
　●環境活動への応援！　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　町民課さわやか環境推進班　　℡.0242-84-1500 　
　

町民課さわやか環境推進班は、環境に対しての活動を応援しています。

　平成１４年度は、まちづくり委員会との「協働」で、①自然に宛てた手紙～ケナフ栽培、②里山
がっこう、③花のまちばんげ、を実施しました。
　今回は、里山がっこうについての報告です。

②里山がっこう
　里山での動植物の観察・採取・工作・料理活動など里山の自
然体験を通して、失われかけている自然とのふれあい・共生を
考えることが目的です。
　親子１５組の講座受講者を町内外から募集し、①かぶと虫等
の採集、②茸取り、③柿もぎと柿さわし、の３回実施しまし
た。

受講者への通信News
　№1　№2　№3　№4　№5

事業で使った教科書です
　カブトムシを見つけよう

　柿のさわしかた
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　里山がっこう　news　 　Vol.１

　第1回目　　～自然の中のカブトムシを見つけよう～　　　7/13実施

　「里山がっこう」に応募くださいましてありがとうございま
す。第1回目の開催を以下の日程で行いますので、出欠の報告を
同封のはがきにて7/8(月)までに送付してください。
　自分で見つけたカブトムシは、ホームセンター等から買ってき
たカブトムシの何百倍も大切な思い出になります。カブトムシを
採って、飼うためには、どんなところに住んでいるのか、そして
何を食べているのか知らなければなりません。そのための「里山
がっこう」です。
　でも、実際に採れるかどうかは、自然相手ですから、やってみ
ないとわかりません。その点はご了承を！ はたしてカブトムシをGetできるか？

◆ 日程について
7/13（土）会場：農業改善センター（0242-82-4766）　～温泉施設「糸桜里(しおり)の湯ばんげ」の隣

雨天でも実施します。雨の場合の準備もお願いします。

13:30 　 現地集合
13:40 　 トラップ(わな)作成及び生息地へ移動し採取
15:30 　 夕食の作成～親子でカレーを作ろう！（無農薬玄米を使用します)
17:00 　 夕食
18:00 　 トラップを設置した箇所で夜間採取
19:00 　 終了次第解散

※昼食は各自でとってください。別資料のそばマップなどをご参考になってはいかがでしょうか？

◆ 準備品
　準備品は以下のものをお願いします。（今回の会費等負担はありません）

ムシ対策･･･帽子、長そでシャツ、長ズボン、首タオルを巻くといった格好がさそうです。●   

靴は、サンダルではなく運動靴か長靴。この他に採取した虫を入れる虫かごなど●   

夜の捕獲に備えた懐中電灯、常備薬等●   

なお、実施場所には温泉施設「糸桜里(しおり)の湯ばんげ」が併設されています。入浴の準備などされても良いかも
知れません。

6/26生息地にてサナギを発見
夏はすぐそこまで来ています

◆「里山がっこう」って何だろう？　
　今年から始めた事業であるため、詳細を募集時に告知できずに申し訳ありません
でした。
　この「里山がっこう」の事業、実は、町役場主催している事業ではありません。
まちづくり委員会という「町」を考える人たちが集まって行政と一緒に実施してい
く事業なのです。今回のカブトムシ採取についても手探りの状態ではありますが、
皆さんと一緒に進めていきたいと考えています。

里山がっこうnews01
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　里山がっこう　news　 　Vol.２

　第1回目を終えて・・・　　　カブトムシの生態がわかりましたか？

生息地にたくさんいました！ トラップをしに雑木林の中へ入る

　7月13日(土)の「自然の中のカブトムシを見つけよう」は
どうだったでしょうか？
　私共も初めての試みで、手落ち等あったかもしれません
が、当日は天気にも恵まれ梅雨の晴れ間の中で予定通りに
進みよかったと感じております。
　最初の採取地、実はこんなに地中で育っているとは事務
局側でも想定していませんでした。最後に捕獲をしても
らった場所は、「全然いないでは･･･」という配慮から事
前に採取したムシを網の中に放しておいたものです。最高
採った人で12匹！。これはすごかったですね

　さて、捕獲の後は実際カブトムシは
何が好きなのか、どこに住んでいるの
か、を確かめるためトラップを作成し
ました。
　トラップの餌になるのは事前に作成
しておいたワイン漬バナナと黒蜜で
す。バナナはストッキングの中に、黒
蜜は脱脂綿にしみ込ませ、それぞれ木
に吊るすため近くの林の中に入りまし
た。さて、夜はどうなっているか？
　今回、お渡ししましたテキストはお
子さんが読む読むには漢字が多くて大
変ですが、捕獲方法を始め、トラップ
作成、カブトムシの特徴、飼育方法が
書かれています。ご父兄さんが充分理
解し教えてやってください。夏休みの
自由研究の補助として使っていただけ
れば幸いです。

夜の観察会　～再び雑木林の中へ

　トラップの結果は？･･･大成功でした。
　昼間、生息地では皆さんが多くのカブトムシの捕獲に成
功できたので、「林の中の観察会」へ切り替えました。皆
さんが事務局の趣旨をご理解いただいたこと、感謝いたし
ます。やはり、自然を守ることも大切です。来年、もっと
多くのカブトムシが出現する、そんな願いがかなうとよい
ですね

