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1 6月 美浜区 アカエイ 魚類
朝6時ころ、草の水路を陸側に向かって、水面をゆっくりと泳いでいました。 

何エイでしょうか？

2 6月 中央区 モンシロチョウ 昆虫類 チョウのなかま ひらひら飛んでいました

3 6月 美浜区 ウメエダシャク 昆虫類 ふわふわ飛んでいました。

4 6月 美浜区 コマツヨイグサ 植物 黄色い花でした。

5 6月 美浜区 オナジマイマイ 貝類 殻は2センチくらいでした。

6 6月 若葉区 オオキンケイギク 植物 オオキンケイギク
東金街道を下から見上げる側面にキレイな花畑。

東金街道からは見えないけれど、ウォーキング道からだけ、毎年見られる景色です。

7 6月 美浜区 オオミズアオ 昆虫類 10センチくらい。

8 6月 緑区 ヒメスズメバチ 昆虫類 サザンカの木の周りを飛んでいました。

9 6月 緑区 ドクダミ 植物 どこにでもある雑草ですが一応報告します。

10 6月 緑区 ヒメアカタテハ 昆虫類 チョウのなかま クローバーの蜜を吸っているようでした。

11 6月 緑区 ニホンミツバチ 昆虫類 結構小さいハチです。

12 6月 稲毛区 オナガ 鳥類
最近多く見かけます。 

とても美しく気品があります

13 6月 緑区 チリーアヤメ 植物 自然のものか、花壇のこぼれ種から発芽したものかわかりませんが、公園の日陰に咲いていました。

14 6月 緑区 オオバコ 植物 公園に生えていました。

15 6月 緑区 モンキチョウ 昆虫類 チョウのなかま 公園を飛んでいました。

16 6月 緑区 モンシロチョウ 昆虫類 チョウのなかま 昭和の森にたくさん飛んでいました。

17 6月 緑区 ハルジオン 植物 歩道に生えていました。草丈は60～70cmくらい。

18 6月 美浜区 ビロードモウズイカ 植物 30センチくらいの大きな植物でした。

19 6月 美浜区 ハクチョウソウ 植物 たくさん咲いてました。

20 6月 花見川区 ホシベニカミキリ 昆虫類

ウォーキングの途中、歩道から車道へ向かって進む赤い昆虫を発見し、放って置くと車に潰されてしまうのでは…と思い、

側に落ちていた葉っぱを進路に置いて乗ってもらい車道から離れた植え込みへ移動させました。

名前は分かりません。

身近な生き物探し開始前日だったのでタイムリー？と思い撮影しました。

21 6月 中央区 ハス 植物 今年も立派に成長していました。

22 6月 美浜区 ナミテントウ 昆虫類 テントウムシのなかま ナナホシテントウより小さめでした。

23 6月 美浜区 ホタルガ 昆虫類 3センチくらいでした。

24 6月 若葉区 ハラグロオオテントウ 昆虫類 テントウムシのなかま
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サルトリイバラの葉裏にとまっていました。

25 6月 中央区 ハシボソガラス 鳥類 カラスが地面をつついていました。なにか餌があるのでじうか？

26 6月 緑区 ブタナ 植物 公園で撮影しましたが、そこいら中に咲いています。

27 6月 緑区 ツバメ 鳥類 ツバメ たくさん飛んでいました。

28 6月 緑区 ハクセキレイ 鳥類 セキレイのなかま 住宅地の空き地にいました。

29 6月 美浜区 シオヤアブ 昆虫類 朝、土の上でジッとしていました。

30 6月 若葉区 キハダカノコ 昆虫類

31 6月 若葉区 キマワリ 昆虫類

32 6月 美浜区 ワルナスビ 植物

33 6月 美浜区 ムラサキツメクサ 植物

34 6月 美浜区 ワルナスビ 植物

35 6月 美浜区 ユウゲショウ 植物

36 6月 若葉区 ダイダイガサ 菌類

37 6月 緑区 ヒカゲチョウ 昆虫類 チョウのなかま 公園で見つけました。

38 6月 緑区 ヒメジョオン 植物 薄紫色のヒメジョオンもあるのでしょうか？

39 6月 緑区 コマツヨイグサ 植物 マツヨイグサに似ていますが、小さいです。

40 6月 若葉区 チュウガタシロカネグモ クモ類 クモのなかま 緑色の綺麗なクモでした

41 6月 若葉区 コガネグモ クモ類 クモのなかま 面白い形の蜘蛛の巣でした
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42 6月 若葉区 シオカラトンボ 昆虫類 トンボのなかま

