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1 ７月 若葉区 ノシメトンボ 昆虫類 トンボのなかま 草にとまっていました。周りにもたくさん飛んでいました。

2 ７月 美浜区 コアジサシ 鳥類 コアジサシ

千葉市の鳥「コアジサシ」 

検見川の浜の保護色で営巣しています。 

砂と保護色ですが、砂地にいる姿は可愛らしく、海辺の空を飛び回っている姿はシャープでかっこいいですね！ 

毎年、コアジサシを見ると、夏の季節を感じます。

3 ７月 美浜区 ウミネコ 鳥類

4 ７月 美浜区 コアジサシ 鳥類 コアジサシ

5 ７月 若葉区 アジサイ科の一種 植物
雨の合間に近所ウォーキングしたときにみつけた、あじさい。 

雨に濡れてキレイ。

6 ７月 美浜区 テングタケ 植物 巨大なキノコがありました。

7 ７月 緑区 ゴマダラカミキリ 昆虫類

秋の道を歩いていると道の真ん中にカミキリ虫がいました。 

踏まれそうで危ないので木へ移動。 

子供の頃紙を切らせて遊んだことを思い出しました。

8 ７月 美浜区 セマダラコガネ 昆虫類 1センチくらいでした。

9 ７月 緑区 ニホンアマガエル 両生類 カエルのなかま 苗を育てているカゴの裏から出てきました。

10 ７月 緑区 ゴマダラカミキリ 昆虫類 昭和の森の低木の葉っぱにいました。見つけたのは夕方五時頃でした。指をかまれて痛かったです。

11 ７月 緑区 シロスジカミキリ 昆虫類
カミキリムシは、水道の近くで発見。

ヒガシニホントカゲは、植木鉢の中から出てきました。

12 ７月 緑区 ヒガシニホントカゲ は虫類 ヒガシニホントカゲ

13 ７月 若葉区 ガマ科の一種 植物 ガマの穂発見

14 ７月 美浜区 ナツアカネ 昆虫類 トンボのなかま アカトンボみたいな。

15 ７月 美浜区 モンシロチョウ 昆虫類 チョウのなかま モンシロチョウみたいな。

16 ７月 緑区 ニホンアマガエル 両生類 カエルのなかま 家の玄関の壁を登っていました。夜9時くらいに見つけました。

17 ７月 若葉区 アオダイショウ は虫類 まだ小さいアオダイショウがいました。この辺りには沢山いるみたいです。

18 ７月 若葉区 スジグロシロチョウ 昆虫類 チョウのなかま 白いチョウチョがいました。

19 ７月 美浜区 ヒメアカネ 昆虫類 トンボのなかま アカトンボのような。

20 ７月 中央区 コアシナガバチ 昆虫類 スズメバチのような。

21 ７月 美浜区 ヒゲナガヤチバエ 昆虫類 よくわからない昆虫

22 ７月 中央区 アカネ属の一種 昆虫類 トンボのなかま じっとしていたので、撮りやすかったです！

23 ７月 稲毛区 アカネ属の一種 昆虫類 トンボのなかま トンボが止まっていました^_^

24 ７月 若葉区 キボシカミキリ 昆虫類 散歩中見つけました

25 ７月 若葉区 有肺目(カタツムリ)の一種 有肺類

26 ７月 美浜区 ブタナ 植物
ポツンと一輪咲いている黄色い花。 

茎の感じとか、あまり見たことがない気がします。

27 ７月 美浜区 イグチ科の一種 植物
１枚目のは直径15センチくらいで、誰かが抜いたのかひっくり返ってました。よく見るとちょっと気持ち悪いです。

２枚目のは直径4センチくらい。同じ種類かどうかはわかりませんでした。

28 ７月 美浜区 担子菌類の一種 植物

29 ７月 緑区 ニホンミツバチ 昆虫類 アガパンサスの蜜を吸いに来ているハチがたくさんいました。

30 ７月 緑区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま タテハチョウの仲間と思われます。

31 ７月 緑区 ヒメジョオン 植物 公園にたくさん咲いていました。

32 ７月 緑区 イチモンジセセリ 昆虫類 チョウのなかま 花の蜜を吸っていました。

33 ７月 緑区 モンシロチョウ 昆虫類 チョウのなかま モンシロチョウと思われます。

34 ７月 美浜区 カナブン 昆虫類 しげみにいました

35 ７月 中央区 ムラサキシジミ 昆虫類 チョウのなかま 飛び回ると羽裏の紫色が綺麗なチョウでした。
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36 ７月 中央区 スイレン属の一種（園芸品種） 植物 湊公園の池には沢山の亀やコイが住み、睡蓮も咲いて綺麗です。