甘い臭いに集まってきました。

里山がっこうnews02
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　里山がっこう　news　 　Vol.３

　きのこの山へ入ってみよう！～第２回のお知らせ　10/5(土)開催！

秋の味覚、きのこを探してみよう！ 赤とんぼの生活と里山の関係

　第２回「里山がっこう」は秋の味覚である「き
のこ」を探しに行きます。徒歩で約１時間３０分
程度の行程です。途中には茸だけでなく、下のよ
うな風景にも遭遇できます。お楽しみに！

期　日： １０月５日(土) 13:00～17:30
場　所： 農村環境改善センター

　 １２：５０までに集合ください
内　容： 里山の探索(徒歩で約１時間３０分程度)
準備品： 長袖シャツ・ズボン、帽子、長靴、手

袋（軍手でOK）虫除けスプレー、虫さ
され薬、水、タオル、前回配った名札

　アカトンボをよく見受けられる季節になりました。そこでア
カトンボの生態を簡単に説明しましょう。　　アカトンボの卵
は、春にふ化して幼虫になります。これはちょうど田んぼに水
が入って代かきが始まる時期です。
　幼虫は６月ごろ長く伸び始めたイネにつかまって羽化しま
す。成虫になったアカトンボは夏の間、暑さを避け、水辺から
離れて高原や雑木林などに移動します。そして９月ごろ再び里
に戻ってきて、稲刈りの終わった水溜りで産卵します。卵はそ
こで冬越しをします。
　このように里と山を行き来して生活するアカトンボの生活サ
イクルは、稲作の流れとも一致しています。

１０月にはきれいな紅葉を見せます。里から
ちょっと離れただけの「里山」、こんなにきれい
な風景もあるのです。

里山がっこうnews03
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　里山がっこう　news　 　Vol.４

　きのこの山はどうだった？　　次回は11月２日(土)実施します。

きのこは見つからなかったけれど･･･ 第３回は、おいしい会津柿の体験です。

　今回の「里山がっこう」は、きのこの山へ入りまし
た。収穫を期待していたものの、今年は夏の猛暑のた
めか、「不作」という話を聞いていましたが、実際に
もそのとおりとは･･･。ちょっと残念でした。
　しかしながら、アケビやどんぐり、栗など、山に行
かなければ見つけられないものを沢山拾ってきたよう
です。ただいま～!!と帰ってきた子供たちが、「見て
～!!これ拾ってきたんだよ!!」と自慢気に話していた
姿がとても印象的でした。
　今回の玄米おにぎりはどうでしたでしょうか？、坂
下町で採れた新鮮な大根の葉を茹でて、細かく切った
ものを混ぜたおにぎり、ごま塩を混ぜたおにぎり、玄
米おにぎりをフライパンで表面を焼き、添加物なしの
味噌をぬった玄米味噌おにぎり、３種類のおにぎりを
準備しました。ボランティアで参加してくれた会津大
学生、会津短大生には感謝です！
　きのこ汁は、坂下町で採れた約１０種類ものきのこ
を使用し、新鮮な朝取り野菜を使用し、味噌味としょ
う油味の２種類のきのこ汁を作りました。さすが秋の
味覚！、参加者も大きなどんぶりで何杯もお代わりし
ていました

会津柿をさわしてみませんか？

　会津身しらず柿は、渋柿を焼酎でじっくりとさわし、食
べ頃になると、トロリととろけるような甘さになる絶品の
会津の柿です。

期　日： 11月2日(土) 12:00～16:00（小雨決行）
場　所： 農村環境改善センター（前回を同じ）

　 12:00までに集合ください（時間厳守）
内　容： ①柿の収穫作業と柿さわしの体験

②旧越後街道(束松峠)散策
準備品： 身しらず柿代（約30個分）と保険料で１家

族2,000円をご準備ください。
出　欠： 同封はがきで10月25日(金)まで返信願います。
その他： 小学生以下の参加もＯＫです。現地では試食もあ

ります。お楽しみに！

里山がっこうnews04
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　里山がっこう　news　 　Vol.５

　3回の全日程を終了！　別紙のアンケート回答をお願いします。

心配されていた天気でしたが･･･ 今回使用した、かすとり焼酎とは？？

　観測史上最も早い雪、いつもになく早い冬の訪れを思わ
せる天気です。本当なら、文化の日附近は「晴れ」の特異
日のはずですが、予想では７０％の雨の確率。さて当日は
どうか、と思われました。
　集合時点で、晴れ間も見えたので、早速、旧越後街道で
ある束松峠の散策へ出発しました。峠では、町の文化財審
議委員でもある古川利意さんより説明があったのもつかの
間、土砂降りに。急遽、高寺公民館へ移動し、峠の様子を
写したスライド鑑賞会です。
　そのうち、天気もどうにか回復し、今日の里山がっこう
のメイン行事「柿もぎ」へ。すると、どうでしょう、今ま
での天気がうそのような晴れ間が見えるではありません
か？　各家族ともコンテナ一杯の大収穫の体験です。
　もいだ柿は、そのままでは渋柿です。勇気ある（？）子
供さんが体験されたようで「渋い」と言っていたようで
す。

