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はじめに

中富良野町にはたくさんの生き物がすんでいます。

その中には、みなさんが知らない生き物もいるかもしれません。

そこで、中富良野町にすむ生き物たちを多くの人に知っていただき、
興味を持ってもらいたい、そして、生き物が好きな人にはもっと好
きになってもらいたいという想いから、彼らを紹介するためのガイ
ドブックを作成することにしました。

このガイドブックでは、中富良野森林公園にすむ生き物たちの見た
目や、食べているもの、ユニークな特徴などを紹介しています。

また、たくさんの写真を使って、子どもたちや外国の方など、どな
たでも楽しんでいただけるような工夫も凝らしています。

本書を通じて、たくさんの魅力的な生き物たちと、彼らが暮らす自
然豊かな中富良野町を好きになっていただけたなら幸いです。
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海道だけで見られる生き物たち

▲北海道の固有種（こゆうしゅ）
北海道にしか生息しない生き物です。
（日本国外では生息しているものもいる）

▲北海道の地域亜種（ちいきあしゅ）
北海道では、他の地域とは別の特徴を見せる生き
物です。（ホンドギツネに対するキタキツネ、ホ
ンシュウジカに対するエゾシカなどがこれに当た
る）

■エゾリス
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■エゾシカ

■シマエナガ■キタキツネ

北

同じ日本でも、北海道と道外ではすんでいる生き物に大きな違いがあります。

本州から津軽海峡を境に、エゾリス、エゾヒグマ、ハシブトガラなど、日本では北海道にしか生息しない

独自の生き物たちが見られるようになります。

そのような北海道にしか生息しない生き物を、北海道の「固有種（こゆうしゅ）」と呼びます。

また、ミヤマカケス、シマエナガ、キタキツネなど、本州以南とは違う姿を見せる生き物は、北海道の

「地域亜種（ちいきあしゅ）」と呼び、生き物によっては、全く別の種に見えるほど違いが見られるもの

もいます(たとえば、本州に生息するエナガに対し、北海道のシマエナガでは頭部の眉のような黒い模様が

見られず、体色はより白い）。

ここ中富良野にも、北海道にしか見られない生き物たちがたくさんすんでいます。

■ハシブトガラ

■ヤマゲラ

■北海道は、日本でも独自の生き物たちがすんでいます。
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■体の色は、ほぼ
全身が茶色で、胸
と腹が白くなって
います。
夏と冬で毛が生え
かわり、毛の長さ
や色などが変わり
ます。
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▶ビックリするとじっとし
て動かなくなることがあり
ます。
天敵に見つからないように
木の真似をすることで身を
守っています。

■冬の食料を十分に貯蓄す
るため、秋には食べものを
さがして木の上だけでなく、
地面も走り回ります。
秋はエゾリスがとても活動
的な季節なので、観察でき
る機会も増えます。

◀中富良野町役場の駐車場
で撮影したエゾリス。
エゾリスは公園や、時には
民家などでも姿を見ること
ができる、北海道ではとて
も身近な生き物です。
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■耳の裏と足先が黒いのが
特徴です。
冬眠せず活動するため、冬
になるとあたたかくてやわ
らかい冬毛に生えかわりま
す。
見た目も夏に比べて、ボ
リュームのある、もこもこ
とした印象に変化します。■森林公園ではあ

まり人前に姿を見
せませんが、足跡
やフンなどの痕跡
がよく見られます。
キタキツネはあま
り活動の時間を限
定しないため、で
きるだけ人目につ
かない時間を狙っ
て活動しているの
で観察の機会が少
ないのです。

撮影:長利隆一 氏
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撮影：富良野市博物館・澤田建 氏

■警戒心が強く、
森林公園では姿を
見かけることは少
ない生き物ですが、
足跡や草を食べた
痕跡などが多く見
られます。

■北海道にだけす
んでいるウサギで、
学名Ainu（アイ
ヌ）は北海道の先
住民族の名前から
つけられました。
また、2円切手に描
かれているのもエ
ゾユキウサギです。
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■木をつついて音を出して、
自分の場所を伝えるのはキ
ツツキ科に共通の特徴で、
ドラミングと呼ばれていま
す。
コゲラは、このドラミング
の音が他のキツツキに比べ
て小さいのが特徴です。
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■本州に住むカケスと
はとても近い仲間(亜
種)で、目（虹彩）の
色や羽毛の色に違いが
あります。
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■とても小さな鳥
で、体長（くちば
しの先から尾まで
の長さ）はスズメ
ほどですが、体長
の半分ほどを長い
尾が占めていて、
スズメよりも体重
が軽く小柄です。
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■肩羽と尾の下は茶色、つ
ばさと尾羽は黒い。
それ以外の羽毛は全体が白
く（夏羽では茶色がかった
白）、オスメスで見た目の
違いはありません。