37 ７月 中央区 ミシシッピアカミミガメ は虫類 ミシシッピアカミミガメ

38 ７月 中央区 コイ 魚類

39 ７月 中央区 オオミノガ（みの） 昆虫類 みのむしを発見しました。何が出てくるかな。

40 ７月 緑区 セスジスズメ（幼虫） 昆虫類
せっかく育てたホウセンカ。 

花が咲く前に葉を全部食べられてしまいました。

41 ７月 稲毛区 オカダンゴムシ科の一種 甲殻類
ゴミの下から出てきました。 

触ると丸くなるやつ。

42 ７月 稲毛区 ムクドリ 鳥類 ムクドリ
大群で飛んでました。 

今年もこの季節が来たかって感じです。

43 ７月 若葉区 ツユクサ 植物 ツユクサ 朝のウォーキング中見つけた

44 ７月 若葉区 セイヨウタンポポ 植物 タンポポのなかま

45 ７月 緑区 ハグロトンボ 昆虫類 トンボのなかま 川の流れの上を沢山飛んでいます。川面を飛ぶ姿は撮影できませんでした。

46 ７月 緑区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま 大きな蝶が大きな花にいました。

47 ７月 緑区 ベニシジミ 昆虫類 チョウのなかま 小さな蝶が遊んでいました。

48 ７月 緑区 膜翅目（ハチ目）の一種 昆虫類

49 ７月 緑区 ベッコウバチ（ベッコウクモバチ） 昆虫類 あまり見たことのない昆虫でした。

50 ７月 緑区 チュウガタシロカネグモ クモ類 クモのなかま 花壇の花にも蜘蛛がいました。

51 ７月 緑区 コクサグモ クモ類 クモのなかま 葉や茎にも蜘蛛っているんです。

52 ７月 緑区 有肺目(カタツムリ)の一種 有肺類 かたつむりとマイマイはどう違うんだろう？

53 ７月 若葉区 コスズメ 昆虫類 2019年7月17日　千城台東小学校のヘンスにいた。

54 ７月 若葉区 キボシカミキリ 昆虫類 2019年7月17日　家の壁にいた

55 ７月 若葉区 ブタナ 植物 最近このての丈の長いタンポポが増えてます

56 ７月 美浜区 キムネクマバチ 昆虫類 けっこう大きいハチでした。

57 ７月 美浜区 シオヤアブ 昆虫類 アブの仲間のようでした。2センチくらい。