　しぶ柿は、焼酎で「さわす」ことによって渋みが抜けま
す。今回使用した焼酎は特別の「かすとり焼酎」でした。
ところで、かすとり焼酎ってご存知でしたか？
　酒粕から造る焼酎だから、かすとり焼酎って言います。
知っていたって言う人も、「かすとり焼酎って戦後でた粗
悪なバクダンってやつじゃないの？」という人が多いと思
うけど、ホントはすっごく香り高い（？）上品な焼酎で
す。フランスのマールやイタリアのグラッパといったワイ
ンも、かすとり焼酎の一種（高級）です。
　焼酎として泡盛の次に古い歴史を持つといわれる粕取り
は意外な理由で誕生しました。酒粕は非常に栄養価に富ん
でいるので、アルコールを蒸発させて肥料を作ったのが始
まりです。いわば副産物だったわけです。この酒を北九州
では、田植えが済んだ後の骨休めのお祭り「早苗饗」で楽
しんだことから早苗饗（さなぼり）焼酎と呼ばれていまし
た。

里山がっこうnews05
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“里山”ってどんな山？
　人里という言葉がありますが、“里”は人家が集まり人間が生活をしている場所です。里山はそ
の人里をとりかこむようにある、身近な自然です。
　里山は、人里から離れた深山にある原始の森のように、人の手が加わらない場所とは違います。
また、天然記念物に指定されているような、何か珍しい生き物が住んでいるわけでもありません。
にもかかわらず、里山はさまざまな生き物が住んでおり自然環境がとても変化に富んでいます。
　里山の自然環境は、そこに住む人々が長い時間をかけて、農業をしながら暮らして行くうちにで
きあがりました。
　では、人の手が加わっているのに、なぜ里山には豊かな自然が保たれているのでしょうか？それ
は、人々がいろいろな工夫をしながら里山の自然に働きかけ、さまざまなめぐみを得て暮らしてき
たからです。その結果、里山の生態系のバランスも保たれていたのです。
　現在、日本だけでなく、世界中から豊かな自然がどんどん消えて行きます。豊かな自然とは、
いったいどんな自然をいうのでしょうか。それはどのようにしたら残せるのでしょう。里山の自然
環境にふれたり、調べたりすることで、何か手がかりを得てみよう、これが今回の「里山がっこ
う」のねらいでもあります。
　里山は、人と自然が共存してきた結果で、出来たもので、そこは豊かな自然と、人と自然の共存
の知恵がいっぱいにつまっている宝の山なのです。さて、皆さんは、宝物を見つけることが出来た
でしょうか？
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　里山がっこう
　　　　第1回　～自然の中のカブトムシを見つけよう～

Keep The Forest　　～山や森、林を保護していきましょう

*** カブトムシをとりに行こう！ （第１回で使用したテキストより・・・）

　　１．採取時の注意事項と事前知識

　　２．カブトムシのとれる時期について

　　３．どこにいけばとれるの？

　　４．採りに行こう

　　５．おびき寄せてみよう

　　６．おいしい（？）トラップの作り方

　　７．カブトムシの持ち方

　　８．観察方法

　　９．カブトムシをもっと知ろう

　　10．飼い方　

第１回　～自然の中のカブトムシを見つけよう～

file:///C¦/Documents and Settings/kanno.SENDAI/デスクトップ/satoy/beetle/beetle.htm [2003/04/09 15:19:49]



　１．採取時の注意事項と事前知識
　 　
★★★　カブトムシも年々減っています！

　店頭で売っているカブトムシは人工繁殖させたものがほとんどです。しか
し、自然界のカブトムシは昔に比べ減少しています。その理由として以下が
あげられます。

① カブトムシの住む森や林の減少。

② カブトムシの好むクヌギなどの広葉樹林の減少。

また、写真のサナギは手で触れただけで人の細菌が原因で奇形になったり、
死んだりします。絶対に触らないで！
いたからといって、全て持ちかえらないこと。自然にしておけば卵を産ん
で、来年も楽しませてくれます。

　 　
★★★　採取時のマナーを守りましょう！

朽ち木等も森においては木々に養分を与える大切なものです。■   

また、樹木の根元を掘り返したりした場合、ちゃんと元通りに土をかぶせて帰りましょう。■   

他人の敷地内に入って採取する場合、きちんと所有者に許可をもらってから入りましょう。■   

森や林の中ではタバコは厳禁です。■   

１．採取時の注意事項と事前知識
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　２．カブト虫のとれる時期について
　

　カブト虫は６月～７月にかけて羽化し、この頃から
徐々に姿を見せ始めます。一番捕りやすい時期には７月
から８月前半でしょう。

　梅雨の期間や雨の日はあまり活動しませんので、出来
れば晴れた日に捕獲にいくのが良いでしょう。

　なお、カブト虫の成虫としての生息期間はだいたい
１ヵ月くらいです。

　

２．カブト虫のとれる時期について

file:///C¦/Documents and Settings/kanno.SENDAI/デスクトップ/satoy/beetle/beetle02.htm [2003/04/09 15:48:49]