43 6月 若葉区 マイマイガ 昆虫類 なんの幼虫でしょう？？

44 6月 若葉区 キタテハ 昆虫類 チョウのなかま

45 6月 若葉区 フタコブザトウムシ クモ類 大きな黒いクモ？でした

46 6月 若葉区 イオウイロハシリグモ クモ類 クモのなかま

47 6月 若葉区 ニホンアカガエル 両生類 カエルのなかま まだこどもかな？

48 6月 若葉区 ノアザミ 植物

49 6月 若葉区 ヤマサナエ 昆虫類 トンボのなかま

50 6月 若葉区 ニホンカワトンボ 昆虫類 トンボのなかま 綺麗な翅のトンボでした

51 6月 若葉区 サワガニ 甲殻類

52 6月 若葉区 オツネントンボ 昆虫類 トンボのなかま

53 6月 若葉区 デルフィニウム属の一種 植物 紫色が綺麗でした

54 6月 若葉区 ヒメジャノメ 昆虫類 チョウのなかま

55 6月 若葉区 ヒナバッタ 昆虫類 バッタのなかま

56 6月 若葉区 ホタルブクロ 植物

57 6月 若葉区 オオヒラタシデムシ 昆虫類

58 6月 若葉区 キタテハ 昆虫類 チョウのなかま

59 6月 若葉区 ヒガシニホントカゲ は虫類 ヒガシニホントカゲ そっと顔を覗かせていました

60 6月 若葉区 ヤブヘビイチゴ 植物

61 6月 若葉区 シオカラトンボ 昆虫類 トンボのなかま

62 6月 若葉区 キツネノボタン 植物 黄色い花が咲いていました

63 6月 若葉区 ヤワラスゲ 植物

64 6月 若葉区 ニホンアカガエル 両生類 カエルのなかま

65 6月 花見川区 トノサマバッタ 昆虫類 バッタのなかま

66 6月 若葉区 オオミスジコウガイビル その他 これまで見たことのない、黄色い細長い虫、ちょっと気持ち悪いけれど、なんだか知りたくて投稿します

67 6月 花見川区 アオスジアゲハ 昆虫類 チョウのなかま 非常に優雅です。

68 6月 緑区 コスズメ 昆虫類 体長は3～４cmくらいです。

69 6月 美浜区 アメンボ 昆虫類 2センチくらいでした

70 6月 美浜区 サツマノミダマシ 昆虫類 クモのなかま 緑色で１センチくらいでした。

71 6月 花見川区 クサギカメムシ 昆虫類 カメムシのなかま

72 6月 花見川区 カワウ 鳥類 ウのなかま

73 6月 花見川区 アオサギ 鳥類 サギのなかま

74 6月 花見川区 メジロ 鳥類

75 6月 中央区 シロスジフジツボ 甲殻類

76 6月 中央区 ミズクラゲ その他

77 6月 中央区 スズメ 鳥類 スズメ

78 6月 緑区 ユウゲショウ 植物 道端に咲いていた１～２cm程度の花

79 6月 緑区 トラマルハナバチ 昆虫類 ミツバチを大きく丸くしたようなハチが花の蜜を吸っているようでした。

80 6月 緑区 ネジバナ 植物 よく芝生の中で見かけますが、道端に咲いていました。

81 6月 緑区 ノシメトンボ 昆虫類 トンボのなかま 昭和の森で見つけました。

82 6月 緑区 ツバメシジミ 昆虫類 チョウのなかま クローバーの蜜を吸っているようでした。

83 6月 若葉区 アオダイショウ は虫類 アオダイショウのような。2メートル近くありました。

84 6月 稲毛区 クサグモ クモ類 クモのなかま 巣を張っていました。3センチくらいでした。

85 6月 中央区 カタバミ 植物

86 6月 中央区 マツバギク 植物

87 6月 中央区 ノゲシ 植物

88 6月 中央区 コマツヨイグサ 植物
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89 7月 中央区 オオシオカラトンボ 昆虫類 トンボのなかま
千葉の大賀ハスの梅蕾に、トンボが止まっていました。 

この時季には珍しいなと思って写真を撮りました。

90 7月 稲毛区 担子菌類の一種 菌類
雨上がりの夕方、桜の切り株の根元近くに生えていました。翌朝には萎れていました。 

名前が知りたいです。

91 7月 美浜区 コチドリ 鳥類
コアジサシの群れに混じって、ピウピウと可愛い声で鳴くコチドリ、 

愛らしいです！

92 7月 美浜区 コアジサシ 鳥類 コアジサシ
今年はコアジサシの営巣数が多い検見川浜ですが、 

こんな求愛場面も、よく見られました！

93 7月 美浜区 コアジサシ 鳥類 コアジサシ

コアジサシの雛が大きくなって波打ち際をチョコチョコ歩く様になりました。

羽ばたく練習をしている姿が愛らしいです。

砂の色と同化しているので、踏まれない様にと祈ります。

94 7月 稲毛区 コシアキトンボ 昆虫類 トンボのなかま 動物公園内にいました。

95 7月 花見川区 チャイロオオイシアブ 昆虫類

名前自信ありません。 

体長は2cmくらい。 

蜂のような怖さはないです。

96 7月 花見川区 アメンボ 昆虫類 アメンボに見えますが水の上ではなく板の上にいました。体長は1cm くらい。

97 7月 花見川区 アオダイショウ は虫類 体長は1mくらい。最初は人に驚いて逃げたのですが、人が離れるとまた出てきて悠然と通過して行きました。

98 7月 花見川区 ゴイサギ 鳥類 サギのなかま ひょうきんな顔です。

99 7月 花見川区 アシダカグモ クモ類 クモのなかま 体長2cm くらい。子供だと思う。シャカシャカ走って逃げるがすぐ疲れる。巣は作らない。

100 7月 花見川区 クロイロコウガイビル その他 プラナリアの仲間。血は吸わない、毒もない。人には無害。ただ気持ち悪い。ミミズ、ナメクジを食べる。

101 7月 花見川区 オオミスジコウガイビル その他 これは1mくらいですが去年の7月は2mくらいのも見ました。これからもっと大きくなると思います。

102 7月 花見川区 ネジバナ 植物 小さくて目立たない。でも可憐です。

103 7月 花見川区 モズ 鳥類 モズ 目つきが鋭いです。

104 7月 稲毛区 カワラバト 鳥類 いつも2羽が仲良く庭にやってきます。

105 7月 花見川区 キタテハ 昆虫類 チョウのなかま 雨上がりの朝、葉っぱにとまっていました。

106 7月 若葉区 ナガサキアゲハ 昆虫類 チョウのなかま
毎日通る、こどもを送る通学路。かわいいアジサイの花に黒い蝶止まって鮮やかです。

あわただしい朝のほっこり時間でした。

107 7月 花見川区 ニホンカナヘビ は虫類 ニホンカナヘビ
マンションの敷地内、植え込みの縁の上でじっとしていました。 

尻尾が長いので、よく居るカナヘビかとは思いますが一応投稿してみました。

108 7月 中央区 ヤマトタマムシ 昆虫類 宝石の様にキラキラ輝いてました

109 7月 花見川区 アカスジカメムシ 昆虫類 カメムシのなかま 3匹集まっていました。

110 7月 緑区 アオスジアゲハ 昆虫類 チョウのなかま 公園のドングリの木のまわりを飛んでいました。黒と緑の色がキレイでした。

111 7月 花見川区 ナガメ 昆虫類 カメムシのなかま

112 7月 花見川区 ヨコヅナサシガメ 昆虫類 体長は1cm ちょっと。裏返して赤く体にくっついているのはダニだそうです。

113 7月 花見川区 カワセミ 鳥類 色が鮮やかです。花見川周辺でたまに見かけます。

114 7月 中央区 カブトムシ 昆虫類 カブトムシ
家の庭の木に毎年カブトムシが集まります。

大量に採れるのでちょっと困っています。

115 7月 花見川区 ヤブキリ 昆虫類 バッタのなかま 体長は3cm くらい。横顔がひょうきんです。

116 7月 花見川区 カマキリ科の一種 昆虫類 カマキリのなかま 真っ白いカマキリ。体長は1cm ないくらい小さい。夏に向かって大きくなるのかな？

117 7月 稲毛区 アゲハ 昆虫類 チョウのなかま 公園内を数匹飛びまわってました

118 7月 稲毛区 コヒゲジロハサミムシ 昆虫類 アリくらいのサイズで、ハサミムシのような動きでした。なんでしょう、これ。

119 7月 稲毛区 サキグロムシヒキ 昆虫類 足が少し動くくらいの瀕死の状態で、アリに運ばれてました

120 7月 稲毛区 コシアキトンボ 昆虫類 トンボのなかま ジッとしてました

121 7月 花見川区 キジ 鳥類 つがいのキジです。2枚目はオスがメスにぴったり寄り添っています。警戒されたかも...。

122 7月 花見川区 ヒガシニホントカゲ は虫類 ヒガシニホントカゲ 光沢のあるトカゲ。日向ぼっこしています。

123 7月 花見川区 ニホンカナヘビ は虫類 ニホンカナヘビ 光沢のないトカゲ。

124 7月 花見川区 タケカレハ 昆虫類 動かないことが多いですが、動くとかなり速いです。

125 7月 緑区 キボシカミキリ 昆虫類 家屋の壁に止まっていました。
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126 7月 緑区 イチモンジセセリ 昆虫類 チョウのなかま
アカツメクサの花の蜜を吸っているようでした。 