58 ７月 美浜区 イチモンジセセリ 昆虫類 チョウのなかま チョウの仲間。2センチくらい。

59 ７月 若葉区 ジョロウグモ クモ類 クモのなかま 雨が上がって、やっと蜘蛛が出てきました

60 ７月 緑区 キタキチョウ 昆虫類 チョウのなかま 歩道わきの植込みの中で飛んでいました。

61 ７月 緑区 モンシロチョウ 昆虫類 チョウのなかま 公園を飛んでいたモンシロチョウと思われるチョウチョ

62 ７月 緑区 ノシメトンボ 昆虫類 トンボのなかま 今、昭和の森を飛んでいるトンボはほとんどこれです。

63 ７月 緑区 ユウゲショウ 植物 全然名前はわかりませんがカワイイ花だったので投稿します。

64 ７月 緑区 ケキツネノボタン 植物
昭和の森の森の中にありました。 

昔はいたるところにありましたけど少なくなりました。

65 ７月 緑区 ナミテントウ 昆虫類 テントウムシのなかま 昭和の森の森で見つけました。

66 ７月 緑区 キツネノマゴ 植物 花の付き方がシソ科の植物に似てますがどうでしょう？

67 ７月 緑区 アキノエノコログサ 植物 どこにでもあると思いますが念のため。

68 ７月 緑区 ドクダミ 植物 たくさんあります。

69 ７月 稲毛区 クロイトトンボ 昆虫類 トンボのなかま 青い小さな糸トンボ？でしょうか？

70 ７月 緑区 ノシメトンボ 昆虫類 トンボのなかま たくさん飛んでいました。

71 ７月 緑区 サトシガバチ 昆虫類 ハチの仲間と思われます。２～３cm

72 ７月 緑区 ツユクサ 植物 ツユクサ 夏の代表的な花ですね。

73 ７月 緑区 ヤマトシジミ 昆虫類 チョウのなかま 近くに寄れなくて小さいですがシジミチョウの仲間と思われます。

74 ７月 緑区 モンキチョウ 昆虫類 チョウのなかま モンシロチョウよりは少ないですがモンキチョウも結構飛んでいます。

75 ７月 緑区 ベニシジミ 昆虫類 チョウのなかま ヒメジョオンの花の蜜を吸っているようでした。
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76 ７月 緑区 ヒメスズメバチ 昆虫類 花の蜜を吸っているようでした。

