や芸術的視点での捉え方についてご紹介 

いただいた。また、池田氏の所属する市民のボ 

ランティア団体「まちなみ研究会」の活動を通し 

て、過去から現在へと受け継がれてきた野田の 

まちなみを未来にどのように活かしていくかと 

いう展望もお話いただいた。

「自然」は関宿城博物館展示協力員の岩槻秀明 

氏に、自然と人との仲介役であるインタープリ 

ターの技術や留意点、市内の自然観察スポット 

などを、自身が代表である自然観察会での活動 

を紹介しながらお話いただいた。

午後はガイドのモデルコースを作成するグ 

ループワークを行った。受講者同士が直接交流 

し、共同で作業を行う最初の機会であったた 

め、受講者をグループ分けした上でまず他己紹 

介を行った。ペアになって相手の話を聞きと 

り、他のグループメンバーにその相手のことを 

紹介する形式としたことで、自己紹介よりも真 

剣に取り組むことができ、結果としてメンバー 

が互いをよく理解し合えたようである。グルー 

プワークでは歴史や美術など特定の興味問心を 

持った見学者を想定してガイドコースを作成 

し、大判紙にまとめた。最後に各グループが成 

果発表を行い、感想を述べ合った。
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【第 3 回】

午前中はガイドの会に野田のまちの見所をパ 

ワーボイントにて紹介していただいた。建物な 

どの写真を映しながら、現場と同じように解説 

をするこのスライドシヨ一は、ガイドの会が、 

雨天時、または年齢や身体的な制限から長時間 

のまちあるきが困難な方に対して野田の魅力を 

紹介する方法として活用しており、講座後半の 

実地研修の予行とするとともに、ガイド活動の 

新しV〉形を紹介することができた。

午後は本講座の特徴の1つである「野田の魅 

力再発見」と題したパネルディスカツシヨンを 

行った。市内で様々な活動を行う方々に自分に 

とっての野田を語ってもらい、講義だけでは現 

れない今までの講義の中になかった内容を補っ 

ていく目的があった。

【第 4 回】

野田の中心市街地をガイドの会の案内で散策 

した。座学だけでは得られない、実際にまちを 

見る、歩くことを体験してもらうようにした。 

東武野田線野田市駅周辺は醤油産業に関連した 

まちなみが現在も残されており、2007年には 

「近代化産業遺産群」の認定を受けている。「醤油 

のまち野田」を実感することができ、市内外の 

見学者の多くが訪れるスポツトである。

【第 5 回】

第 4 回同様にガイドの会の案内で旧関宿町 

方面を散策した。平成 15年に野田市と合併し 

た関宿には江戸時代に関宿藩が置かれ、醤油醸 

造で栄えた旧野田市域とは異なる歴史的背景を 

持っている。関宿を案内することで野田が醤油 

だけではなく、多彩な歴史や文化を内包してい 

ることを伝えるように心がけた。

【第 6 回】

バスで香取市佐原へ行き、当地の佐原町並み 

ボランティアの会会長である吉田昌司氏に重要 

伝統的建造物群保存地区である小野川沿いのま 

ちなみを案内していただいた。

佐原を選んだ理由として、ガイドの会が佐原 

のボランティアガイドの会に大きな影響を受け

発足したということが挙げられる。また、日帰 

りではあるが、一緒に遠出をした仲間として受 

講者間に一体感が生まれることも期待された。 

事実ガイドの会は講座最終日のバスの中で結成 

が決まったそうである。

【講座後】

講座終了直後にガイド活動に興味を持った受 

講者の数名がガイドの会への入会を申し込ん 

だ。また、しばらく後に、受講者数名の間で今 

後も継続して集まっていきたいという意向があ 

ることを、そのうちの1名から伝えられた。そ 

こで連絡をくれた方が作成した案内文を博物館 

から自主研究グループ結成の呼びかけとともに 

他の受講者に郵送したところ、上述のガイドの 

会に入会した受講者などを含めた10名前後が 

呼びかけに応じ、野田とその周辺の歴史を調べ 

ながら散策する「歴史散策会」が結成された。会 

としての意向もあり、博物館を活用し、その成 

果を還元していく形の自主研究グループとはな 

らなかったが、ガイドの会に入会した人も含 

め、会員の多くがその後の寺子屋講座やミュー 

ジアムコンサートなどに頻繁に参加するなど、 

博物館とつながりを持ち続けている。

まとめ成果と課題

市民のキャリアデザインを支援していくとい 

う当館のミツシヨンの上では、ガイド活動に興 

味を持った受講者にガイドの会への入会という 

形で活動継続の場を提供できたということは本 

講座の大きな成果といえる。また、講師役とし 

て関わったガイドの会にとっても新規会員の獲 

得という大きなメリツトがあった。ガイドの会 

はほぼ全員がシニア世代で構成されているた 

め、新規会員の獲得は今後の活動を考えていく 

上で見過ごすことのできない問題であった。ガ 

イドの会が継続して安定した活動を続けていけ 

るようになることは、ガイド事業で連携してい 

る博物館•市民会館にとっても有益なことであ 

る。

また、博物館リピー夕一を得たことも成果の 

一つとして挙げられる。当館では来館者の博物
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館利用段階のモデルを「一時的な来館者」から 

