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東京竹芝から南に約 1,000km、唯一の定期船「おがさわら丸」で約 24 時間のところに位置する
「小笠原諸島」。おがさわら丸が停泊する父島に「都立大神山公園」があり、園内には小笠原諸島の
歴史･文化･自然などの情報をたくさん揃えた「小笠原ビジターセンター」があります。
無料リーフレットやインターネット FREE SPOT もありますので、お気軽にお立ち寄りください。
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ビジターセンター TOPICS
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特別展
「遊歩道の固有植物

～父島編(仮)」
開始
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クジラの
骨格勉強会

出港

にっぽん丸

出港

「寫眞で見る小笠原展」
～返還五十周年を迎えて～

特別展

小笠原諸島は 2018 年で返還 50

周年を迎えました。戦前や米軍統

治時代の様子、やっと迎えた返還

式典、返還後～昭和 60 年代の風

景と生活を写した写真を中心に展

示しています。写真のひとコマか

ら時代の流れを感じてください。
昭和 62 年 7 月の大村の街並み

「クジラ展」特別展

母島に漂着したコビレゴンドウの骨格を使い、
実際に組立ながらクジラについて勉強をします。

クジラの骨格勉強会

講　師：岡本 亮介（小笠原ホエールウォッチング協会）

日　時：４月２１日（日）　10:00 ～ 12:00、15:00 ～ 17:00

場　所：ビジターセンター新館ホール

《応募方法》　申し込みは、4/10 ～ 4/16(4/14、 4/15 は休館日のため除く )

　　　　　　のビジターセンター開館中（8:30 ～ 17:00）、電話にて受け

　　　　　　付けます。募集人数は、各回、先着 20 名です。

《申し込み先》　小笠原ビジターセンター　04998-2-3001

父島遊歩道で見られる固有の植物についてご案内します。

「遊歩道の固有植物 ～ 父島編(仮）」特別展

～骨からわかるクジラのこと～

特別展「寫眞で見る小笠原展」は4月7日（日）終了です。

実物大のザトウクジラ ( 紙製 ) の展示や、マダライルカの全
身骨格標本、アカボウクジラの頭骨などの展示があります。
鯨類は人間と同じ哺乳類ですが、骨格がどう違うのか？
ぜひ見比べてみてください。

マダライルカの全身骨格標本 アカボウクジラの頭骨標本

特別展
「寫眞で見る小笠原」

終了

GWイベントの詳細は近日別紙にてお知らせします。
どのイベントも予約不要・参加無料です！

アサヒエビネ ムニンフトモモ ムニンシャシャンボ

4/28から
開催です



ビジターセンターでのイベント情報や、園内を中心

とした見頃の動植物情報などをリアルタイムに紹介！

ぜひ一度ご覧ください♪

小笠原ビジターセンター・大神山公園サービスセンター

お客様サポートセンター ( 協会の事業全般に関するお問い合わせ )
TEL 03-3232-3038 
※8:30 ～ 17:30( 土日･祝日･年末年始を除く )

指定管理者：公益財団法人　東京都公園協会

〒100-2101 東京都小笠原村父島字西町小笠原ビジターセンター内
TEL 04998-2-7170 ※8:00 ～ 17:30 (12:00 ～ 13:30 休憩・年中無休 )

Twitter
平日毎日更新!!

Twitterアカウント
@OgasawaraOogami

<アクセス >
おがさわら丸船着場から徒歩 5分

ホームページ
ＱＲコード

見ごろの園内植物

大神山公園 TOPICS

クサトベラ

②雄しべは蕾の

中で見られま

す。開花前に花

粉は雌しべに保

存されます。

①紫色のライン

がある白い

扇形の花です。

③咲いた花では雌しべの先が曲がり、雄し

べはしおれています。

咲いてすぐ、雌しべが

別の花へ花粉を提供し

ます。
雄しべ

花

花粉を運ぶ

セイヨウミツバチ

種子を運ぶメジロ

クサトベラ科  広域分布種

常緑低木で、大神山地区山頂付近と

大村中央地区全域で数多く生育して

います。特に、コミュニティ広場で

は蕾、花、果実とさまざまな生長段

階が、通年観察できます。花には自
家受粉では受精しないしくみがあり
ます。

実 丸い果実で、はじ

め黄緑色、熟すと

白くなります。

海流散布　海に長時間浮かび

               海流に乗って太平洋からインド洋

               にかけての熱帯・亜熱帯に分布し 

            　ています。

動物散布　鳥に食べられます。

種横断面

種子が 2 つ入っています。

種縦断面

種子

内果皮

コルク層

開いた蕾の中

④その後雌しべの先か

ら柱頭が出て別の花か

ら花粉を受け取ります。

種

①

②

③

④

オカヤドカリ
小笠原でよく見るのはムラサキオカヤドカリで、その多くがアフリカマイマイ

の殻を背負っています ( 写真左側 )。国の天然記念物に指定されており、成長

するとこぶし位の大きさになる個体もいます。夜行性のため日中は海岸近くの

林の中、落ち葉の下などにいることが多いです。砂浜で足跡が見られることも

あります。

( 通年、年に数回 )

　　　小笠原村産業祭　4月 29 日 ( 月・祝 )
お祭り広場で今年も産業祭が開催されます！

島食材の料理や工芸品の展示・販売などの夜店が並び、ステージイベント

も行われます♪島の産業・特産品がまるごと体験できるイベントです。

今月のイベント！

アカガシラカラスバト ( 通年、月に数回 )アオウミガメ

オガサワラオオコウモリ
( 通年、年に数回 )

(4 月～ 9 月頃 )

あかぽ
っぽと

呼ばれ
ている

よ！

大神山公園で会える
　貴重な動物たち
時々または年に 1回会えるか会えないか？！⁉
会えたらラッキー♪な動物たちを紹介します！

小笠原諸島はアオウミガメの日本最大の繁殖

地となっていて、4 月下旬から９月上旬まで

母ガメが産卵のため海岸に上陸します。

産卵後、卵は 50 ～ 60 日で孵化し、子ガメ

は夜間に巣穴を脱出し、海へと向かいます。また大村海岸では

小笠原海洋センターによる「ウミガメ放流会」がさまざまなイベン

ト時に開催されます。開催日につきましては大神山公園サービスセ

ンターまでお問い合わせください。

ウミガ
メ放流

会

産卵のため上陸

　小笠原の固有亜種で、国の天然記念物にも指定されてい

　ます。大神山では海側の園路で目撃されることが多いで

　　す。成鳥は頭部が紫色で『あかぽっぽ』と呼ばれるの

　　に対して、幼鳥は頭部が黒色なので

　　『くろぽっぽ』と呼ばれています。

　　　　昨年はガジュマルの実を食べに

　　　　お祭り広場にも来てくれました♪

　

小笠原諸島唯一の固有哺乳類で天然記念物。

翼幅は約 80cm で、体重は 400 ～ 550ｇ

程度です。果実や花蜜・花粉、葉を食べ、

水分のみを飲み込んで繊維質 ( ペレット ) は

吐き出します。園内でも時期によって、モモ

タマナの実やインドボダイジュの葉の食痕と

　ペレットがたくさん落ちています。

　　　夜行性なので、夜の園内で会える

　　　　　　　かもしれません！

幼
鳥

色々な殻を背負っているよ。