77 ７月 緑区 ジャノメチョウ 昆虫類 チョウのなかま 羽の丸い紋様が特徴的です。

78 ７月 緑区 ムラサキシジミ 昆虫類 チョウのなかま 羽を開くと青く輝く美しい色でした。

79 ７月 緑区 クロアゲハ 昆虫類 チョウのなかま
飛んでいたので撮影が難しいかったですが２頭が飛んでいました。 

カラスアゲハかクロアゲハと思われます。

80 ７月 緑区 ヤマトシジミ 昆虫類 チョウのなかま １cmちょっとくらいの小さいチョウです。

81 ７月 緑区 モモイロヒルザキツキミソウ 植物
最近、朝の通勤時に見かける花です。 

花の名前は知りませんが、アスファルトの間からたくましく可憐に咲いています。

82 ７月 緑区 ブタナ 植物

駅前で咲いていました。 

街中でよく見かける花ですが、名前を知りません。 

このテーマレポートをきっかけに、街中の植物に関心湧いてきました。

83 ７月 中央区 ヤマトタマムシ 昆虫類 玉虫が飛んでいたので捕まえました。その後は子供に見せて逃しました。

84 ７月 中央区 ミシシッピアカミミガメ は虫類 ミシシッピアカミミガメ みなと公園の池からの散歩？

85 ７月 若葉区 ジョロウグモ クモ類 クモのなかま 晴れ間がでたので、でてきまそた

86 ７月 中央区 ヒダリマキマイマイ 有肺類 子供が大百池近くで見つけたものです

87 ７月 美浜区 アオドウガネ 昆虫類 緑色で3センチくらい。

88 ７月 美浜区 ニホンアマガエル 両生類 カエルのなかま アマガエルのような。

89 ７月 美浜区 ヒメアカタテハ 昆虫類 チョウのなかま タテハチョウのような。

90 ７月 美浜区 リュウキュウツヤハナムグリ 昆虫類 2センチくらい。

91 ７月 美浜区 ショウリョウバッタ 昆虫類 バッタのなかま ショウリョウバッタの子どものような。

92 ７月 美浜区 アメンボ 昆虫類 たくさんいました。

93 ７月 中央区 ダイサギ 鳥類 サギのなかま 公園内の池にいました。シラサギでしょうか。

94 ７月 花見川区 ツバメ 鳥類 ツバメ 閉店した店の軒先で子育てしていました。

95 ７月 若葉区 ホシハラビロヘリカメムシ 昆虫類 暑くなると色々な生き物が出てきます

96 ７月 若葉区 ジョロウグモ クモ類 クモのなかま

97 ７月 緑区 ヤマユリ 植物 下夕田池の近くに咲いていました。

98 ７月 美浜区 アブラゼミ 昆虫類 セミのなかま 元気に鳴いてました

99 ７月 美浜区 オオハサミムシ 昆虫類
砂浜を歩いてました。 

少し赤っぽい感じでした。

100 ７月 美浜区 ウミネコ 鳥類 浜に群れでいました。近づくと逃げるんですよね…

101 ７月 美浜区 ヒグラシ 昆虫類 セミのなかま

蛹から羽化したばかりの、まだ青いセミを発見！ 

踏まれたら可哀想なので、木の茂みに移してあげました。 

これは、何ゼミかわかる方がいたら、教えてください！

102 ７月 中央区 ラズベリーの一種 植物 濃い赤の実でした

103 ７月 美浜区 アゲハチョウ 昆虫類 チョウのなかま 水を飲んでました

104 ７月 緑区 クルマバッタモドキ 昆虫類 バッタのなかま
公園の茂みの中に潜んでいました。 

緑に茶色じゃ見つかったちゃうよ！

105 ７月 中央区 ハマオモト 植物 歩道脇の植え込みに咲いています。

106 ７月 若葉区 イエオニグモ クモ類 クモのなかま 暑くなり色々な生き物が出てきました

107 ７月 若葉区 キボシカミキリ 昆虫類

108 ７月 若葉区 シオカラトンボ 昆虫類 トンボのなかま

109 ７月 緑区 アオサギ 鳥類 サギのなかま 昭和の森の下夕田池にいました。

110 ７月 美浜区 セイヨウタンポポ 植物 タンポポのなかま 美浜区役所全体、検見川浜駅から区役所までの道路沿いコンクリートから生えています。花見川緑地も多いです。

111 ７月 美浜区 ツユクサ 植物 ツユクサ 花見川沿いの二車線道路、真砂4丁目東側の花壇脇にツユクサが群生しています。
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112 ７月 緑区 チョウトンボ 昆虫類 トンボのなかま 数匹飛んでいましたが、ずっと飛び回っているので撮影が難しかった。