「リピータ一 」へ、そして「自主研究グループへ 

の参加」、「企画展への参加」と考えている。今回 

リピータ一を得たことで、博物館事業に参加す 

る新たな層を開拓したことは、今後企画してい 

く自主研究グループ育成講座においても大きな 

アドバンテージとなるであろう。

最後に、本講座から見えた自主研究グループ 

育成講座の課題を3 つ挙げ、今後に活かして 

いきたい。

①博物館•市民会館を拠点とすることを意識し

たテ一マ設定

1 つ 目はテーマ設定についてである。自主研 

究グループ育成講座によって当館が提供しよう 

とする「市民が直接参加しながら学び研究し、 

交流する場」とは、コミュニティとしての「場」 

( = 自主研究グループ）と、資料や施設を活用す 

るという拠点としての物理的な「場」（=博物館- 
市民^ I I ) の 2 つを指している。

本講座ではテーマを「まちあるきを通して野 

田の魅力を市内外に発信する」と設定したため、 

自主研究グループに不可欠な博物館•市民会館 

を拠点とするという意味づけがやや弱くなった 

感があった。もちろんガイドの会のように、外 

での活動をメインとしながらも博物館•市民会 

館を拠点としている団体もある。しかし、博物 

館 •市民会館を拠点とすることは、館側にとっ 

て来館者案内や講座協力などのメリットがある 

のと同様に、ガイドの会にとっても、案内人数 

の増加や広報宣伝の強化、情報収集など多くの 

面において大きなメリットがある。事実 19年 

度にガイドの会が博物館•市民会館を拠点とす 

るようになってからは、来館者から好評を得る 

ことでリピーターの見学者が生まれているほ 

か、ガイドの会の案内人数実績も飛躍的に増加 

している。つまり、博物館•市民会館とガイド 

の会の連携は互恵関係によって成り立っている 

といえよう。

自主研究グループにおいても、例えば「古文 

書を調べる」といったような会であれば、館側 

には市民の手によつて資料の整理•調査が進み、 

グループ側にとつても博物館資料を市民会館で

調査することができるといった、より具体的な 

形でメリットを提示することができる。博物 

館 •市民会館を活用してもらい、その成果を還 

元してもらうためには、テーマ設定の段階でこ 

の互恵関係を意識し、自主研究グループが立ち 

上がった場合、お互いにとってどのようなメ 

リットがあるのかを深く考える必要があろう。

②受講者同士が共同で参加する講座構成

2 っ 目は講座構成にっいてである。自主研究 

グループとは当然のことながら複数の人間が集 

まり同じ目的を持って活動する会である。さら 

に連続講座をきっかけとして立ち上げた場合、 

受講者同士に講座以前につながりがない場合が 

多い。そのため講座中に受講者同士に、いかに 

いい時間を共有してもらい、相互理解を図るこ 

とができるかが重要であろう。そのためには受 

講者が能動的に関わるだけでなく、共同で何か 

を行うプログラムをより充実させることが必要 

であると感じた。

本講座においてはガイドコースの作成といっ 

たグループワークを実施し、受講者から好評を 

得ることができた。講座終了後に行ったアン 

ケートにおいても、印象に残った内容として香 

取市佐原への実地研修と並んでグループワーク 

を挙げる受講者が多く、「ともに作業をしたこと 

でお互いを知ることができ、その後の講座の中 

で親しく話をすることができた」などの意見か 

らも、共同で作業をすることがより深く交流を 

