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越谷北高校新聞部と大宮西高校新聞

ミなどの

ブツノゼ

ルヨツコ

部が、国立科学博物館にて開催され

昆虫の展

日（木）、抽選で選ばれた

た特別展「昆虫」のプレス内覧会兼

示や、個

７月

開会式に、高校生記者として一般報

人の標本

特別展「昆虫」は、最近昆虫
が注目を集めていることや、世

・

せ、その土の上から光を当て、そして光

を嫌う土の中の虫がフルイから落ち、虫

だけが採集できる装置だ。虫が採取でき

るろ過の装置とも言える。

採取された虫はピンセットで回収され、

研究される。きわめて小さな虫を採取す

いる。また、本展では多種多様

ていることを受けて開催されて

示している「Ｇの部屋」（迂回ルー

から集め、その標本や実物を展

また、ある昆虫だけを世界中

ラベルも見物である。

行われている。虫の下の極小文字の標本

要があるため、機械に任せず人の手にて

・

な昆虫の体の仕組みや能力、生

ト有り）、昆虫の裏側も見られる

の中に昆虫の本が数多く出回っ

態について多角的に紹介されて

「 度回転画像」などの展示もさ

いる。

見どころが特別展史上
最大クラス！

れている。

「苦手な方、心臓が弱い方は、

どうぞ迂回ルートをお通りくだ

さい」と書かれたＧの部屋。あ

の茶翅や高速で走り回るゴキブ

リとは違う、緑色の美しいケラ

ンマルゴキブリやキイロテント

㎜も

ウゴキブリなど色鮮やかなゴキ

ブリもいる。一方で体長

あるオオマダガスカルゴキブリ

の姿は、見るとすぐに展示窓か

ら離れたくなるほどだ。

井手先生に聞いてみた
極めて小さな虫の 捕まえ方とは

今回、このプレス内覧会にて

開催されている。応募者や応募者にとっ

て大切な人の名前が、「青蜂の新種」の学

名になる、
「新種昆虫ネーミングキャン

ペーン」などが用意されている。

特別展「昆虫」では昆虫の能力や生態

がどのようにして人間の社会に活かされ

ているのかということも知ることができ

る。昆虫に親しみ、昆虫に学ぶ「昆活」

をしに行ってみてはどうだろうか。

ヤンバルテナガコガネ

１９８４年に新種として記載された、日

本最大の甲虫である。沖縄県の沖縄本島北

端部の「山原（やんばる）
」と呼ばれる森

林地帯のみに生息する。

気候変動への意識が高まってきている。

目玉となっているのは、イン
ド洋マダガスカルにて発見され
た「青蜂の新種」、世界に一点
しか存在しない「ヤンバルテナ
ガコガネ」のホロタイプ標本な
ど。会場に入り圧倒されるほど
貴重な標本が展示されている。
この他にも、約２ｍの蝶や蝉、
蚊の巨大模型や琥珀の中に閉じ
込められた状態で発見された、
日本初公開の絶滅目「アリエノ
プテラ目」。昆虫かどうか 疑いた

監修の先生方に昆虫や昆虫採集

特別展「昆虫」では多くのイベントも

見るだけでなく動いても学ぶ
昆活企画（イベント）

を傷つけないように細心の注意を払う必

る際には専用のピンセットや、ストロー
コレク
のように吸い上げて集める吸虫管などを
ションをはじめ数万点の昆虫標
本を集めた「標本回廊」もある。 使い、採取を行うそうだ。虫の採取は虫

道記者の中に混じり参加した。
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くなるほど鮮やかな色のボディ

についての貴重な話を伺った。

本種はオスが最大 ㎜ほど、メスが最大

㎜ほどになり、オスの前脚が長く前方に

意味：意識

上野の国立科学博物館にて７月 13 日（金）から 10 月 8 日（月・祝）にか
けて、
「昆虫」をテーマとした初めての大型特別展「昆虫」が開催されている。

No.1158
を持つ昆虫や奇抜な形をしたマ

例えば、体長１、２㎜ほどの極

めて小さな昆虫の採集方法。こ

伸びているのが特徴である。長く伸びた前

脚脛節の内側には大きなトゲが１本生じて

いる。前胸は横長の楕円形で金緑色をして

おり、胴部後方は黒色で緑銅色の光沢を帯

びる。オスは前翅（上翅）の黄色の模様は

少ないが、メスではかなりはっきりと黄色

の模様が現れる。

入試頻出英単語：awareness（名詞） There is a growing awareness of climate change.