公園にたくさんいます。

127 7月 緑区 ミヤマチャバネセセリ 昆虫類 チョウのなかま セセリチョウの仲間が公演にたくさんいますが、微妙に色が違うので別の種類かなと思います。

128 7月 緑区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま アカツメクサにとまっていました。

129 7月 緑区 ヒメウラナミジャノメ 昆虫類 チョウのなかま 2cm足らずの大きさです。

130 7月 緑区 シオヤアブ 昆虫類 ２cm前後の大きさです。

131 7月 緑区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま 草むらにとまっていました。

132 7月 緑区 アカタテハ 昆虫類 チョウのなかま 羽を立ててとまっていました。

133 7月 緑区 ホシホウジャク 昆虫類 ３com前後と思われます。

134 7月 中央区 ヒメギス 昆虫類 バッタのなかま

千葉市中央区の自宅の庭に居ました。

バッタですが黒いのは初めて見たので投稿します。

何というバッタですか？

私は小さい頃から虫が好きなのでよく昆虫を観察しますが、黒いのは本当に初めて見ました。

135 7月 花見川区 クロメンガタスズメ 昆虫類 大きな蛾です。体長は7～8cm ありました。

136 7月 花見川区 コフキコガネ 昆虫類 光沢がないので正式な名前はわかりません。

137 7月 花見川区 コクロアナバチ 昆虫類 蜂のように見えますが、よくわかりません。青光する体が綺麗です。

138 7月 花見川区 ナガサキアゲハ 昆虫類 チョウのなかま 非常に綺麗で優雅です。羽をバタつかせていて撮影が難しかったです。

139 7月 美浜区 ショウリョウバッタ 昆虫類 バッタのなかま 子どもでしょうか？

140 7月 美浜区 リュウキュウツヤハナムグリ 昆虫類 3センチくらいでした。

141 7月 花見川区 ウラシマソウ 植物 ひっそりと目立たないように存在していました。

142 7月 花見川区 有肺目の一種 貝類 真っ白なカタツムリなんて珍しいと思って撮影しました。

143 7月 花見川区 ホシベニカミキリ 昆虫類 体長は3cm くらい。赤い色が珍しいと思って撮影しました。

144 7月 花見川区 ヒメスズメバチ 昆虫類 怖い蜂ですが見てるだけなら大丈夫。

145 7月 花見川区 ツチイナゴ 昆虫類 バッタのなかま 体長5cm くらい。よく見かけます。

146 7月 花見川区 オオミズアオ 昆虫類 大きくて真っ白い蛾。体長は10cm くらいかな。

147 7月 花見川区 ババヤスデ科の一種 その他 ムカデかゲジゲジかわかりません。体長は3cm くらい。ちょこちょこと常に動き回っています。

148 7月 花見川区 コアオハナムグリ 昆虫類 同じ場所に数匹いました。体長は1cm ちょっと。色違いですが同じ種類だと思います。

149 7月 花見川区 セマダラコガネ 昆虫類 体長は1cm 以下。非常に小さいです。

150 7月 花見川区 ウスバカゲロウ科の一種 昆虫類 体長は1cm 以下。どう見ても蟻地獄に見えますが、砂の中ではなく石の上を歩き回っていました。

151 7月 美浜区 ジャコウアゲハ 昆虫類 チョウのなかま
このあたりでジャコウアゲハをよく見かけます。

1枚目は7/16撮影の幼虫。2枚目は6/23撮影の、雨上がりに羽化したての成虫です。

152 7月 美浜区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま

153 7月 美浜区 トビモンオオエダシャク 昆虫類 体長9cm 弱。

154 7月 美浜区 エダシャク亜科の一種 昆虫類 体長4cm 強。アカメガシワの葉を食べていました。

155 7月 美浜区 アジアイトトンボ 昆虫類 チョウのなかま

156 7月 花見川区 ヤマユリ 植物 先日より待ってました。やっと咲きました。花の部分が重そうです。

157 7月 花見川区 ガガンボ亜科の一種 昆虫類 大きな蚊です。足まで入れると5cm はありそうです。

158 7月 花見川区 ヘリカメムシ科の一種 昆虫類 カメムシのなかま 小さい虫です。1cm 以下。名前わかりません。

159 7月 花見川区 マルクビツチハンミョウ 昆虫類 1cm 以下の小さい虫です。名前わかりません。

160 7月 花見川区 ナミテントウ 昆虫類 テントウムシのなかま 黄色い団子虫みたいな感じです。1cm 以下。非常に小さいです。

161 7月 花見川区 キアゲハ 昆虫類 チョウのなかま 何かの幼虫と思われます。5cm くらい。色が鮮やかです。

162 7月 花見川区 ヒヨドリ 鳥類 目の辺りが可愛いです。

163 7月 花見川区 ヤマトシジミ 昆虫類 チョウのなかま 2匹一緒にいました。

164 7月 花見川区 ヒメギス 昆虫類 バッタのなかま 名前わかりません。あまり見かけないように思います。

165 7月 花見川区 ミヤマカミキリ 昆虫類 体長は10cm 弱。危うく踏みつけそうになりました。

166 7月 花見川区 オニグモ クモ類 クモのなかま 体長は本体のみで2cm くらい。触っても逃げない。

167 7月 花見川区 セスジスズメ 昆虫類 アゲハ蝶でしょうか？

168 7月 稲毛区 アカボシゴマダラ 昆虫類 チョウのなかま カナブンと一緒に、樹液を吸っているようでした
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169 7月 稲毛区 シロテンハナムグリ 昆虫類 折り重なるようにして樹液を吸ってました

170 7月 稲毛区 オオスズメバチ 昆虫類 樹液を吸っているようでした

171 7月 稲毛区 カナブン 昆虫類 先に投稿したものとはガラがちがいました。別の種類？

172 7月 緑区 コハナバチ科の一種 昆虫類 ハルジオンの花の蜜を吸っているようでした。

173 7月 若葉区 アキノタムラソウ 植物

174 7月 若葉区 オオアオイトトンボ 昆虫類 トンボのなかま

175 7月 花見川区 コチャバネセセリ 昆虫類 チョウのなかま ヤマユリの花の中にいました。

176 7月 花見川区 ベッコウバチ 昆虫類 蜂のようですがよくわかりません。2cm 弱くらい。忙しく動き回っています。

177 7月 花見川区 ヒダリマキマイマイ 貝類 普通のカタツムリ。?