するきっかけとなったことを伺うことができ 

た。

しかし、グループワークは全体的に見れば全 

6 回中1回の半日、時間でいえば全34時間中 

の 3 時間である。企画の段階ではグループワー 

クにもう少し時間を割き、他班の受講者を見学 

者に見立てて作成したガイドコースを実際に案 

内し、その感想をお互いに述べ合うという案も 

あった。最終的には時間の関係から大判紙上の 

地図にコースを書いて発表し、感想を述べ合う 

という形にしたが、たとえ講座回数が1回増え 

てしまったとしても実施すべきであったかもし 

れない。もちろん短期間の講義を受けただけで 

満足な案内ができるとは思わないが、たとえガ
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イドブック片手の案内であったとしても、共に 

作り上げたコースをまわり、自ら語り案内をす 

るという実体験は貴重なものとなったであろ

③講座終了後のサボ一卜

そして3 つ目に講座終了後のサボートの重 

要性が挙げられる。自主研究グループ育成講座 

が他の講座と異なる点はその連続性であろう。 

講座において連続して1 つ のテーマについて 

学び、その連続性が講座終了後も持続するこ 

と、自主研究グループという形で継続すること 

が 1 つの理想ではあるが、たとえそうでなく 

とも受講者が活動を続けられるようなしかけ作 

りが不可欠である。

本講座においてはガイド活動に興味を持った 

受講者にはガイドの会を紹介することができ 

た。結果として数名が入会し、現在も同会の中 

で活動を行っている。このように受講者の興味 

に合わせて既存の会を紹介することは活動の継 

続を促すための有効なサポート方法の一つであ 

り、今後も意識していくべきである。

自主研究グループとして活動する意思の有る 

受講者達には、より細かいサポートを行う必要 

があろう。自主研究グループの講師•顧問的な 

役割は講座の講師など市民が担うことを理想と 

しているが、学芸員も定期的に関与していくこ 

とが求められる。特に立ち上げの際には博物館 

の講座で出会った人々を結び付ける役割を担う 

という点で重要であろう。もちろん必要以上に 

関与することにより、自主性や自立を阻害する 

ことは避けなければならないが、活動が軌道に 

乗るまでの期間はある程度深く関わり、テーマ 

によっては専門的見地からの助言やサポートな 

どを行う必要がある。また、学芸員が継続して 

関与することで博物館•市民会館を拠点とする 

ことのメリットなども紹介していくことができ 

る。学芸員個人と自主研究グループの信頼関係 

が構築されていくことで、結果的に博物館との 

つながりも強めていくことができよう。

先述したように、自主研究グループ育成講座 

は「市民のキャリアデザインの拠点」である当館 

の事業の大きな柱の一つであり、今後も継続し

て実施していく。まだまだ手探りの部分が多い 

が、本講座を踏まえて新たな講座の企画に望ん 

でいきたい。

最後に、本講座にご協力をいただいた加藤満 

子氏、池田亜由美氏、岩槻秀明氏、齋藤敬子氏、 

武内壮介氏、野田美智子氏、渡邊孝氏、貝森武 

夫氏、企画の段階よりご協力をいただきともに 

講座を作り上げていったむらさきの里野田ガ 

イドの会の染谷慧会長をはじめとする会員の皆 

さまに心より謝辞を呈します。
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