▶体に対してとても尾が長
いのがシマエナガの特徴で
す。
昔の人は、この姿を柄の長
いひしゃくに見立て、柄長
びしゃくと呼んだのが名前
の由来です。

■くちばしは小さくて黒く、
首は短く、全体的に丸い印象
を受けます。
「チュリリ」「チーチー」な
ど様々な声で鳴きますが、
中でも「ジュルリ、ジュル
リ」「ジュルジュル」という
鳴き声が特徴的です。
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◀ヤマゲラは頭を見
ることでオスかメス
か判別できます。
写真はオスのヤマゲ
ラです。
オスはおでこが赤く、
一方メスではこの特
徴が見られないため、
ここを見ればオスメ
スの違いがわかりま
す。
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■全道的に普通に見ら
れ、また一年中見られ
るため北海道では非常
に身近な鳥です。
日本国内では北海道だ
けで見られる野鳥です
が、観察の機会も多い
ので是非探してみてく
ださい。
大きさはスズメよりも
やや小さめです。



外 来種について考えよう

■外来種って、カミツキガメみたいな危ない生き物でしょ？
外来種という言葉は皆さんもよく聞いたことがあると思います。

では外来種とはどういう生物のことを指すのでしょうか。

一般的なイメージではアライグマやカミツキガメのような、外国からきた危険

で有害な生き物を思い浮かべるかと思います。

彼らもまた外来種ですが、外来種は人間への危険性などから判断されるもので

はなく、本来その地域に生息していなかったのに人の手によって入り込んで

しまった生き物は、同じ国内の種であってもすべて外来種と呼びます。

最近では外来種を持ち込まないよう
にしたり、駆除しようという動きが
増えてきています。

では、なぜそのような活動をする必
要があるのでしょうか。

それは外来種が人間へ直接害を及ぼ
すだけでなく、彼らが与える影響が
在来種（元々その地域にすんでいた
生き物）にとって深刻な問題になる
かもしれないからです。

アライグマやカミツキガメのような
人間にとって危険な外来種も、もち
ろん見逃せない問題です。

しかしそれだけではなく、外来種は
在来種を絶滅に追い込む危険があ
るのです。

弱い在来種は外来種に捕食され、す
みかを奪われます。

たとえ外来種に襲われないような強
い在来種であっても、すみかやエサ
の奪い合いになり、次第に数を減ら
していくことになります。

それを放っておけば、いずれ外来種

が在来の生き物を滅ぼしてしまうこ

とになりかねません。

しかし、外来種を連れてきたのも私

たち人間である以上、彼らを一方的

に悪者すべきではないと思います。

外来種の影響を理解し、その上で外

来種をどう扱うべきか、皆さんも考

えてみてください。

■外来種がいたらダメなの？
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▲オーストラリア原産のトカゲ。
ペットショップで買った生き物
はほとんどが外来種です。
外に逃がすことは、外来種を生
態系に放つことに他なりません。

外



外来種による影響は、下の図に示すように大きく分けて4つに分類でき
ます。
「■外来種がいたらダメなの？」にも記述したように、外来種はさま
ざまな問題をもたらします。
深刻な事態を避けるためにも、外来種を不用意に持ち込んだり、繁殖
させたりしないようにしなければなりません。

人や家畜にケガを負わせた
り、農作物を食害するなど
の、人間への直接的な被害
を与える。

在来種の捕食、すみかや食べ
物の競合などにより、生態系
のバランスを乱し、在来種を
減少や絶滅に追い込む。

在来種と交雑し、雑種が生
まれることで、本来の在来
種の遺伝子を絶やし、別の
生き物に変えてしまう危険
がある。

外来種が、その地域になかっ
た病原菌やウィルスを持ち込
む危険がある。在来の動植物
だけではなく、人間にまで被
害が及ぶ恐れがある。

人間への
被害

生態系
への影響

遺伝子汚染 病気・感染症
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◀エゾリスは北海道だけに住ん
でいる生き物です。
外来種の影響で、エゾリスのよ
うな一部の地域にしか生息しな
い在来種が絶滅したら、もう世
界中のどこでも見られなくなっ
てしまいます。

■外来種による影響



生動物はペットにできる？

■ 哺乳類と鳥類は捕まえてはいけません！

野生にはエゾリスやシマエナガのようなとてもかわいい生き物がいます。

そういったかわいい野生動物をペットにしたいと思う方もいるかもしれません。

ですが、残念ながらエゾリスやエナガをつかまえて飼育することはできません。

それは、「鳥獣保護法」という法律で、野生の哺乳類と鳥類をつかまえること

が禁止されているからです（許可を得れば飼育できますが、基本的に個人への

許可はされません）。

彼らのかわいらしい姿は観察にとどめましょう。

■ 虫やカエルも捕まえちゃいけないの？

カブトムシやアマガエルなどの生き物を捕まえて飼うことは違法ではありませ
ん。
鳥獣保護法は、「鳥類または哺乳類に属する野生動物」を保護する法律です。
なので、鳥と哺乳類以外の動物を捕まえて飼育するのは違法にはあたりません
（ただし天然記念物、特定生物などの一部例外があるので注意してください）。
捕まえてペットにする時は、飼育方法をしっかり調べて、大事に飼ってあげて
ください。