178 7月 花見川区 ハナグモ クモ類 クモのなかま ヤマユリの花に見つけた小さい蜘蛛。色が綺麗です。

179 7月 花見川区 アゲハ 昆虫類 チョウのなかま 優雅です。

180 7月 花見川区 マメコガネ 昆虫類 体長は1cm もないくらいです。ヤマユリの花に止まってました。

181 7月 中央区 キイロスズメ 昆虫類 朝から夕方までずっと同じ場所にいました。

182 7月 若葉区 ヤマホトトギス 植物 道端に咲いてました

183 7月 若葉区 アキノタムラソウ 植物 湿った半日陰のとこに咲いてます。シソの仲間のようです。

184 7月 花見川区 カバキコマチグモ クモ類 クモのなかま
ヨシの葉をきれいに細工してました。 

1枚目と２枚目は場所が違うので、ちがう種類のクモかもしれません。

185 7月 若葉区 ヒバカリ は虫類 20cm満たないくらいの小さな個体でした

186 7月 花見川区 ヒメギス 昆虫類 バッタのなかま 先日撮影したものと同種かと思いますが、色が違います。

187 7月 花見川区 シオカラトンボ 昆虫類 トンボのなかま よく見かけるトンボと少し違う感じがしました。

188 7月 美浜区 ベニシジミ 昆虫類 チョウのなかま 1センチくらい、、

189 7月 美浜区 セイヨウミツバチ 昆虫類
1センチくらいでした。 

190 7月 若葉区 スジグロシロチョウ 昆虫類 チョウのなかま

191 7月 若葉区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま

192 7月 若葉区 オオシオカラトンボ 昆虫類 トンボのなかま

193 7月 若葉区 ヤブキリ 昆虫類 バッタのなかま

194 7月 若葉区 ヨモギエダシャク 昆虫類

195 7月 若葉区 イオウイロハシリグモ クモ類 クモのなかま

196 7月 若葉区 カノコガ 昆虫類

197 7月 若葉区 ナミテントウ 昆虫類 テントウムシのなかま

198 7月 中央区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま

199 7月 中央区 キマダラカメムシ 昆虫類 カメムシのなかま

200 7月 緑区 アヒル 鳥類 カモのなかま
昭和の森で発見しました。 

何の鳥ですかこれはここに住んでいるのですか？

201 7月 中央区 ヤブガラシ 植物

202 7月 稲毛区 ヒルガオ 植物

203 7月 中央区 アオドウガネ 昆虫類

204 7月 若葉区 ノカンゾウ 植物 7月3日で加曽利貝塚です。

205 7月 若葉区 ニホンアカガエル 両生類 カエルのなかま 坂月川上流で7月3日です。

206 7月 若葉区 ヘクソカズラ 植物

207 7月 若葉区 キツネタケ 菌類

208 7月 若葉区 マルバハッカ 植物

209 7月 若葉区 担子菌の一種 菌類

210 7月 若葉区 ツノマタタケ 菌類 倒木にはえてました

211 7月 花見川区 ヤマジガバチ 昆虫類 名前わかりません。体長は2cm くらいかな。

212 7月 花見川区 ハグロフタオビドロバチ 昆虫類 名前わかりません。体長は1cm くらい。忙しく動き回るので撮影が難しかったです。

213 7月 花見川区 ニイニイゼミ 昆虫類 セミのなかま 体長1cm くらい。小さいセミの脱け殻です。
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214 7月 花見川区 ヒグラシ 昆虫類 セミのなかま 体長2cm くらいの小さいセミです。

215 7月 美浜区 ヨツスジトラカミキリ 昆虫類 マンションの廊下にいました。強風でとばされてきたようです。

216 7月 若葉区 オカトラノオ 植物 加曽利貝塚です。何年か前と比べてだいぶ数が減った気がします。

217 7月 緑区 キボシカミキリ 昆虫類 桃の木にいました。捕まえるとキリキリ鳴いていました。

218 7月 緑区 アブラゼミ 昆虫類 セミのなかま 毎年、桜の木に来ます。

219 7月 緑区 キタキチョウ 昆虫類 チョウのなかま ３cmくらいの大きさです。

220 7月 緑区 ベニシジミ 昆虫類 チョウのなかま 翅を広げると４cmくらいの大きさです。

221 7月 緑区 ノカンゾウ 植物 田んぼの畔に咲いていました。

222 7月 緑区 メダカ類 魚類 田んぼにいました。

223 7月 緑区 オオシオカラトンボ 昆虫類 トンボのなかま 池の上を飛んでいました。

224 7月 緑区 コマツナギ 植物 水路沿いに生えていました。

225 7月 緑区 カワウ 鳥類 ウのなかま 調整池の近くの電柱のてっぺんに留まっていました。

226 7月 緑区 アオドウガネ 昆虫類

227 7月 緑区 オナジマイマイ 貝類 殻の直径は2.5～3cmくらいです。

228 7月 緑区 オオシロカネグモ クモ類 クモのなかま 前足の先から後ろ足の先まで2.5cm前後

229 7月 緑区 ミナミヒメヒラタアブ 昆虫類 １cm程度の小さな虫です。

230 7月 緑区 ミズヒキ 植物

231 7月 緑区 ヒメウラナミジャノメ 昆虫類 チョウのなかま ２～２.5cm程度の大きさです。

232 7月 緑区 アオスジアゲハ 昆虫類 チョウのなかま
アゲハの仲間は色々見かけるのですが、写真に撮るのが難しく、

たまたま道に止まっているところに遭遇し、やっと撮れました。

233 7月 緑区 ニホンヤモリ は虫類 ニホンヤモリ １年中いるとは思いますが、家の壁に張り付いているのを見つけたので。

234 7月 美浜区 シラホシハナムグリ 昆虫類 シホシハナムグリかシロテンハナムグリのどちらかだと思います。

235 7月 緑区 ゴマダラカミキリ 昆虫類 久々に見ました。カミキリムシですかね？

236 7月 緑区 ヒカゲチョウ（ナミヒカゲ） 昆虫類 チョウのなかま 道路に止まっていました。

237 7月 美浜区 ニイニイゼミ 昆虫類 セミのなかま
近づいても逃げず、ジッ、ジッ、と鳴きながら、上下に動いていました。

そのあと、大きな声でジーッ、と鳴き続けました。一本の木に二匹、隣の木に一匹いました。

238 7月 美浜区 シオカラトンボ 昆虫類 トンボのなかま

239 7月 美浜区 アブラゼミ 昆虫類 セミのなかま

240 7月 花見川区 アメリカザリガニ 甲殻類 近所の子供が捕まえて見せてくれました。

241 7月 中央区 シロテンハナムグリ 昆虫類
なんだか高級そうな色合いの虫でした 

何という虫ですか？

242 7月 若葉区 キク科の一種 植物 花ではありませんが。

243 7月 稲毛区 ナガサキアゲハ 昆虫類 チョウのなかま 大きくてきれいでしたが、羽が少し折れていてかわいそうでした。

244 7月 稲毛区 シロモンノメイガ 昆虫類 草むらにいました。

245 7月 稲毛区 ムクドリ 鳥類 ムクドリ 虫を啄んでいました。

246 7月 稲毛区 コイチャコガネ 昆虫類 庭に小さな虫がいました。

247 7月 花見川区 ヒロヘリアオイラガ 昆虫類 最初わかりませんでした。じっくり見たら動いていたので虫だとわかりました。

248 7月 稲毛区 トノサマバッタ 昆虫類 バッタのなかま 庭で脱皮直後のバッタがいました。羽がだんだん伸びで乾いていきました。

249 7月 若葉区 ミヤマカミキリ 昆虫類 大きくて頑丈そうなカミキリムシでした。

250 7月 若葉区
キマダラミヤマカミキリ

（キマダラカミキリ）
昆虫類 茶色のカミキリムシでした。

251 7月 稲毛区 クロオオアリ 昆虫類 公園にいました。大きいありでした。

252 7月 稲毛区 クロヤマアリ 昆虫類 小さいありがいました。

253 7月 稲毛区 スズメノカタビラ 植物

254 7月 花見川区 ヤマトタマムシ 昆虫類 色が綺麗、というか派手です。

255 7月 花見川区 キマワリ 昆虫類 体長は1cm ないくらい。名前わかりません。

256 7月 花見川区 オカダンゴムシ その他 背中にまるで文字が書いてあるみたいです。

257 7月 花見川区 ベンケイガニ 甲殻類 なかなか逃げ足が速くて撮影が難しかったです。
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258 7月 花見川区 オニグモ クモ類 クモのなかま 天井に張り付いている不気味な虫。蜘蛛でしょうか？