113 ７月 緑区 ヒメヒオウギズイセン 植物 自然のものか植栽したものかわかりませんが、たくさん咲いていました。花の時期は終わりに近いようです。

114 ７月 緑区 ヤブミョウガ 植物 名前はわかりませんが、たくさん咲いていました。

115 ７月 緑区 アブラゼミ 昆虫類 セミのなかま セミは鳴いていましたが、抜け殻しか見つけられませんでした。

116 ７月 中央区 カサブランカ 植物 公園の隅の方に一株だけありました

117 ７月 中央区 温帯スイレン 植物 まだ咲いていたのはピンクだけでした。

118 ７月 中央区 カサブランカ 植物 公園の隅の方に咲いていました。

119 ７月 中央区 シロツメクサ 植物 クローバーを見つけると、四つ葉を探したくなりますね。

120 ７月 中央区 マツバギク 植物 花壇にいっぱい咲いていました。

121 ７月 中央区 ハナカンナ 植物 公園の隅の方に咲いていました。

122 ７月 中央区 ハナヅルソウ 植物 小さい花がいっぱい咲いていました。

123 ７月 中央区 サルビア 植物 花壇にいっぱい咲いていました。

124 ７月 中央区 アヒル 鳥類 千葉公園で泳いでいました。

125 ７月 緑区 アオバハゴロモ 昆虫類 １cmくらいの小さな虫です。

126 ７月 緑区 クサガメ は虫類 外来種でなければいいのですが。

127 ７月 緑区 ミカドフキバッタ 昆虫類 バッタのなかま アジサイの花の上にとまっていました。

128 ７月 緑区 スイレン 植物 時間帯のせいか、花が閉じていました。

129 ７月 緑区 シオカラトンボ 昆虫類 トンボのなかま シオカラトンボのオスとメス（ムギワラトンボ）ではないかと思います。

130 ７月 緑区 アメリカザリガニ 甲殻類 下夕田池脇の水路にいました。

131 ７月 緑区 セスジイトトンボ 昆虫類 トンボのなかま
２匹の写真を投稿します。 

微妙に色合いが違うように見えますが個体差でしょうか。

132 ７月 緑区 ヤマトシジミ 昆虫類 チョウのなかま シロツメクサの蜜を吸っているようでした。

133 ７月 緑区 ウスグロムシヒキ 昆虫類
２匹が重なり合っています。 

交尾しているようでした。

134 ７月 緑区 ベッコウハゴロモ 昆虫類 1.5～2cmくらいの小さな蛾です。

135 ７月 中央区 シロツメクサ 植物 千葉中央駅前に伸びる遊歩道（新宿中央公園でしょうか？）沿いに咲いています！

136 ７月 中央区 アキノエノコログサ 植物

これは花なんでしょうか。 

歩道沿いの植樹の根元にさいています。 

ネコジャラシとも言っていましたね！

137 ７月 中央区 ガザニア 植物
梅雨明けの真夏の太陽の日差しを浴びて、元気に咲いています！ 

これまであまり意識していませんでしたが、街中でもたくさん花が咲いているんですね。

138 ７月 若葉区 アオスジアゲハ 昆虫類 チョウのなかま 坂月川沿いに飛んでいました

139 ７月 若葉区 オニヤンマ 昆虫類 トンボのなかま 今にも飛び立ちそう

140 ７月 中央区 ショウリョウバッタ 昆虫類 バッタのなかま 公園にいました

141 ７月 中央区 ミンミンゼミ 昆虫類 セミのなかま 元気に鳴いていました

142 ７月 中央区 ニイニイゼミ 昆虫類 セミのなかま いくつかありました

143 ７月 緑区 カブトムシ 昆虫類 カブトムシ
ファミマの入口で発見。

カブト虫のメスかと思われます。

144 ７月 緑区 ミヤマカミキリ 昆虫類
カミキリムシだと思いますが、正式な名前は不明です。

久しぶりに大きなのを見つけました。

145 ７月 美浜区 ナガミヒナゲシ 植物 ナガミヒナゲシ 写真が撮れませんが、検見川浜高校前の京葉線高架下付近でスズメが見られます。

146 １０月 若葉区 ナナホシテントウ 昆虫類 テントウムシのなかま テントウムシが歩いていました。
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147 １０月 緑区 クビキリギス 昆虫類 バッタのなかま