　３．どこにいけばとれるの？
　
カブト虫のとれる場所について

クヌギやコナラなど樹液が出る木がある場所じゃないとほぼいないと言って良いでしょう！
明るいうちにチェックしておくか、トラップを仕掛けるなどしましょう。

《夜に捕りに行く場合のポイント》
場所として、雑木林が５０～１００ｍ以内にあり、その辺りに街灯などがあればかなり確率
が高い。

《朝捕りに行く場合のポイント》
朝は夜明け前直前くらい。　夏場だと３時～５時くらいがベストタイムです。

　

３．どこにいけばとれるの？
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　４．採りに行こう
　

まず、服装です。雑木林の中では、アブや蚊それにスズメバチといろいろムシがいま
す。もしスズメバチがいたなら絶対に近づいてはならないこと。離れるときもゆっく
り動き刺激しないようにする。帽子、長そでのシャツ、長ズボン、首にタオルを巻く
といった格好で行ったほうが良いでしょう。ムシに刺されてかゆい思いをしたくなけ
れば肌を露出しないようにしよう。靴は、サンダルではなく運動靴か長靴。
　夜であれば、懐中電灯。カブトムシは暑いのが苦手なので昼間は、木にはいないも
のです。日が沈み始めるころに、樹液を探して落ち葉などの下から出てきます。飼育
してみればわかるのですが昼間はほとんどもぐっていて姿が見えません。止まり木に
いるカブトムシも、身動きしません。恐らく寝ているのでしょう。

なぜ夜に活発に動くのか？３つの理由があります。
体が黒いため太陽の熱で体温が上昇してしまう。1.  
エサとなる樹液（木の汁）は昼間より、夜や朝方に多く出る。2.  
夜は、外敵となるカラスなどの鳥がいないから。3.  

かぶと虫、クワガタを探すためのヒント
地図を見て広葉樹のマークを探す。針葉樹（松や杉）にはいません。ひらったい葉っぱの広
葉樹（でも桜木にはいない）の雑木林です。国土地理院発行の２万５千分の１の地図は本屋
でを手に入ります。

1.  

雑木林の中でクヌギやコナラの木（ドングリの木）が何本も生えている場所を捜します。か
ぶと虫やクワガタは木がまばらに生えた明るい場所を好みます。木が茂って暗い場所にはい
ません。

2.  

明るいうちに樹液が出ている木を捜します。幹がぬれたようになっていてチョウやスズメバ
チ、カナブンなどがいるので解ると思います。

3.  

次に時間帯です。夜７～８時頃が期待できます。4.  
あとは天候ですが、蒸し暑い日がいちばんよいと思われます。前日もしくは午前中に雨がふ
り、午後にはカンカン照りの蒸し暑い日の夜です。樹液も沢山出ているからです。

5.  

　この条件がそろえば、かぶと虫やクワガタをゲットできるでしょう。発見できなくとも何回も
通うことも必要でしょう。街中の公園にも可能性はあります。クワガタは急にライトの光を当て
ると驚いて木から落ちてしまいます。

４．採りに行こう
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カブトムシを、探すには明るいうちに樹液が出ている木をいくつ
か探しておくことです。白い泡を吹いていたり、樹液で幹が濡れ
ていますからすぐに見つけられるでしょう。カブトムシ、特有の
匂いもします。

樹液の匂い（７つの成分）
樹液を研究している大学の先生の話では酢、バター、チーズ、焼
酎、食パン、イチゴ、ヨーグルトが混ざった匂いだそうです。こ
の中でも、虫たちは酢の匂いが一番好きのようです。雑木林で
酸っぱい匂いがしたら樹液の出ている木が近くにあります。

あとは、夕方頃からそれらの場所を廻ってください。夜８時過ぎ
には集まっています。間違いなく樹液が出ている木（クヌギな
ど）であれば、いなくてもあきらめずに30分ぐらい経ったら、も
う一度行ってみてください。きっといると思います。
雑木林は暗くて、道に迷ってしまうことも考えられるので、注意
してください。

手に届くところにいなくと
も、高い枝にいるのがわ
かったら・・・・

ゆすったり、思いきり蹴ってみる。 落ちてくることもある。

　カブトムシの寿命は、オス５０日、メス８０日前後で、８月の終わりには、ほとんど死んでしまいます。
夏休みが終わるころには雑木林などに逃がしてあげましょう。（もしかしたら、その場所で卵を産んでくれ来年カブ
トムシが採れるかもしれない･･･?? ）

※スズメバチには注意
　樹液が出ている木には、カブトムシ以外に夜は蛾、アリ
など、昼間はハエ、蝶、アリ、スズメバチなどいろいろな
ムシたちが集っています。スズメバチがいた場合は、近寄
らない。特に黒や黄色の色に攻撃してきます。 わかりに
くいでしょうが、右の写真のスズメバチの頭のところにハ
エがいます。大きさを比べればどれだけ大きいかわかりま
す。体長は30～35mmあります。刺されたらショックで大
人でも死んでしまいます。

ハエ

スズメバチ

コクワガタ
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　５．おびき寄せてみよう

どうしても樹液を出す木を見つけられないときは、おびき寄せる方法があります。

■灯火採取法（とうかさいしゅほう）
　夜にライトの光でおびき寄せる方法。場所や時期や天候に左右されやすいが、条件がよけれ
ば大量のカブトムシ以外にも採取が可能。 光源は、明るい程良く蛍光灯、ブラックライトや水
銀灯を利用する。

木の枝を利用してシーツ２枚ほどを広げ幕にする。1.  