259 7月 稲毛区 ヤマトシジミ 昆虫類 チョウのなかま 庭に来る蝶です。

260 7月 稲毛区 オンブバッタ 昆虫類 バッタのなかま このバッタがたくさんきます。

261 7月 稲毛区 コハナバチ科の一種 昆虫類 花の蜜を吸いに小さい蜂が庭に来ます。

262 7月 緑区 アブラゼミ 昆虫類 セミのなかま
公園の木にゆっくり登っていた

抜け殻がいっぱいあるなかで動いているのは初めて見ました

263 7月 稲毛区 ビロウドコガネ 昆虫類

264 7月 稲毛区 不明（蛾の一種の幼虫） 昆虫類

265 7月 緑区 アキノエノコログサ 植物
草丈は80cmくらいです。

周囲に草丈の高いものと低い30～40cmのものが混在していましたが、別の種類なのでしょうか？

266 7月 若葉区 ニホンアカガエル 両生類 カエルのなかま 一枚だけ撮れました！

267 7月 若葉区 ヤブラン 植物

268 7月 若葉区 担子菌の一種 植物

269 7月 若葉区 トノサマバッタ 昆虫類 バッタのなかま 加曽利貝塚の草むらにバッタがたくさんいました。

270 7月 若葉区 サトキマダラヒカゲ 昆虫類 チョウのなかま 加曽利貝塚の蝶

271 7月 若葉区 ニイニイゼミ 昆虫類 セミのなかま セミが増えてきました

272 7月 若葉区 ニホントビナナフシ 昆虫類

273 7月 若葉区 バッタ科の一種 昆虫類 バッタのなかま たくさん草むらにいました。

274 7月 花見川区 クコ 植物 よく見かける植物の花が咲いてました。

275 7月 花見川区 テッポウユリの一種 植物 最近増えてるタカサゴユリでしょうか。悪条件でも美しく咲く姿がちょっとこわいです。

276 7月 花見川区 オオイヌタデ 植物 胸の高さ以上ある大きなタデです。

277 7月 花見川区 コガネムシ科の一種 昆虫類 これ、よく見かけますが、何なのかわかりません。

278 7月 花見川区 ショウリョウバッタ 昆虫類 バッタのなかま まだ小さいですが、これから秋に向かって大きくなるでしょう。

279 7月 若葉区 ヤブキリ 昆虫類 バッタのなかま 木に何匹か集まっていました。

280 7月 若葉区 アブラゼミ 昆虫類 セミのなかま

281 7月 緑区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま

282 7月 若葉区 ハグロトンボ 昆虫類 チョウのなかま

283 7月 若葉区 ヒメジャノメ 昆虫類 チョウのなかま

284 7月 若葉区 キツネノカミソリ 植物

285 7月 中央区 アカエイ 魚類 環境DNA調査

286 7月 中央区 ボラ 魚類 環境DNA調査

287 7月 中央区 セスジボラ 魚類 環境DNA調査

288 7月 中央区 クロダイ 魚類 環境DNA調査

289 7月 中央区 キチヌ 魚類 環境DNA調査

290 7月 中央区 マハゼ 魚類 環境DNA調査

291 7月 中央区 ギマ 魚類 環境DNA調査

292 ９月 中央区 クサフグ 魚類 市民参加型生き物調査

293 ９月 中央区 メゴチ 魚類 市民参加型生き物調査

294 ９月 中央区 マハゼ 魚類 市民参加型生き物調査

295 ９月 中央区 ケフサイソガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査

296 ９月 中央区 タカノケフサイソガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査

297 ９月 中央区 ヒライソガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査

298 ９月 中央区 多毛類（ゴカイ）の一種 その他 市民参加型生き物調査

299 ９月 中央区 アラレタマキビ 貝類 市民参加型生き物調査

300 ９月 中央区 チチュウカイミドリガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査

301 ９月 中央区 ヒザラガイ 貝類 市民参加型生き物調査

302 ９月 中央区 ケガキ 貝類 市民参加型生き物調査

303 ９月 中央区 タテジマイソギンチャク その他 市民参加型生き物調査
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304 ９月 中央区 マメコブシガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査