◀もしも、捕まえた生き物を逃がす時は、元
いた場所に逃がしてください。
生態系を乱してしまう可能性があります。

■哺乳類や鳥類
は許可なしに捕
まえることがで
きません。注意
しましょう。

▶ペットを飼うときは、何を食べるのか、どんな
環境を用意してあげる必要があるのか、調べて
から飼うようにしてあげてください。
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野
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■アカゲラのオスは
後頭部が赤くなって
います。
メスにはこの特徴は
見られません。
オオアカゲラという
よく似た鳥がいます
が、こちらのオスは
頭頂全体が赤いのが
特徴です。
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■森林公園ではなかなか見る
ことができない野鳥です。
オジロワシは、海岸や河川な
どの近くにいることが多く、
森林公園に立ち寄ることは稀
です。
中富良野町では、1～3月頃、
町内の河川周辺で姿を見るこ
とができます。



※旅鳥、あるいは冬鳥として北海道
に飛来しますが、その年により飛来
する数は大きく変わります。
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■ヒレンジャクの仲
間に、キレンジャク
という見た目がよく
似た鳥がいます。
この二種は、よくお
互いの群に混ざって
いるので、良く観察
するとキレンジャク
の姿も同時に見るこ
とができるかもしれ
ません。
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■市街地などでは見られま
すが、森林公園で観察する
機会は少ない鳥でした。
ヒレンジャクと同じように、
北海道にわたって来る数は
その年で大きく違います。
その年の状況によっては観
察が難しい時もあるかもし
れません。
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■とても小さくて軽い、日本最
小の鳥です。
体長は10㎝、体重は3-5ｇ程度
しかありません。
スズメ（体長14ｃｍ、体重24
ｇ程度）と比較するとかなり小
柄なのがわかります。
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■首の後ろから肩
のあたりまでが黄
色いのもシジュウ
カラの特徴。
シジュウカラは非
常に身近な野鳥の
一種で、民家や公
園などでもよく見
られます。

■のどから尾まで
縦に通るネクタイ
状の黒い帯模様が
特徴。
ネクタイ模様はオ
スの方が太くなり
ます。
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■北海道から九州にかけて分
布しますが、北海道に住んで
いるゴジュウカラはシロハラ
ゴジュウカラという亜種で、
名前の通り、お腹が白いのが
特徴です。
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■よく見られる野鳥の一種
で、「ヒーヨ、ヒーヨ」と
騒がしく鳴きます。
冬期の森林公園ではナナカ
マドの実などを食べていま
す。
ナナカマドの実は毒の成分
により腐りづらく、冬には
毒素が抜けるため、餌の少
ない冬場の貴重な食料にな
ります。
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▶木に垂直に掴まり、らせん状
に登りながらエサとなる昆虫類
などを探します。
くちばしは細く、下に曲がって
いて、木の割れ目や穴に隠れた
虫を捕らえるのに便利な形に
なっています。

■体の色は木肌にそっくり
な、保護色（周りの環境に
そっくりで目立たない色）
になっています。
これは木の近くで活動する
時、敵に見つかりづらいよ
うにするためです。
いつも木の近くで活動する
キバシリは、木肌にそっく
りな色と模様に進化したの
です。



きものを見くらべてみよう

「むづかしや どれが 四十雀（シジュウカラ）五十雀（ゴジュウカラ）」

有名な俳人、小林一茶が詠んだ句です。

生き物は多くの種類がいるので見分けるのは難しいですよね。

この句を聞くに、昔の人も生き物の種類を判別するのは難しいと思っていたようです。

そこで、生き物の見分けるための3つのポイントを下の図にご紹介します。

ポイントを押さえて観察すれば、今よりもっと生き物に詳しくなれるでしょう。

●季節や場所

その季節や場所でしか見
られない生き物がいます。

例えば、陸に魚やヒトデ
はいませんし、冬に夏鳥
を見つけることも難しい
と思います。

季節や場所は種類を見分
ける重要なポイントで
す！

●見た目や鳴き声

大きさ、色、形、模様など
の見た目は大きな判別ポイ
ントです！

シジュウカラはネクタイの
ような模様が特徴的ですね。

鳥や虫など、鳴き声をあげ
る生き物は、声で判別する
こともできます。

●動きや習性

ゴジュウカラは、地面に
頭をむけた逆さまの状態
で木を降りていくことが
できます。

これはゴジュウカラなら
ではの習性です。

このような特ちょう的な
動きや習性があれば見分
けるポイントになりま
す！
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い

■シジュウカラ（左）とゴ
ジュウカラ（右）。
シジュウカラは、首のネクタ
イのような黒い帯模様がポイ
ント。背中のあたりが黄色い
のにも注目。
ゴジュウカラは、青みがかっ
た灰色の羽がポイント。目の
前後には黒い線があります。
よく観察して特徴を見れば簡
単に見分けられます。

■いきものの見分け方



森林公園にはまだまだたくさんのいきものがいます。
みんなでさがしてみよう！

■ヒガラ

■ヤマガラ

■エゾライチョウ

■オオアカゲラ
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■エゾクロテン

■ハシブトガラス
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