ベランダにやって来たバッタです。 

キレイなグリーンでした。 

名前を教えて下さい。

148 １０月 稲毛区 ヤマトシジミ 昆虫類 チョウのなかま 小さなちょうちょです。

149 １０月 若葉区 メリケンガヤツリ 植物 たくさん咲いてました

150 １０月 若葉区 ツユクサ 植物 ツユクサ 鮮やかな青色です

151 １０月 若葉区 オオケタデ 植物 キレイに咲いてました

152 １０月 中央区 モンキチョウ 昆虫類 チョウのなかま

153 １０月 中央区 ベニシジミ 昆虫類 チョウのなかま

154 １０月 中央区 チャバネセセリ 昆虫類 チョウのなかま

155 １０月 中央区 ヤマトシジミ 昆虫類 チョウのなかま

156 １０月 中央区 ヒメアカタテハ 昆虫類 チョウのなかま

157 １０月 中央区 シオカラトンボ 昆虫類 トンボのなかま

158 １０月 中央区 ヤガタアリグモ　雄 クモ類 クモのなかま

159 １０月 中央区 フタモンアシナガバチ 昆虫類

160 １０月 中央区 ヒメハラナガツチバチ 昆虫類

161 １０月 中央区 マメコガネ 昆虫類

162 １０月 中央区 イボバッタ 昆虫類 バッタのなかま

163 １０月 中央区 ハマヒョウタンゴミムシダマシ 昆虫類

164 １０月 中央区 ウラギンシジミ 昆虫類 チョウのなかま

165 １０月 中央区 ツツジグンバイ 昆虫類 カメムシのなかま

166 １０月 中央区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま

167 １０月 中央区 オンブバッタ 昆虫類 バッタのなかま

168 １０月 中央区 サトジガバチ 昆虫類

169 １０月 中央区 キムネクマバチ 昆虫類

170 １０月 中央区 イチモンジセセリ 昆虫類 チョウのなかま

171 １０月 中央区 ナガサキアゲハ 昆虫類 チョウのなかま 無尾でした。

172 １０月 美浜区 ホタルガ 昆虫類 砂浜近くで飛んだり止まったりしてました

173 １０月 美浜区 ヤマトシジミ 昆虫類 チョウのなかま クローバーの蜜を吸っていました。

174 １０月 美浜区 イボバッタ 昆虫類 バッタのなかま 写真を撮る瞬間に飛び立ってしまった。

175 １０月 中央区 ツバメシジミ 昆虫類 チョウのなかま

176 １０月 中央区 フタトガリアオイガ　幼虫 昆虫類 フウロについていた。

177 １０月 中央区 ミシシッピアカミミガメ は虫類 ミシシッピアカミミガメ

178 １０月 中央区 コイ（ニシキゴイ） 魚類

179 １０月 中央区 カワラバト（ドバト） 鳥類

180 １０月 中央区 カワウ 鳥類 都川の浅瀬にたたずんでました

181 １０月 中央区 エゾギクキンウワバ　幼虫 昆虫類 セイタカアワダチソウの葉の裏にいました

182 １０月 中央区 アキアカネ 昆虫類 トンボのなかま 池の周りにたくさんいました。

183 １０月 緑区 サクラ属の一種 植物

184 １０月 緑区 ナナホシテントウ 昆虫類 テントウムシのなかま

185 １０月 緑区 ショウリョウバッタ 昆虫類 バッタのなかま

186 １０月 緑区 オンブバッタ 昆虫類 バッタのなかま

187 １０月 緑区 クヌギシギゾウムシ 昆虫類 見たことない虫がいました！
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188 １０月 緑区 ツブラジイ 植物
公園に椎の実と思われるどんぐりがたくさん落ちていました。 