明るくすれば、昆虫は幕に集まります。2.  

夜活動している虫たちが集まってきます。昆虫ゼリーなどの餌も置いておくと効果的です。

　

■誘因採取法（ゆういんさいしゅほう）
　昆虫ゼリー、バナナ、黒蜜（偽の樹液）を塗っておびき出してみよう。市販されている昆虫
ゼリーを10個ぐらいまとめて木に塗りつける。30分もすれば、匂いに誘われてどこからか飛ん
でくるはずです。
　昆虫ゼリーは、気温、天候、時間、場所などでも変わりますが、本物の樹液より強い誘引が
あるようです。
　太い樹に塗るわけですが、どうしてもアリも集まってきてしまう。アリが集まる樹はカブト
ムシは逃げてしまうので木の根元付近にガムテープの粘着面を表にして巻き付けておくとアリ
は上に来れません。

　

近くに写真のようなシイタケ栽培しているところ
があれば、卵を産みつけていると思うので可能性
大。 夜は樹液を吸って、暑い昼は、木の根元の土
の中で寝ています。限られた範囲しか成虫は行動
しません。幼虫がいれば夏にその場所近くに成虫
がいるはずです。

　

５．おびき寄せてみよう
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　６．おいしい（？）トラップの作り方
　
良く採れるカブトムシトラップの作り方

①バナナと赤ワインでの作り方

＜材料＞ １．赤ワイン

　 ２．バナナ１本

　 ３．タマネギ等が入っている赤いネット。

■■POINT　　ワインは、飲み残しなどで十分。バナナは少し傷んでいる程度が
ちょうどいいです。

<作り方>バナナを数ヵ所つま楊枝でチョンチョンと突き刺し、下ごしら
え！容器にバナナを入れ飲み残し等の赤ワインでつけ込みます。ちょっと
アルコール臭いのでラップをし一晩漬け込みます。　冷蔵庫に入れても入
れなくてもＯＫ！　　これで完成！

■■POINT　　これを煮込んでドロドロにして、蜜状態で使用する方法も
あります。

<仕掛け方>　カブトムシをよく見かける場所の木に吊したり、くくりつければＯ
Ｋ！後はカブトムシが集まるのをまつだけ！　さあ、挑戦してみよう！

■■POINT　　天気の良い日が収穫アリ！雨の日はほとんどゼロに近い成果です。

②黒蜜の作り方（参考）

１． 黒砂糖200グラムをコップ１杯のお湯またはビールで溶かします。
２． ドロドロになったら、コップ１杯の酒（泡盛等においの強いものがよい）と酢を２、３滴加え煮詰め

る。
３． 瓶などの容器に移し、数日間（１週間ぐらい）置く。

　
　
　

③日本酒とバナナでの蜜の作り方（※作った蜜は長持ちしなのでつくり置きしない事）
　１.バナナを潰して乳酸飲料といっしょに煮る。　
　２.バナナがとろとろなったらヨーグルトと黒砂糖を加えます。　
　３.黒砂糖が溶けた頃に日本酒を加える。　　
　４.脱脂綿などに含ませて木につるすといい。

　

６．おいしい（？）トラップの作り方
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　７．カブトムシの持ち方

木に爪を引っ掛けてなかなか外れません。無理せずやさしく捕まえましょう。

前胸（ぜんきょう）と中胸（ちゅうきょ
う）を親指と人差し指で背中から指でつ
まんで持つ。

　

小さな角をつまんで持つ方法

　

７．カブトムシの持ち方
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　８．観察方法
　
　虫の仲間は、骨がありません。体を守るために外側の皮膚がよろいのように硬くなっています。
カブトムシの武器は、上下に動く大きな角。そして、６本の太い足。足には先の鋭い爪とトゲ。腕からはずそうと
すると、この爪が引っかかったりトゲによりとにかく痛いです。カブトムシ同士の喧嘩では、羽がキズつくほど強
く締め付けます。飼育ケースの中には角の先を出してもぐった気持ちになっているオスもよくいます。

　メスには頭の先に小さな角というかトゲのような物があります。足に
も沢山のトゲがあります。ポリ袋に入れると、10分もしないうちにこの
トゲで穴をあけ逃走します。（オスに比べてちょっと毛深い）細かい毛
が生えている訳は、土の中へもぐったとき体を汚れにくくするためで
す。
　また、オスに比べて前足が短く平たい。穴を掘るときに土をかき分け
てやすくなっています。腐葉土にもぐるのもメスは早いです。オスは、
角が邪魔してなかなかもぐれないようです。

角

　かっこいいカブトムシのシンボルです。皮膚が変化して出来たもので角
はオス同士のけんかや樹液に来た虫を追い払うのに役に立ちます。
　カブトムシはほかのカブトムシを追い払おうとしても逃げないので喧嘩
になります。立派な角を持っているとけんかにも強い。
　メスは、穴を掘りやすくするため角の代わりに頭の先にトゲがありま
す。