Ｇの部屋

れは、まず初めに土ごと回収し、

虫を採集する。ツルグレン装置

65
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は回収した土をフルイの上に乗

60

＊ホロタイプ標本とは
その種の学名の基準となる唯一の標本。
HOLOTYPE と書かれた赤いラベルが、付けられている。

全長約２ｍオオクワガタの巨大模型

この虫たちもＧ？

探して、見よう
昆虫トリビア

人生の

昆虫

360

その後ツルグレン装置を使って

の３５倍模型

実物
体長５mm

マルヨツコブツノゼミ

大先輩から学ぶ
生命の神秘と謎
特別展

日本最大の甲虫 (60mm) ヤンバルテナガコガネ
世界に１点だけの貴重なホロタイプ標本

夢を昆虫に託して

センター試験前日まで研究を

監修の先生方に本展の見どころや高校生時代の思い出、いつ頃から昆虫に

なぜその虫を研究しよ
野村「最近の高校生は虫

Ｑ４

野村「中学の時に研究家
を嫌う人が多いのですが、

Ｑ５ 高校生にメッセージ
をお願いします

いうサークルに通って、中

の大石さんのアリヅカムシ
虫をたくさん知ってもらっ

うと思ったのですか

学校や高校の先輩から、標

（体長１㎜から２㎜程度）の

主張

井手「虫に興味を持って

本の作り方を学びました。

イナーな虫であるという点

ほしいです。虫を知ること

て嫌いにならないでほしい

で面白く感じ、また研究し

で自然の見え方が変わり、

研究に興味を持ちました。

ている人が少ないため、自

自分の世界観が広がりま

学校ではできないようなこ

分だけが、アリヅカムシに

す。一つでもいいから好き

います」
丸山「周りの目を気に
せず、自分が興味を持っ
ているものを追究してほ
しいです。楽しいことは
人に見せるためにあるわ
けではないので。
好きなことを持つこと
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興味を持ったのかなどの質問をし、昆虫の魅力について聞いた。

Ｑ１ 本展の見どこ
ろを教えてく
ださい
野村「５万点を超

ついて知ることができる、

な虫を見つけてその虫の名

です。これがこの展示の目

とを数多く教わりました」
井手「高校で生物部に所属

そのことが嬉しかったから

アリヅカムシは名前のない

されています。研究
し、３年間ずっと昆虫の研究

える昆虫標本が展示
家がどのような姿勢
をしていました。土日も休ま

野村「４、５歳の時に興

前を覚えてもらえればと思

的でもあります」

で昆虫を研究してい
ず、センター試験前日でさえ

付いた花粉を挟み込
味を持ち、昆虫を捕まえて

です」

種が多くいます。非常にマ

るのかを見ることが
活動し、ほぼ毎日夜遅くまで
研究にうちこんでいました」

できます」
井手「まず巨大模
ダーフォーゲル部に入って

丸山「高校時代は、ワン

す。細かいところま
高山植物の収集をしていま

型を見てほしいで
で忠実に再現されて
した」
Ｑ３ いつ頃から昆虫に興

います。二ホンミツ
バチで言えば、前脚

んで落とすアンテナ
飼っていました。他にも勉

味を持ちましたか

クリーナーや花粉を
強やスポーツなど、趣味は

の根本にある、体に

溜め込む花粉バス

皆さんは「昆虫」と
聞いてどんなことを連
想するだろうか。「気
持ち悪い」「触りたく
ない」と感じる人も多
いのではないだろう
か。
なぜそのように感じ
るのか。それは、生ま
れ育った環境によって
身近に昆虫がいたの
か、いなかったのかで
違いが生まれる。近年
ホームセンターに行け
ば山や森に行かなくて
も、気軽にカブトムシ
やクワガタを買うこと
ができる。今では昆虫
＝商品になってしまっ
ているのである。やは
り、子どもが自然の中
で冒険し、昆虫に出会
う喜びが昆虫採集の一
番の醍醐味なのではな
いか。
７月 日 木
( に
)国
立科学博物館で行われ
た特別展「昆虫」のプ
レス内覧会に新聞部と
して参加した。日常で