念のために樹木の写真も添付しておきます。

189 １０月 緑区 オナジマイマイ 有肺類 秋の生き物と言えるかどうかわかりませんが、庭の木にカタツムリがいました。

190 １０月 美浜区 有肺目の一種 有肺類 殻は1センチくらい。横に小さいやつもいました。

191 １０月 緑区 ハリカメムシ 昆虫類 カメムシのなかま 花壇の花に止まっていました。

192 １０月 緑区 ヤマトシジミ 昆虫類 チョウのなかま 昭和の森周辺のあちこちで見かけました。

193 １０月 緑区 カラスウリ 植物 ちょっと小さめですがカラスウリかと思います。

194 １０月 緑区 ノハラアザミ 植物 昭和の森の林の中に咲いていました。

195 １０月 若葉区 トノサマバッタ 昆虫類 バッタのなかま トノサマバッタがいました。

196 １０月 美浜区 ウミネコ 鳥類 じっとしていました。

197 １０月 緑区 オンブバッタ 昆虫類 バッタのなかま 花の写真を撮ろうとしたらバッタがとまっていました。

198 １０月 美浜区 カワウ 鳥類 じっとしていました。

199 １０月 稲毛区 キバラヘリカメムシ 昆虫類 カメムシのなかま
稲毛区長沼町の住宅街に駐車していた車のボンネットに乗っていた昆虫を発見し、

種類も名前も、珍しいかどうかもわかりませんが、写真を撮ってみました。

200 １０月 中央区 オオスカシバ 昆虫類
写真が添付できていなかったので 

再投稿です。

201 １０月 中央区 コスモス 植物 千葉公園の池は、先日の豪雨で手すりまで水に浸かったそうですが、元気に咲いてます。

202 １０月 中央区 サツキ 植物 今咲いてます。この季節にさくんでしたっけ？

203 １０月 中央区 イチョウ 植物 千葉公園では、先日の台風で残念ながら汚れていますが、ぎんなんさんが沢山沢山あります。

204 １０月 中央区 ホソヒメヒラタアブ 昆虫類 花にハチがとまっていました！

205 １０月 中央区 タイワンホトトギス 植物

206 １０月 中央区 ドジョウ 魚類 ドジョウのような魚がいました！

207 １０月 中央区 ヤマトシジミ 昆虫類 チョウのなかま 花にチョウチョがとまっています！

208 １０月 中央区 オオヒロカネグモ クモ類 クモのなかま

209 １０月 中央区 クサガメ は虫類 台風の影響で、行けませんね濁っていますが、しばらくしたら美しい風景になるでしょう。

210 １０月 中央区 コイ（ニシキゴイ） 魚類

211 １０月 中央区 不明 不明 千葉公園内、蓮池の中から泡が、何がいるのかな

212 １０月 中央区 ヤナギバルイラソウ 植物 綺麗なお花です。

213 １０月 中央区 アオモンイトトンボ 昆虫類 トンボのなかま 千葉公園蓮華亭の蓮池にて

214 １０月 中央区 アオモンイトトンボ 昆虫類 トンボのなかま 千葉公園蓮池にて

215 １０月 若葉区 オオカマキリ 昆虫類 カマキリのなかま

216 １０月 若葉区 ミゾソバ 植物

217 １０月 若葉区 ニホンアカガエル 両生類 カエルのなかま

218 １０月 若葉区 アキアカネ 昆虫類 トンボのなかま

219 １０月 若葉区 オオカマキリ 昆虫類 カマキリのなかま

220 １０月 若葉区 カヤネズミ ほ乳類

221 １０月 若葉区 ナガコガネグモ クモ類 クモのなかま

222 １０月 中央区 ホシホウジャク 昆虫類

223 １０月 中央区 ヒメウラナミジャノメ 昆虫類 チョウのなかま

224 １０月 中央区 コバネイナゴ 昆虫類 バッタのなかま

225 １０月 中央区 ウラナミシジミ 昆虫類 チョウのなかま

226 １０月 中央区 ナナホシテントウ 昆虫類 テントウムシのなかま

227 １０月 中央区 ケラ 昆虫類

228 １０月 中央区 アオサギ 鳥類 サギのなかま 青葉の森公園内の生体園にて。この日はカルガモやヒヨドリの他、カワセミも見かけました。
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229 １０月 緑区 ヒメジャノメ 昆虫類 チョウのなかま ３～４cmくらいの大きさです。