目

　昆虫は小さい目がたくさん集まった複眼、広い範囲を見ることが出来ま
す。約１万３０００から２万２０００の小さな目から出来ているといわれ
ています。夜間に活動するためトンボみたいにはよく見えないようです。
そのかわりに触角がよく発達しています。
　色の区別はなく、白黒ですが、光をよく感じます。

口

　普段は縮んでいるので見えません。茶色の毛が集まっていて、歯ブラシ
のようです。
　樹液をなめるときはこの毛を伸び縮みさせスポンジのようにして樹液を
吸います。樹木の皮へ傷をつけるほどの硬いあごもあります。味は、両脇
にある小あごひげで甘さを感じるます。

８．観察方法
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鼻

　もちろんないです。その代わり触角があり、これで匂いや空気の動きを
感じているようです。メスの存在も触角でわかります。
　オスの触角は、メスに比べて大きくなっています。メスの臭いを感じ取
るためでしょうか？ 触角は、先の方が３枚に開きます。

耳
　これもない。鳴くムシでないので必要ないのでしょう。
　キーキーと音を出すことがありますがこれは、前胸（ぜんきょう）と中
胸（ちゅうきょう）をこすって出た音です。

羽

　飛ぶのは体が大きいせいか苦手です。硬い羽の下に薄くて大きな羽が折
りたたまれてあります。
　飛ぶときは、硬い羽を開いたままにして薄い羽で飛びます。１kmほど飛
ぶそうです。速さは、時速にして７～１０km程度で、トンボやモンシロ
チョウより遅いです。連続して１０分以上は飛べないようです。着地も上
手でないようです。よく、木に激突して地面に落ちます。

気門

　普段は前バネに隠れていて見えないおなかにある気門という穴から空気
を吸います。虫によって数は違いますがふつうは１０個です。
　カブトムシは、幼虫のときから両脇に９個あります。気門は、太い気管
につながっていて、その先が細くなったり体の中で何本にも分かれていま
す。吐く息（二酸化炭素）も気管から外に出され、呼吸するたびにおなか
が動きます。

足

　足は毛が生えており、先には鋭い2本の爪と、太ももにはトゲがり、力強
く、しっかりと木につかまれるようになっています。
　また、メスはたまごを産むとき穴を掘るため足の先の方が平たくなって
いて穴を掘るのにになっています。

力 　足にある爪とトゲでしっかりふんばるとかなりの重さのもの（体重の約
２０倍のもの）を引くことが出来ます。

血 　 　無色透明な血（体液？）があります。人間みたいに血管はなく体のすき
間を流れて栄養を運んだり、不要になったものを運び出します。

心臓 　 　消化器官や呼吸器官や脳などちゃんとありますが、心臓はなく、背肺脈
管よばれる器官が相当します。

カブトムシの、オシッコ（オシッコとウンチはいっしょです）はオスの犬みたい片足を上げて勢いよくします。
体を汚さないようためです。 時には飼育ケースから水鉄砲みたいに飛び出てくることもあります。

　

８．観察方法
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　９．カブトムシをもっと知ろう
　

Allomyrina dichotima dichotoma Linnaeus
コガネムシ科

出現期：６～８月

世界中には1300種のカブトムシの仲間がいます。その中で50種が角のあるカブトム
シで、日本にいるのは４種類です。

品種
※角がない

体長
　　　センチ

カブトムシ 3～8

タイワンカブトムシ 3.5～4.5

コカブトムシ　　※ 2～2.4

クロマネコガネ　※ 1.4

写真のカブトムシは日本全国にいます。昔は、北海道にはいなかったのですがペッ
トだったカブトムシから増えています。タイワンカブトムシとクロマネコガネは沖
縄地方にしかいません。コカブトムシは、全国にいます。

カブトムシやクワガタは、雑木林に住んでいます。山奥の林ではなく、人が住んでいるまわりの林です。幼虫は、朽木（くちき）や腐
葉土やワラや畳などが腐ったところに住んでいます。これは餌にしているからです。成虫はドングリの実がなるクヌギやコナラの木ま
たは、柳の木のしる（樹液）を吸いに夕方から朝にかけて集まります。ときには、近くの外灯まで遊びに来ることもあります。

　カブトムシは、夜は活発に動く（夜行性）ので樹液を取り争いが起きま
す。カブトムシのオス同士は角をぶつけたり、角で投げ飛ばしたりして樹液
やメスの取り合いをします。可愛そうですが角が短い体の小さいものが負け
てしまいます。カブトムシは強い。カブトムシのライバルはカブトムシで
す。
　ノコギリクワガタが戦うときは立ち上がろうとするので、カブトムシの角
が下に入れやすくなります。だからすぐに投げ飛ばされてしまいます。負け
て逃げていきますが、カブトムシは追い掛け回します。迫力があります。