ス内覧会にも行きたいと
は思わなかったけれど、
今ではこの夏休みに昆虫
探しにでも行きたいと思
うまでになった。また、
普段体験することのない
プレス内覧会での取材は
実際に一般報道陣に混
じって、専門の先生方か
ら話を聞き、越谷北高校
の新聞部員とその場に立
てたこともうれしかっ
た。
首都圏に住む私たち
は、普段から昆虫に向き
合うことはなかなかな
い。だからこそ特別展「昆
虫」は、まじまじと見る
ことのない昆虫を肌で感
じられる貴重なチャンス
なのだ。これまで昆虫に
対して抱いてきた価値観
も変わるかもしれない。
皆さんもこの夏、「昆
活」 昆
( 活とは、昆虫に
興味を持つ、学ぶ、採集
するなど昆虫にかかわる
すべての活動のこと し
)
てみてはどうか。

～昆虫は見た目で決めないで～

自分が知っている昆虫
でも、実は知らない昆
虫がたくさんあって、
こんなにもじっくりと
昆虫を見るのは初めて
だった。Ｇの部屋 ゴ
(
キブリの部屋 で
) は、
普段目にする焦げ茶色
で素早いゴキブリとは
違って、緑色の光沢や
テントウムシのように
きれいなゴキブリもい
た。前まではマイナス
な印象しかなかったゴ
キブリが今では少しは
かわいいと感じるよう
になった。
展示を見終わった
後、昆虫は多様性に満
ちあふれていて、自然
を豊かにする素晴らし
い生き物だと気付かさ
れた。そして、男女年
齢関係なく多くの人々
を魅了する昆虫が多数
いるということも知っ
た。特別展「昆虫」に
行く前までは昆虫に興
味はなかったし、プレ

当日券

は生きるための糧になり

「昆虫」

ケットも綺麗に再現

休館日：9 月 3 日、10 日、18 日、25 日
開館時間 午前 9 時～午後 5 時
金曜・土曜日は午後 8 時まで 8 月 12 ～ 16 日・19 日は午後６時まで

ます。どんな職について

特別展

数多くありました」
丸山「３歳くらいの時に

東京メトロ「上野」駅から徒歩１０分
京成線「京成上野」駅から徒歩１０分

も好きなことを大切にし
てください」

ＪＲ「上野」 駅から徒歩５分

されています。ここ

井手「もともとは生き

昆虫に対する熱意が伝
わる先生方の話だった。

会場へのアクセス

都会でカマキリを見て衝撃
を受けました。

ゾウムシが虫こぶを作る

ものが好きくらいでした。

初めて自分で標本を作りま

ことから、虫こぶに興味

小学校の夏休みの課題で
した」

を持ちはじめ、虫こぶを
作る面白い虫を探してい
たところ、大学院生の時
にタマバチと出会い、今

九州大学総合研究博物館

600 円
円
公式ホームページ http://www.konchuten.jp/

（午後５時以降
金曜・土曜限定ペア得ナイト券 ２名同時入場）2000

までしっかりと作り
こまれている模型は
なかなかないので、
個人的にはこの巨大
模型を、一番に見て
ほしいです」
Ｑ２ 高校時代の思い
出は何ですか

に至ります」

新聞部員の取材を受ける井手竜也先生

丸山宗利先生

1600 円

一般・大学生
小・中・高校生

野村「高校は佐賀

丸山「共生の分野の研
究は日本人で一人でした。

県のそれほど厳しく
ない学校で、生物部

のが面白かったからです」

でした。
国立科学博物館動物研究部
野村周平先生

新種をたくさん見つける
小学５年生の時に
入った昆虫同好会と

二ホンミツバチの巨大模型を後ろに

