
島根県立三瓶自然館 ニュースレター

島根県立三瓶自然館サヒメル
■開館時間
　9:30～17:00
■休館日
　毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌平日）
　７/17～8/31は無休。
　　※年末年始、その他、メンテナンス休館あり

昆虫工作祭り
8/22

8～9月のイベント
2021年7月号

　立神岩を眼前に望む波根海岸は遠浅の砂質

海岸で、白く細かな砂は踏みしめるとかすか

に音を奏でます。大正時代、山陰本線が石見

大田駅（現大田市駅）まで延伸した年、この

海で遊んだ文豪がいます。それは、若き日の

芥川龍之介。松江出身の友人で法哲学者の井

川恭とともに島根に滞在した折、列車で波根

を訪れました。波根の海で泳ぎ、当時存在し

た波根湖の湖面ごしに三瓶山の姿を仰ぎ見た

ことを、井川が日記に記しています。

　明暗がはっきりした地層が浮かび上がる絶

壁とその先に立つ切り取ったような島は、立

神岩の名で呼ばれます。山陰本線の車窓から

も良く見え、大田市の海岸を代表する景観の

ひとつです。明るい色の層は火山灰が固まっ

た凝灰岩、暗い色の層は玉石が集まる礫岩の

地層。日本列島形成の地殻変動が終盤を迎え

る約1500万年前の火山噴火が影響して形成さ

れた地層が隆起し、波の力に削られてこのよ

うな姿が作られました。

夏の海と絶壁と

No.167

月をテーマに字幕を付けて解説するプラ
ネタリウム番組です。

みつばちってどうやってハチミツを集め
ているのかな？　ハチのお話と自分でし
ぼったハチミツのお土産付き！

このマークがあるイベントは、1ヶ月前から実施する施設ごとに電話で予約を受付します。

三瓶自然館：0854-86-0500 三瓶小豆原埋没林公園：0854-86-9500 三瓶山北の原キャンプ場：0854-86-0152

新型コロナウイルス感染症への対応について

感染症への対策として、臨時閉館や展示やイベントを
一部制限、中止する場合があります。変更の場合は、
HP等でお知らせします。また、毎週土曜日の天体観察
会は予約制で実施しています。

みつばちの話と
ハチミツしぼり体験 13:30～15:30

13:30～13:50

9/11

たて

がみいわ

ぎょうかいがん れきがん

はね

自由参加でいろいろな昆虫の工作を楽しむ
1日です。

定員：30組程度
料金：1回100円

プラスチックスプーンを使って、自分だ
けのオリジナル昆虫標本を作ってみよう!!

親子で作ろう工作教室
木の実の工作

14:00～16:00

8/22 定員：小人20名
料金：入館料
　　　　+200円

木の実や枝をつかって自由に工作します。

プラスチックスプーンで
昆虫標本づくり

13:00～14:30

8/29 定員：親子6組
料金：小人ひとり
　　　  100円

ペットボトルとポンプを組み合わせて噴
水を作ります。親子で作ろう工作教室

ペットボトルの噴水 13:00～14:30

8/1 定員：親子6組
料金：1組500円

民俗学の専門家、多田房明氏をお招きし
て、馬路の盆踊りなど大田市の特徴的な
祭りとその歴史を紹介して頂きます。

オンライン視聴も可能

予約不要ですが、当日
先着順で整理券を配布
します。

キャンプ場多目的ホー
ルで実施。

海岸にある“ただの石”から、日本遺産「石
見の火山」の物語が広がる。お子さま向
けの石のお話と鑑定会です。

月イチガク・ジュニア
石ころで知る“石見の火山”