⇒
けんかをしかけてきた

⇒
角をしたへ入れて持ち上げる 勝負あり

　攻撃を仕掛けるとき前足を折り曲げ、足のトゲをひっかけてふんばります。オスはツノでご飯茶碗をひっくり返すぐらいの力を出
せます。メスは喧嘩をほとんどしませんが、餌が少ない場所では争いが起こることもあります。メス同士は、オスに比べて激しい戦
いです。

　

９．カブトムシをもっと知ろう
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　10．飼い方　～生き物を育てることは大変なことです。出来るだけ自然な環境で育ててあげよう。

　

【飼育するときのポイント】
オス、メスのバランスをくずさない。（オス２匹ならメスも２匹に）●   

水分の多いくだものなどは避ける（スイカは×、バナナは○）●   

死んでしまっても、卵を産んでいる可能性があるので、湿度を保ち、暗い場所に保管すると１～
２ヶ月で幼虫になるかも？？？

●   

カブトムシの成虫の寿命は約１ヶ月です。夏休みが終わる頃には死んでしまいます。幼虫の期間を合わ
せても1年で死んでしまいます。クワガタは世話が大変ですが長生きで５年ぐらい生きるのもいます。

１年… ミヤマクワガタ、ノコギリクワガタ ２年… コクワガタ

３年… ヒラタクワガタ ４～５年… オオクワガタ

・入れ物
　フタがしっかり閉まる大きな水槽や飼育ケースに腐葉土と昆虫マットを10～20センチほど入れた
後、太目のクヌギなどの登れる木を入れる。飼育ケースは、洗剤は使わずに水洗いだけで十分です。

カブトムシが角で木の皮をはがしてしまった。

カブトムシは、昼間は土の中に潜っていてほとんど動きません。夜に活発に動き回ります。
　ひとつの入れ物にオスを多く入れると、餌やメスの取り合いでけんかをします。自然界に近づけるよ
うに中ケースで4～5匹が目安です。（大きなメスを多くすれば卵を産む確率が高い）数多く飼いたい
のなら、衣装ケースや水槽を代用すれば良いと思います。しかし、入れ物が大きいとマットの量も多く
なりますし、カブトムシが多いと餌の量も多くなります。自分で管理できる大きさが良いと思います。

・置き場（おきば）所
　日のあたる場所やクーラーの風のあたる場所は避け、自然と同じ時間に温度や明るさが変化する場所
がよいでしょう。カブトムシは黒色で太陽の熱を吸収します。暑さには弱い生き物です。直射日光が1
時間も当たると死んでしまいます。湿気管理は十分行ってください。自然環境と同じようにマットの上
にぬらした落ち葉などを入れておくと乾燥を防ぎますし、カブトムシも落ち着きます。

・餌（えさ）
　キュウリやスイカを与えると、水分が多いのでおなかを壊し早死にする例が多いです。スイカをどう
してもあげたいときは皮に近い部分を上げてください。最近では昆虫ゼリーがあるのでこれを与えるの
が良いでしょう。かなりの大食家でゼリーを1匹で1～2個食べます。与え過ぎで食べ過ぎるということ
はありません。長生きさせる方法は、栄養価の高い餌を多く与えることです。餌は夕方与え、次の朝全
部なくなっていたら餌が足らないということです。トラップ用に作った餌でもOKです。
　それから、餌は止まり木に塗りこむか皿の上に置くようにしてあげてください。腐葉土に時下におく
といたみやすく、食べ残しを除去するのも大変です。カブトムシは穴を掘ってもぐりますから、腐葉土
と餌がまざってしまいます。

・世話
　食べ残しは必ず取り除くことと、腐葉土の表面が乾いたら霧吹きで表面の色が変わるぐらい湿らせて
ください。餌を毎日欠かさずに与えれば、７～８月には卵を産んでくれると思います。産卵時期は昆虫

10. 飼い方
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マットからクヌギマットにかえてやります。マットの取替えは10日に1度全部交換します。交換すると
きは卵や幼虫があるかもしれないので新聞紙に広げ確認します。発見した場合は、親とは別の飼育ケー
スを用意します。

幼虫飼育についてある失敗例･･･（笑？）
　幼虫は手で触らないこと。人間の持つバイ菌が幼虫の気門から体内へ入って死んでしまいます。
　コーヒーの瓶に腐食土と幼虫を入れ飼育していた例で････
ある日瓶を覗くと、角が生えたオスのさなぎになっていました。そして、巨大なミミズ・・・・・。体液を全て吸い取
られていたのです。瓶に詰めた腐食土（ふしょくつち）の中にミミズの卵があったためです。幼虫採取したところの土
を持ち帰る場合は注意が必要です。安全なのは、昆虫マットを購入することです。

小バエ対策について
　夏場に小バエ（ショウジョウバエ）と呼ばれる小型のハエが飼育ケースまわりに集まります。腐った
果物や生ゴミの回りにも頻繁に飛んでいます食べ残された餌を取り除いたり、飼育ケース蓋の間に新聞
紙をはさみ小バエの侵入させないことがよいのですがニオイでよってきてしまいます。脱臭効果のある
シートも市販されていますので利用してみてください。
　親バエが産卵した可能性もあるので新しいマットに交換したほうが良いでしょう。