230 １０月 緑区 ユウガギク 植物 花の直径は２cm程度です。

231 １０月 緑区 ヒメジョオン 植物 ヒメジオンやハルジオンに似た花ですが、秋に咲いているので別の種でしょうか？

232 １０月 美浜区 テングタケ 植物
磯辺公園にニョキッと生えていました。

何という名前でしょうか？

233 １２月 花見川区 カワセミ 鳥類
今年の桜が咲いた頃の写真です。 

初めて見ました。

234 １２月 中央区 ハクセキレイ 鳥類 セキレイのなかま

235 １２月 中央区 シャリンバイ 植物

236 １２月 中央区 セイヨウタンポポ 植物 タンポポのなかま

237 １２月 若葉区 ヤマカガシ は虫類 金光院の谷津田に蛇が死んでいました。ヤマカガシのように見えますがよくわかりません

238 １２月 美浜区 オナガ 鳥類 しっぽの長い鳥でした。

239 １２月 花見川区 キジ 鳥類 餌を探し中かな？

240 １２月 花見川区 キクヅキコモリグモ クモ類 クモのなかま

241 １２月 花見川区 クサガメ は虫類 花見川から　上がって道路横断中！

242 １２月 美浜区 ユリカモメ 鳥類 海岸にいました

243 １２月 緑区 ヒヨドリ 鳥類
電線に留まっていました。 

かなり遠くだったので小さい画像ですみません。

244 １２月 若葉区 サワガニ 甲殻類 カニが歩いていました。

245 １２月 若葉区 アシハラガニ 甲殻類

カニが歩いていました。 

左の爪が小さく、頭を怪我しています。 

なにかに襲われたのでしょうか。

246 １２月 中央区 カルガモ 鳥類 10羽ほどのカモが公園の池にいました。

247 １２月 中央区 セイヨウタンポポ 植物 タンポポのなかま 冬っぽくはありませんが、たんぽぽとと種を見つけました。

248 １２月 中央区 イロハモミジ 植物 きれいに色付いていました。

249 １２月 緑区 オオバン 鳥類 昭和の森の下夕田池にたくさんいました。

250 １２月 緑区 マガモ 鳥類 オスとメスでしょうか？色の違う何種類かがいました。

251 １２月 緑区 オオハクチョウ 鳥類 この辺りに居ついているようです。

252 １２月 緑区 マガモ 鳥類 下夕田池には何種類かのカモが渡ってくるようです。

253 １２月 美浜区 スズガモ 鳥類
検見川浜の海に、今年の冬も鴨が泳いでいます。 

この風景を見ると、冬の海だなぁと感じます。

254 １２月 花見川区 メジロ 鳥類

255 １２月 花見川区 ヒヨドリ 鳥類

256 １２月 緑区 ツグミ 鳥類 ツグミ 住宅街の公園にいました。

257 １２月 緑区 ヒヨドリ 鳥類 遠くからなので大きく写せませんでしたが、15～20cmくらいの大きさだと思います。

258 １２月 中央区 セグロセキレイ 鳥類 セキレイのなかま 種類不明ながら、丸々とした鳥を見かけました。

259 １２月 中央区 オオエグリバ 昆虫類
ほとんど動かず、じっとしていました。 

木の棒で触ってみたら足が少し動きました。

260 １２月 中央区 ストック 植物 冬に咲く花

261 １２月 中央区 ウラジロチチコグサ 植物
色んな植物のロゼットがありました。 

262 １２月 中央区 ブタナ 植物

263 １２月 中央区 スイバ 植物
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264 １２月 中央区 セイヨウタンポポ 植物 タンポポのなかま
12月にも関わらずタンポポが咲いていました。 

265 １２月 中央区 ホトケノザ 植物

266 １２月 中央区 ヨモギ 植物

267 １２月 中央区 エノコログサ 植物

268 １２月 中央区 コマツヨイグサ 植物

269 １２月 中央区 ユリオプス・デージー 植物 鮮やかな黄色で綺麗でした。

270 １２月 中央区 カルガモ 鳥類 たくさん集まっててかわいかったです??

271 １２月 花見川区 カワウ 鳥類

272 １２月 中央区 カワウ 鳥類 悠々と泳いでいました。

273 １２月 中央区 コサギ 鳥類 サギのなかま

274 １２月 中央区 アオサギ 鳥類 サギのなかま

275 １２月 中央区 オオバン 鳥類

276 １２月 中央区 ヒヨドリ 鳥類

277 １２月 中央区 カイツブリ 鳥類

278 １２月 中央区 マガモ 鳥類

279 １２月 中央区 カルガモ 鳥類

280 １２月 中央区 スズメ 鳥類 スズメ

281 １２月 中央区 ハクセキレイ 鳥類 セキレイのなかま