月イチガク④
おおだの祭り 14:00～15:30

8/7

8/9
14:00～15:30

10:00～15:00

オンライン視聴も可能

定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

定員：30名
料金：入館料

オンライン視聴も可能

集合、実施場所とも西の
原

定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

身近な虫にも意外に知らないことがたく
さん！　びっくりで少し笑える虫たちを
紹介します。

ざんねんな虫の話
13:30～14:30

8/8

定員：10家族
料金：1組500円

定員：85名
料金：入館料

月イチガク⑤
氷期の森と旧石器人

2万年前の森で人々が暮らしていた痕跡が
発見された!!　埋没林とともに石器を作っ
た様子やたき火の跡が残る驚きの遺跡。

三瓶山西の原に咲く秋の七草を当館ボラ
ンティアの案内で観察します。秋の七草観察会

字幕付きプラネタリウム
「月を見上げて」

14:00～15:30

9/25

9:00～11:30

9/19 定員：20名
料金：100円

9/15
~9/20

～スペシャルイベント～

三瓶フィールドミュージアムニュース

〒694-0003　島根県大田市三瓶町多根1121-8
TEL 0854-86-0500/FAX 0854-86-0501

＜エコサポしまね＞ 〒690-0887　島根県松江市殿町8-3　TEL 0852-67-3262

＜隔月発行＞

しまね自然と環境財団は、三瓶自然館等の指定管理者です。
エコサポしまね（松江事務所）では、地球温暖化対策等の事業を行っています。



　夏の星空の目印は、夏の大三角とさそり座です。

　7月の午後9時ごろ、東の空の高いところに見える

たいへん明るい星はベガといいます。その下側に

はベガよりもやや暗いものの目立つ星が二つあり、

その二つとベガを結ぶと、少し細長い三角形を作

ることができます。これが、夏の大三角

です。

　夏の大三角の最もとがった頂点にある

星がアルタイルで、残りの一つはデネブ

と呼ばれます。ベガ、アルタイル、デネ

ブは、それぞれ、こと座、わし座、はくちょ

う座の一番明るい星ですので、夏の大三

角を探せば、星座を三つ見つけたことに

なります。

　今度は南の空を見ましょう。低いところで光る赤

く明るい星はアンタレスです。この星を通る S字形、

あるいは釣り針のような目を引く星の並びが、さそ

り座です。

　夏の大三角からさそり座のしっぽにかけては、天

の川も見られます。ただし、周りが明るいと見にく

いので、なるべく街灯などがない所で、また月夜も

避けて見ましょう。今年の夏なら、7月上旬と、7月

末から8月上旬あたりが、夜のはじめに月が出てお

らずおすすめです。

　さらに、カブトムシやクワガタムシは体の一部を独

自に進化させ、強力な武器としました。この武器はい

ずれもオスが子孫を残すために発達させたもので、日

本では子供たちだけでなく大人も魅了する立派な姿

も、子孫を残すために昆虫が獲得したチカラです。

企画展ではヘラクレスオオカブトに代表される海外の

生体種を多数展示します。

　島根県にもすごいチカラをもつ昆虫たちが生息して

います。その１つ、カワラハンミョウは、砂浜に生息

するハンミョウの仲間。地表で活動し背中は白っぽい

ため砂の上では保護色となり、身を隠すのに役立って

います。また成虫は夏の日中に活動しますが、体には

高温にも耐える仕組みを持っています。カワラハンミョ

ウは絶滅の危機にあり、県内の生息地もわずかで希

少野生動植物種の指定

を受け保護されている

昆虫です。今回特別に

生体を展示しますので、

なかなか見られない貴

重な生態をご覧くださ

い。

　人間の経済活動に伴い、世界中に分布を広げる昆

虫たちも現れました。外来種とされる昆虫たちです。

近年は、島根県でも毎年のように新しい外来種が発見

されています。外来種は自分の意志でやって来たわけ

ではありませんが、異国の地にも生息できるは、昆虫

の適応力の高さを物語っていると言えるでしょう。

　また、三瓶自然館の正面玄関前の広場には、企画

展開催に先立ち6月30日から島根県では初展示となる

巨大なカブトムシやクワガタムシなどのステンレス彫

刻作品（ステンレス彫刻家中嶋大道氏製作）が登場し

ています。小さな昆虫も巨大になるとその力強さは桁

違い、ぜひ目の前で迫力ある姿をご覧ください。
※ステンレス彫刻作品の展示期間は8月31日まで

　このような昆虫のチカラを人類の食糧危機にも役立

てようとその生産方法や活用する研究も進められてい

ます。特に昆虫から牛や豚を飼育するよりも地球環境

に負荷をかけず動物性たんぱく質を生産できるとして

近年注目されているのです。

　昆虫の登場は約4億年もの昔にさかのぼり、古生代

には早くも翅を獲得した昆虫たちが出現しました。昆

虫がどのように翅を獲得したのかは化石の証拠が少な

くよくわかっていませんが、約3億年前の化石種で翅を

もつ原始的な昆虫であるムカシアミバネムシの仲間は

現在の昆虫より２枚多い、合計６枚の翅を持っていた

ことがわかっています。