成虫に付着したダニ対策
　成虫飼育をしていると腹や足の付け根部分に白いダニが付着します。ダニを取り去るには古い歯ブラ
シで軽くこすれば簡単にとることができます。ダニを良く確認しないと再びダニが増えます。ダニが発
生したマットは、ダニの卵が残っていることも考えられるので新しいものと交換することが良いと思い
ます。 同じように飼育ケースも充分に水道水で洗います。
　

10. 飼い方
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　見知らず柿とは？
皇室へも献上される会津の柿

渋抜きし後の極上の甘味を楽しむ 　

　身不知柿とかいて、「みしらずがき」と読む。会津地方で作ら
れる「皇室献上柿」として、全国にその名を知られた逸品であ
る。「木に対して身の程しらずなほど、たくさん実がなるから」
こう呼ばれています。
　会津若松や会津高田、会津坂下で作られるこの柿は、独特の濃
い甘味が特徴だが、もともとは渋柿です。
　10月の中旬から、霜が降る前の11月上旬に収穫をし、だいた
い15キロのケースに詰めた柿に対して、1合くらいの焼酎をふり
かけ、2週間ほど置いておく。すると自然と渋が抜け、なめらか
な食感と濃厚な甘味がでてきます。

◆東の渋柿、西の甘柿
　柿の種類は1000種前後もあるといわれています。渋柿は寒さに強く甘柿は寒さに弱いので、西
日本では甘柿に慣れていますが、東日本の人は渋柿に慣れています。北海道の人が本州の秋景色
で、赤い柿の実に驚くこともあります。渋柿の渋は水に溶けやすいタンニンがもとで、これが溶
けなくなると渋が抜けます。甘柿はタンニンの不溶化が比較的早くから起こるので甘くなり、渋
柿は熟柿(じゅくし)になるまで起こりません。美味しい干し柿はタンニンのコントロールが大切な
のです。

◆柿渋は防衛のための進化
　もともと柿は渋柿のもの。人の手によって出てきたものが甘柿というわけです。柿が渋いうち
は鳥も動物も手を出しませんよね。渋柿のしくみは種が充実するまで食べられないようにする柿
の自己防衛だったのです。種を運んで欲しい時期になって初めて渋が抜けるしくみは感心しま
す。

◆数個の柿を天に返す心
　もともと柿は渋柿、熟柿や干し柿として祭礼の際の菓子類として供えられました。今のようの
バナナやパイナップルのような豊富な果物はないので、美味しく食べる工夫を重ねて甘柿が作り
出されました。それが日本中の至るところに見られるようになったわけです。カキノキ属の学名
はDiospyros(ディオスピロス)といいますが、これはギリシャ語で神の穀物という意味がありま
す。貴重な果実だったのですね。

◆柿は神の穀物
　もともと柿は渋柿、熟柿や干し柿として祭礼の際の菓子類として供えられました。今のようの
バナナやパイナップルのような豊富な果物はないので、美味しく食べる工夫を重ねて甘柿が作り
出されました。それが日本中の至るところに見られるようになったわけです。カキノキ属の学名
はDiospyros(ディオスピロス)といいますが、これはギリシャ語で神の穀物という意味がありま
す。貴重な果実だったのですね。

◆柿が赤くなれば医者が青くなる
　と言われるくらい柿は体によい果物です。生鮮の柿の果実はビタミンCの宝庫、なんとりんご
の23倍、温州みかんの2倍にもなります。のどや鼻の粘膜を丈夫にするし二日酔いにも良いそうで
す。早速食べてみないとだめですね。食用以外にも解毒剤や抗酸化剤などいろんな用途に利用さ
れます。また、葉にはビタミンCが豊富で毎日飲むと腎臓の働きが良くなり血管を丈夫にする効
果があり健康茶などとして市販されているのをよく見かけます。

◆美味しい柿を狩るコツ、見分けかたは？
　まず形が整っていることです。皮全体にツヤが有り赤みが濃く色にむらが無い物が良いでしょ
う。そしてヘタのしっかりしている実が良いでしょう。しっかり太く短いヘタについている実が
お勧めです。ヘタの長い実は柿に包丁を入れたときに実に黒い部分がよくあるそうです。

見知らず柿とは？
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　TRY～会津の冬の味
　 　
だいこんの柿の実漬

だいこんは一本のまま数本、容器に詰めます。干した物を詰めればタク
アンになります。

●   

ここに塩を、大根の重さの３％分を振りかけます。●   

そして渋抜きした身知らず柿で柔らかいところを、だいこんが隠れるま
でいれます。

●   

上から重しをして一週間位で様子を見て出来ていたら食べます。●   

柿の甘さが何とも言えない美味しさを醸しだします。●   

　 　
だいこんの粕煮

大根は厚さ１cm位で半月切りにしておきます。●   

大根をたっぷりの水で煮ていきます。このとき、冷蔵庫の中に鮭の残り
があれば、いっしょに煮ると大根だけで煮た物とは違った美味しい味が
でます。

●   

大根が柔らかくなったら、味噌を入れ、隠し味に醤油もいれます。●   

味付けは好みでやってください。●   

最後に酒の粕を入れます。量は好きにしてください。あんまりドロっと
させてもおいしくないものです。

●   

TRY～会津の冬の味
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