305 ９月 中央区 ニホンスナモグリ 甲殻類 市民参加型生き物調査

306 ９月 中央区 イボニシ 貝類 市民参加型生き物調査

307 ９月 中央区 マテガイ 貝類 市民参加型生き物調査

308 ９月 中央区 アサリ 貝類 市民参加型生き物調査

309 ９月 中央区 サビシラトリ 貝類 市民参加型生き物調査

310 ９月 中央区 ホンビノス 貝類 市民参加型生き物調査

311 ９月 中央区 アラムシロ 貝類 市民参加型生き物調査

312 ９月 中央区 キサゴ 貝類 市民参加型生き物調査

313 ９月 中央区 オオヘビガイ 貝類 市民参加型生き物調査

314 ９月 中央区 シオフキ 貝類 市民参加型生き物調査

315 ９月 中央区 シマメノウフネガイ 貝類 市民参加型生き物調査

316 ９月 中央区 ホトトギスガイ 貝類 市民参加型生き物調査

317 ９月 中央区 ムラサキイガイ 貝類 市民参加型生き物調査

318 ９月 中央区 アシナガスジエビ 甲殻類 市民参加型生き物調査

319 ９月 中央区 ケフサイソガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査

320 ９月 中央区 タカノケフサイソガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査

321 ９月 中央区 ホヤ綱の一種 その他 市民参加型生き物調査

322 ９月 中央区 ユビナガホンヤドカリ 甲殻類 市民参加型生き物調査

323 ９月 中央区 ヒライソガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査

324 ９月 中央区 タテジマイソギンチャク その他 市民参加型生き物調査

325 ９月 中央区 アサリ 貝類 市民参加型生き物調査

326 ９月 中央区 ダンベイキサゴ 貝類 市民参加型生き物調査

327 ９月 中央区 イボニシ 貝類 市民参加型生き物調査

328 ９月 中央区 チチュウカイミドリガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査

329 ９月 中央区 ケガキ 貝類 市民参加型生き物調査

330 ９月 中央区 多毛類（ゴカイ）の一種 その他 市民参加型生き物調査

331 ９月 中央区 フジツボ亜目の一種 甲殻類 市民参加型生き物調査

332 ９月 中央区 マテガイ 貝類 市民参加型生き物調査

333 ９月 中央区 アサリ 貝類 市民参加型生き物調査

334 ９月 中央区 シオフキ 貝類 市民参加型生き物調査

335 ９月 中央区 ホンビノス 貝類 市民参加型生き物調査

336 ９月 中央区 ムシロガイ 貝類 市民参加型生き物調査

337 ９月 中央区 アラムシロ 貝類 市民参加型生き物調査

338 ９月 中央区 ホトトギスガイ 貝類 市民参加型生き物調査

339 ９月 中央区 ケガキ 貝類 市民参加型生き物調査

340 ９月 中央区 マガキ 貝類 市民参加型生き物調査

341 ９月 中央区 オダマキ 貝類 市民参加型生き物調査

342 ９月 中央区 モミジボラ 貝類 市民参加型生き物調査

343 ９月 中央区 カバザクラ 貝類 市民参加型生き物調査

344 ９月 中央区 イボニシ 貝類 市民参加型生き物調査

345 ９月 中央区 アカニシ 貝類 市民参加型生き物調査

346 ９月 中央区 サビシラトリ 貝類 市民参加型生き物調査

347 ９月 中央区 チンチロフサゴカイ その他 市民参加型生き物調査

348 ９月 中央区 アシナガモエビ 甲殻類 市民参加型生き物調査

349 ９月 中央区 チチュウカイミドリガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査

350 ９月 中央区 ガザミ 甲殻類 市民参加型生き物調査

351 ９月 中央区 マメコブシガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査
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352 ９月 中央区 ヒライソガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査

353 ９月 中央区 タカノケフサイソガニ 甲殻類 市民参加型生き物調査

354 ９月 中央区 ユビナガホンヤドカリ 甲殻類 市民参加型生き物調査

355 ９月 中央区 ニホンスナモグリ 甲殻類 市民参加型生き物調査

356 ９月 中央区 シロホヤ 貝類 市民参加型生き物調査

357 ９月 中央区 ヒメカノコアサリ 貝類 市民参加型生き物調査

358 ９月 中央区 タテジマイソギンチャク その他 市民参加型生き物調査

359 10月 緑区 アゲハ 昆虫類 チョウのなかま

360 10月 緑区 ヒガンバナ 植物

361 10月 緑区 アカボシゴマダラ 昆虫類 チョウのなかま

362 10月 花見川区 ヒガシニホントカゲ は虫類 ヒガシニホントカゲ
草野水路沿いの遊歩道を歩いていたら、足元の草陰に鮮やかな青い尻尾の生き物を見つけました。

体長は20cm位で、敷石の隙間に潜ろうとしていました。

363 10月 緑区 マルバハギ 植物 ハギの仲間だと思います。

364 10月 緑区 オオマツヨイグサ 植物 空き地に咲いていました。

365 10月 緑区 ヒガンバナ 植物 道端に咲いていました。

366 10月 緑区 ツユクサ 植物 ツユクサ
まだツユクサが咲いていました。 

１cmくらいの小さな花でした。

367 10月 緑区 ジョロウグモ クモ類 クモのなかま 前脚の先から後脚の先まで３～４cmくらい。

368 10月 緑区 キバナアキギリ 植物 菖蒲田の畔に咲いていました。

369 10月 緑区 キツネノマゴ 植物 ５mm程度の小さな花です。

370 10月 緑区 ヤブミョウガ 植物 鼻が終わると黒紫色の実になっていました。

371 10月 緑区 クリ 植物 歩道に栗が落ちていたので上を見ると栗の木に実がなっていました。

372 10月 緑区 ウラナミシジミ 昆虫類 チョウのなかま 萩の花の蜜を吸っているようでした。

373 10月 緑区 クルマバッタモドキ 昆虫類 バッタのなかま 道路上にいました。２cm程度の小さなバッタです。

374 10月 緑区 ウラギンシジミ 昆虫類 チョウのなかま 羽を広げると４cmくらい。羽根の表側は赤系の色でした。

375 10月 緑区 ノシメトンボ 昆虫類 トンボのなかま 池の上をたくさん飛んでいました。

376 10月 緑区 クルマバッタモドキ 昆虫類 バッタのなかま 草むらの中にいました。

377 10月 緑区 ニホンアカガエル 両生類 カエルのなかま 小型のカエル

378 10月 緑区 キタキチョウ 昆虫類 チョウのなかま 羽を広げると４～５cmくらいです。

379 10月 緑区 ノシメトンボ 昆虫類 トンボのなかま 少し赤みがかった色です。

380 10月 緑区 オオクモヘリカメムシ 昆虫類 カメムシのなかま 頭の先からお尻まで２cmありません。

381 10月 緑区 オオハナアブ 昆虫類 体長２cm前後

382 10月 緑区 ツルボ 植物 穂の長さは４～５cm

383 10月 緑区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま 百日草の蜜を吸っているようでした。

384 10月 緑区 シロオビノメイガ 昆虫類 羽を広げた幅は２～３cm

385 10月 緑区 シロヘリクチブトカメムシ 昆虫類 カメムシのなかま 体長１.5cmくらいです。

386 10月 美浜区 マツヘリカメムシ 昆虫類 カメムシのなかま
大量発生しています 

387 10月 美浜区 ジャコウアゲハ 昆虫類 チョウのなかま

388 10月 美浜区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま

389 10月 美浜区 ジャコウアゲハ 昆虫類 チョウのなかま

390 10月 美浜区 ギンツバメ 昆虫類

391 10月 中央区 シロバナマンジュシャゲ 植物 白と赤のヒガンバナが公園に咲いていました。

392 10月 中央区 ヒガンバナ 植物 白と赤のヒガンバナが公園に咲いていました。

393 10月 中央区 カキノキ 植物 公園の木に柿が実っていました。

394 10月 中央区 タバコシバンムシ 昆虫類
家の中にいつの間にか何匹か飛んでいます。 

2ミリ程の小さな虫ですが、なんの虫か分かりません。

395 10月 花見川区 ベニシジミ 昆虫類 チョウのなかま 2cm 弱くらいの小さい蝶です。
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396 10月 花見川区 アカボシゴマダラ 昆虫類 チョウのなかま 綺麗な蝶です。