　生物の中で最も早く飛翔能力を身につけた昆虫たち

は、新しい生息環境へ移動したり、敵から逃れたりと、

翅は昆虫が地球上で繁栄するために大きな役割を果

たしたことでしょう。

　昆虫は、翅の形や色もさまざまに変えていき、チョ

ウの仲間では大きな翅を利用して、色鮮やかな色を載

せ、またゾウムシの仲間にも驚くような美しい模様を

もつ種類がいます。なぜ、このような色を持つように

なったのか？　多数の標本を展示しますので、昆虫が

子孫を残すために身につけた見事な色や模様の数々

をご覧いただきたいと思います。

THE昆虫展　小さなムシの大きなチカラ
島根県立三瓶自然館夏期特別企画展

展示予定のムカシアミバネムシ復元模型
（那須野が原博物館所蔵）

体長が70センチもあったというムカシアミ
バネムシ実物大の復元模型。

この夏、昆虫が長く繁栄してきた理由に焦点をあてて、さまざまな昆虫たちが
小さな体に秘めた大きなチカラを紹介する企画展を開催します。

外来昆虫のキマダラカメムシ（左）とヒアリ（右）

カワラハンミョウ

　昆虫は現在地球上に100万種以上いるとされ、地球上のあら
ゆる環境に適応して分布しています。昆虫たちが見事に適応し身
に付けた姿や能力を展示から学び、小さな昆虫に秘められたチ
カラを実感頂ければと思います。

夏期特別企画展
「THE昆虫展　小さなムシの大きなチカラ」
開催期間：7月17日（土）～9月26日（日）
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ネタリウム番組です。

みつばちってどうやってハチミツを集め
ているのかな？　ハチのお話と自分でし
ぼったハチミツのお土産付き！

このマークがあるイベントは、1ヶ月前から実施する施設ごとに電話で予約を受付します。

三瓶自然館：0854-86-0500 三瓶小豆原埋没林公園：0854-86-9500 三瓶山北の原キャンプ場：0854-86-0152

新型コロナウイルス感染症への対応について

感染症への対策として、臨時閉館や展示やイベントを
一部制限、中止する場合があります。変更の場合は、
HP等でお知らせします。また、毎週土曜日の天体観察
会は予約制で実施しています。

みつばちの話と
ハチミツしぼり体験 13:30～15:30

13:30～13:50

9/11

たて

がみいわ

ぎょうかいがん れきがん

はね

自由参加でいろいろな昆虫の工作を楽しむ
1日です。

定員：30組程度
料金：1回100円

プラスチックスプーンを使って、自分だ
けのオリジナル昆虫標本を作ってみよう!!

親子で作ろう工作教室
木の実の工作

14:00～16:00

8/22 定員：小人20名
料金：入館料
　　　　+200円

木の実や枝をつかって自由に工作します。

プラスチックスプーンで
昆虫標本づくり

13:00～14:30

8/29 定員：親子6組
料金：小人ひとり
　　　  100円

ペットボトルとポンプを組み合わせて噴
水を作ります。親子で作ろう工作教室

ペットボトルの噴水 13:00～14:30

8/1 定員：親子6組
料金：1組500円

民俗学の専門家、多田房明氏をお招きし
て、馬路の盆踊りなど大田市の特徴的な
祭りとその歴史を紹介して頂きます。

オンライン視聴も可能

予約不要ですが、当日
先着順で整理券を配布
します。

キャンプ場多目的ホー
ルで実施。

海岸にある“ただの石”から、日本遺産「石
見の火山」の物語が広がる。お子さま向
けの石のお話と鑑定会です。

月イチガク・ジュニア
石ころで知る“石見の火山”

月イチガク④
おおだの祭り 14:00～15:30

8/7

8/9
14:00～15:30

10:00～15:00

オンライン視聴も可能

定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

定員：30名
料金：入館料

オンライン視聴も可能

集合、実施場所とも西の
原

定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

身近な虫にも意外に知らないことがたく
さん！　びっくりで少し笑える虫たちを
紹介します。

ざんねんな虫の話
13:30～14:30

8/8

定員：10家族
料金：1組500円

定員：85名
料金：入館料

月イチガク⑤
氷期の森と旧石器人

2万年前の森で人々が暮らしていた痕跡が
発見された!!　埋没林とともに石器を作っ
た様子やたき火の跡が残る驚きの遺跡。

三瓶山西の原に咲く秋の七草を当館ボラ
ンティアの案内で観察します。秋の七草観察会

字幕付きプラネタリウム
「月を見上げて」

14:00～15:30

9/25

9:00～11:30

9/19 定員：20名
料金：100円

9/15
~9/20

～スペシャルイベント～

三瓶フィールドミュージアムニュース

〒694-0003　島根県大田市三瓶町多根1121-8
TEL 0854-86-0500/FAX 0854-86-0501

＜エコサポしまね＞ 〒690-0887　島根県松江市殿町8-3　TEL 0852-67-3262

＜隔月発行＞

しまね自然と環境財団は、三瓶自然館等の指定管理者です。
エコサポしまね（松江事務所）では、地球温暖化対策等の事業を行っています。