397 10月 花見川区 ウシアブ 昆虫類 窓ガラスに止まってじーっとしています。

398 10月 花見川区 ベンケイガニ 甲殻類 幅2～3cm くらいでしょうか。逃げられないようにそーっと撮影しました。

399 10月 花見川区 ホシハラビロヘリカメムシ 昆虫類 カメムシのなかま 体長は1cm くらい。カメムシに似ていますけど、何という名前でしょうか？

400 10月 花見川区 ホソヘリカメムシ 昆虫類 カメムシのなかま 体長は1cm 強。クワガタのようにどっしり構えています。

401 10月 花見川区 マクラギヤスデ その他 体長2cm くらい。2匹いました。動きはそれほど速くないです。

402 10月 若葉区 ベニヤマタケ 植物 小さいがあざやかなキノコ

403 10月 若葉区 イグチ科の一種 植物 こんなに大きなキノコ？見たことありません

404 10月 若葉区 シロヨメナ 植物 小さくかわいい花

405 10月 若葉区 ニホンカナヘビ は虫類 ニホンカナヘビ 何トカゲでしょうか

406 10月 中央区 ナガサキアゲハ 昆虫類 チョウのなかま 少し動きが鈍かったです。

407 10月 花見川区 アオバハゴロモ 昆虫類 体長1cm 弱の小さな蝶です。

408 10月 花見川区 セスジスズメ 昆虫類 5cm 以上ある大きな蛾です。

409 10月 花見川区 クロオオアリ 昆虫類 羽のある蟻がたくさん。

410 10月 中央区 ニラ 植物 公園にニラのような花が咲いていました。

411 10月 中央区 キンモクセイ 植物 公園にキンモクセイが咲いていました。

412 10月 花見川区 シロテンハナムグリ 昆虫類 夏の写真ですが美味しそうに蜜を吸っている感じです。

413 10月 花見川区 ツクツクボウシ 昆虫類 セミのなかま 体長2~3cm の小さなセミ。目の色が変わってます。

414 10月 花見川区 ヨツスジトラカミキリ 昆虫類 体長3cm くらい。あまり動かない。初めて見ました。

415 10月 花見川区 ツユクサ 植物 ツユクサ ひっそりと可憐に咲いてました。

416 10月 稲毛区 コガネムシ科の一種 昆虫類 何かの甲虫の幼虫です。庭の土を掘ったら何匹か出てきました。3-4cmくらいです。

417 10月 緑区 ツチイナゴ 昆虫類 バッタのなかま 落花生収穫時にいました。

418 10月 花見川区 アワダチソウグンバイ 昆虫類 体長5mm くらい。とても小さい虫です。

419 10月 花見川区 アキアカネ 昆虫類 トンボのなかま 秋を感じます。

420 10月 花見川区 ビロウドコガネ 昆虫類 体長1cm ないくらいの小さな虫がいました。名前わかりません。

421 10月 花見川区 サトキマダラヒカゲ 昆虫類 チョウのなかま 体長は5cm くらい。

422 10月 花見川区 コガネグモ クモ類 クモのなかま 夏より秋の方が蜘蛛の巣がたくさんあるような気がします。

423 10月 花見川区 アシダカグモ クモ類 クモのなかま 洗面所で見つけました。大人の手の平くらいの巨大蜘蛛です。ゾッとしました。

424 10月 花見川区 キオビツチバチ 昆虫類 体長2~3cm 。よく見えませんが2匹写っています。名前わかりません。

425 10月 花見川区 ヒロヘリアオイラガ 昆虫類 秋なのに、これから羽化するのかな？

426 10月 花見川区 ダイサギ 鳥類 サギのなかま カメラを向けたら飛び立ってしまいました。

427 10月 花見川区 ミツバアケビ 植物 だんだん熟れてきて遂にバックリ割れました。

428 10月 若葉区 カルガモ 鳥類 カモのなかま 大池にいました。

429 10月 稲毛区 クダマキモドキ 昆虫類 バッタのなかま 大きさは5-6cmくらいでした。

430 10月 緑区 アメリカイヌホオズキ 植物

431 10月 緑区 コカマキリ 昆虫類 カマキリのなかま 腕の内側に綺麗な模様がありました。

432 10月 稲毛区 アゲハ 昆虫類 チョウのなかま 茶色っぽいです

433 10月 中央区 セイヨウタンポポ 植物 タンポポのなかま

434 10月 若葉区 ノハラアザミ 植物

435 10月 若葉区 イヌタデ 植物

436 10月 緑区 担子菌類の一種 菌類

437 10月 花見川区 シマヘビ は虫類 体長30cm くらい。まだ赤ちゃんですね。これから冬眠するのかな。

438 10月 美浜区 ニホンカワトンボ 昆虫類 トンボのなかま 静かに葉っぱにとまっていたのを捕まえました。

439 10月 美浜区 ツチイナゴ 昆虫類 バッタのなかま
南房総市にキャンプに行った時に見つけました。

陽の当たる葉っぱの上でじっとしていました。虫かごに入れると元気に飛び跳ねました。

440 10月 美浜区 オオカマキリ 昆虫類 カマキリのなかま

南房総市にキャンプに行った時に見つけました。

車道にじっとしていたので捕まえて草むらに放しました。

指でつまんで持ち上げると、鎌を高く上げて威嚇してきました。
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441 10月 稲毛区 ショウリョウバッタモドキ 昆虫類 バッタのなかま 後ろ脚をしっかり畳んでいました。

442 10月 花見川区 ヒメハラナガツチバチ 昆虫類 体長は2cm くらい。

443 10月 花見川区 ナミテントウ 昆虫類 テントウムシのなかま 体長は5mm くらい。

444 10月 花見川区 エンマコオロギ 昆虫類 バッタのなかま 平凡ですが秋の代表ですね。

445 10月 花見川区 トビズムカデ その他 体長10cm はある大きなムカデです。ちょっとびっくりしました。

446 10月 花見川区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま 羽を広げると7~8cm くらいでしょうか。秋の日だまりで平和そうです。

447 10月 緑区 トノサマバッタ 昆虫類 バッタのなかま ばからしい顔をしながら草の中を歩いていた。

448 10月 緑区 ハラビロカマキリ 昆虫類 カマキリのなかま 校庭の近くのコンクリートの上で威嚇している。

449 10月 緑区 トノサマバッタ 昆虫類 バッタのなかま 交尾して落ち着いていた。

450 10月 緑区 ハラビロカマキリ 昆虫類 カマキリのなかま コンクリートの壁を必死にのぼっていた。

451 10月 緑区 オオカマキリ 昆虫類 カマキリのなかま ヒナバッタを食べていた。おいしそうだった。頭からゆっくり食べていた。

452 10月 緑区 クビキリギス 昆虫類 バッタのなかま かなり興奮していて、飛ぶペースがはやく、また手に取ろうとしたときに噛んできた。

453 10月 緑区 オオシロフクモバチ 昆虫類 裏の草むらの中を歩いていた。

454 10月 緑区 トノサマバッタ 昆虫類 バッタのなかま 草むらにいるときはおとなしいけど、手に取るとよく暴れる。

455 10月 若葉区 アメリカザリガニ 甲殻類

456 10月 若葉区 オニヤンマ 昆虫類 トンボのなかま

457 10月 若葉区 アメリカセンダングサ 植物

458 10月 若葉区 ツリフネソウ 植物

459 10月 若葉区 シャクチリソバ 植物

460 10月 若葉区 ニホンカナヘビ は虫類 ニホンカナヘビ

461 10月 若葉区 クロコノマチョウ 昆虫類 チョウのなかま

462 10月 若葉区 ナガコガネグモ クモ類 クモのなかま

463 10月 若葉区 カントウヨメナ 植物

464 10月 若葉区 ツユクサ 植物 ツユクサ

465 10月 若葉区 コバネイナゴ 昆虫類 バッタのなかま

466 10月 若葉区 ハリゲコモリグモ クモ類 クモのなかま 足が白く、体は黒っぽかった

467 10月 若葉区 アカバナ 植物

468 10月 緑区 ノゲシ 植物 草丈は40～50cm程度。

469 10月 緑区 イヌタデ 植物 穂の長さは2,3cm

470 10月 緑区 キツネノマゴ 植物 花のつき方は胡麻の花のようだが、草丈は10～15cm程度

471 10月 緑区 ミズヒキ 植物 林の中に咲いていました。

472 10月 緑区 カントウヨメナ 植物 ヒメジョオンに似た花ですが葉が違うようです。

473 10月 緑区 ハナタデ 植物 とても小さい花ですが密集しているとなかなかきれいです。

474 10月 緑区 ヨモギ 植物 道端に生えていました。

475 10月 緑区 キタキチョウ 昆虫類 チョウのなかま

476 10月 緑区 シラカシ 植物 小さくて丸いドングリです。

477 10月 緑区 ヤマトシジミ 昆虫類 チョウのなかま

478 10月 緑区 ガマズミ 植物

479 10月 緑区 アオサギ 鳥類 サギのなかま

480 10月 緑区 タイアザミ 植物

481 10月 緑区 オオアオイトトンボ 昆虫類 トンボのなかま

482 10月 緑区 アキアカネ 昆虫類 トンボのなかま

483 10月 緑区 コナラ 植物 何のドングリですか？

484 10月 緑区 オオアオイトトンボ 昆虫類 トンボのなかま

485 10月 緑区 ヤマトシジミ 昆虫類 チョウのなかま カタバミの花の蜜を吸っているようでした。

486 10月 花見川区 タケノホソクロバ 昆虫類 体長1.5cm くらい。そわそわ動き回っています。

487 10月 花見川区 ツマグロヒョウモン 昆虫類 チョウのなかま 秋の日だまりで見つけました。横幅7~8cm くらいです。

488 10月 花見川区 コアオマルガタゴミムシ 昆虫類 体長は1cm 以下。小さいですが、ちょこちょことよく動き回ります。
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489 12月 美浜区 ヒドリガモ 鳥類 カモのなかま 鴨が集う季節がやって来ました。  海を眺めている姿に、癒されます。

490 12月 中央区 サザンカ 植物 たくさんの花をつけていました。

491 12月 中央区 ハクセキレイ 鳥類 セキレイのなかま

492 12月 中央区 サザンカ 植物

493 12月 花見川区 リンゴケンモン 昆虫類 体長2cm くらい。ちょっと鮮やかです。

494 12月 花見川区 アシダカグモ クモ類 クモのなかま
大人の手のひらくらいある大きな蜘蛛が居間に,,,。

背筋がゾッとし、凍りつきました。トイレに追い立て紙パックで捕らえて捨てました。

495 12月 花見川区 モズ 鳥類 モズ 青空をバックに可愛く撮れました。

496 12月 花見川区 ミヤマチャバネセセリ 昆虫類 チョウのなかま 体長2cm 弱くらい。

497 12月 花見川区 クロマダラソテツシジミ 昆虫類 チョウのなかま 体長1cm くらい。冬の暖かな日だまりで気持ちよさそうです。

498 12月 花見川区 ホンドタヌキ ほ乳類 タヌキ ここで見かけたのは初めてです。皮膚の状態から疥癬症かと思います。

499 12月 緑区 シジュウカラ 鳥類 シジュウカラ 体長15cmくらい

500 12月 中央区 ツタバウンラン 植物

501 12月 中央区 ハシボソガラス 鳥類

502 12月 中央区 オニタビラコ 植物

503 12月 中央区 セイヨウタンポポ 植物 タンポポのなかま

504 12月 中央区 アメリカイヌホオズキ 植物

505 12月 中央区 ヒメツルソバ 植物

506 12月 中央区 ヨモギ 植物

507 12月 中央区 イヌホオズキ 植物

508 12月 中央区 オオバン 鳥類 オオバン

509 12月 中央区 ハシブトガラス 鳥類

510 12月 美浜区 ミナミメンフクロウ 鳥類
マンションの駐輪場に停めてあった自転車に、フクロウが居ました。 

撮影中に飛び去りました。

511 12月 中央区 イヌホオズキ 植物

512 12月 中央区 アメリカフウロ 植物

513 12月 若葉区 ムクドリ 鳥類 ムクドリ

514 12月 緑区 クロヒラタアブ 昆虫類 体長1～1.5cmくらい

515 12月 緑区 ホソヒラタアブ 昆虫類 体長１cm程度

516 12月 緑区 クロバエ科の一種 昆虫類 体長１cm未満

517 12月 緑区 オオバン 鳥類 オオバン 時々潜って餌を取っているようでした。

518 12月 緑区 コシボソガガンボ科の一種 昆虫類 翅の長さ１cm程度

519 12月 緑区 マガモ 鳥類 カモのなかま マガモのように見えるけど、首が緑色というより青い感じ。

520 12月 緑区 シジュウカラ 鳥類 シジュウカラ 葦の茂みに出たり入ったりしたいました。

521 12月 緑区 マガモ 鳥類 カモのなかま 首が鮮やかに輝く緑色だったのでマガモかと思います。

522 12月 緑区 カイツブリ 鳥類 かなり遠くだったので写りが悪いですが、餌を取りに潜る時は結構長い時間潜っていました。

523 12月 緑区 ヒヨドリ 鳥類 体長15cm程度かと思います。

524 12月 緑区 ヒヨドリ 鳥類 体長は20cm近くあるように見えました。

525 12月 緑区 アカネ属の一種 昆虫類 トンボのなかま この時期にトンボを見るとは思いませんでした。

526 12月 中央区 ツワブキ 植物

527 12月 美浜区 ユリカモメ 鳥類

528 12月 美浜区 ハマシギ 鳥類

529 12月 美浜区 イソガニ 甲殻類

530 12月 美浜区 アサリ 貝類

531 12月 美浜区 マテガイ 貝類

532 12月 美浜区 ヨコフカニグモ クモ類 クモのなかま

533 12月 美浜区 シオフキガイ 貝類

534 12月 美浜区 ミドリイガイ 貝類
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535 12月 美浜区 ツノガイ科の一種 貝類

536 12月 美浜区 ハマオモト 植物

537 12月 美浜区 コマユバチ科 昆虫類

538 12月 美浜区 セイヨウタンポポ 植物 タンポポのなかま

539 12月 美浜区 シロツメクサ 植物

540 12月 美浜区 ハマヒルガオ 植物

541 12月 美浜区 ヤツデ 植物

542 12月 花見川区 チャエダシャク 昆虫類 体長2～3cm 。冬の日だまりで気持ちよさそうです。

543 12月 花見川区 マユミ 植物 小粒の赤が可愛いです。

544 12月 花見川区 コカマキリ 昆虫類 カマキリのなかま もう年末なのに。きっと暖かい日差しに誘われて出てきたんでしょうね。動きが鈍いです。

545 12月 花見川区 ウリハムシ 昆虫類 体長5mm くらい。暖かい日だまりで元気よく動き回っていました。

546 12月 若葉区 アブラゼミ 昆虫類 セミのなかま

547 12月 若葉区 アオキ 植物

548 12月 若葉区 マンリョウ 植物

549 12月 若葉区 ヤブラン 植物

550 12月 花見川区 ムクロジ 植物 大晦日の夕陽に映えてました。


