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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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特別展

「遊歩道の固有植物 父島編」

小笠原諸島はかつて一度も陸続きになったことがない海洋島。父島

の遊歩道にも、偶然にたどり着いた種が独自の進化を遂げ、固有種

となった植物が生育しています。ここにしかない植物を見に出掛け

てみませんか？展示では、父島の遊歩道で見ることができる植物の

場所や見ごろの植物などを紹介しています♪

飛鳥Ⅱ

入出港

にっぽん丸

講演会

ビジターセンター正面玄関前にて

七 夕 飾 り
7 月 3 日 ～ 7 月 7 日

短冊に願い事を書いて

笹に飾ってね♪

ヤロード

サンゴ礁生態系の一員であるオニヒトデ。

しかし、ひとたび大発生するとサンゴに深刻なダメージを与えます。

小笠原特有のサンゴ群集を守りながら、

オニヒトデと共存するためには…。

《主催》小笠原自然文化研究所

《協力》公益財団法人 東京都公園協会
　　　 ボニンインタープリター協会
※問合せ　小笠原ビジターセンター　04998-2-3001

講演会

日　時：７月１3 日（土）　19:00 ～ 21:00
場　所：ビジターセンター新館ホール

「敵か、味方か。
小笠原のサンゴとオニヒトデ」

講演者：佐々木　哲朗（小笠原自然文化研究所）
　　　　　飴田　洋祐（小笠原自然文化研究所）

夏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！

7/24,27,8/3

13:00～、14:00～
各回先着１０名程度

ビジターセンター周辺を解説員と一緒に
巡って、身近な小笠原の自然を体験しよう！
※雨天時は館内解説ウォークに変更
　

ミニガイドウォーク



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

大神山公園 TOPICS

ゲゲゲハウス

更衣室
シャワー

親水護岸

海岸の西側も

サンゴ・魚が

多く見られま

す。

ビーチはサンゴダストでできています。

サンゴダストは、サンゴが死んだあとに

波で砕かれたサンゴの骨格のカケラです。

アオウミガメ

お祭り広場

ビジター
センター

大村海岸の
生きものたち

親水護岸に沿っ

てサンゴ・魚が

多く見られます。

ユウゼン
体長 15cm

小笠原と八丈島は多く、

それ以外の地域では稀で

す。体表の色彩が友禅染

に似ています。

ネムリブカ ツノダシ

ムラサキオカヤドカリ

クロナマコ

ハナヤサイサンゴ
の一種

5 ～ 8 月アオウミガメ

が上陸して産卵します。

日本固有種

アザミサンゴ

体長 1.6m ほど

ホワイトチップとも呼ば

れています。おとなしい

ですが、不用意に近づか

ないようにしてください。

体長 15cm

長く伸びた背びれが特徴

です。ハタタテダイに似

ていますが、尾びれが黒

いので識別できます。

群体はカリフラワーのよ

うな形になります。ピン

ク色の他、紫色や緑色、

褐色など多彩です。

個々の個体はアザミの花

のような形です。群体は

塊状で数 m にもなりま

す。ポリプは昼間もよく

伸びています。

殻長　20cm

小笠原のシャコガイはす

べて本種と言われていま

す。開口部の色は青色の

他、紫色など多彩です。

シラナミガイ クロナマコ
体長 20cm ほど

体表一面に砂を付けてい

ます。海の砂についた有

機物を食べていて海の掃

除屋と言われています。

アオウミガメ
体長　1m ほど

脂肪が青 ( 緑 ) 色のため

その名がつきました。

主食の海藻類の色素が反

映されています。

天然記念物

体長 10cm ほど

大型の貝類が少ない小笠

原では、アフリカマイマ

イの殻を利用しています。

アオウミガメ上陸跡

見ごろの園内植物

海岸付近で見られる植物

花は 1 日で朱色になって落ちる。

葉には毛がありザラザラとする。

マメ科で黄色の花が咲く。

葉はビロード状で気持ちいい。

砂浜に生えるつる性植物。

葉は相撲の「軍配」の形に似る。

砂浜に自生し茎先に薄紫色
の花が咲く。葉はユーカリ

に似た香りがする。
草丈は約 1.5ｍ。葉も花も

大きく、花は甘い香りがする。

大神山で見られる植物

初夏に薄ピンク色の小さな

　　　　花が咲く。

「小笠原村の花」として親しまれ、

ロースードとも呼ばれている。

夏に桃色の涼しげな花が咲く。

貴重種だが個体数は多い。

オオハマボウと近縁種で、
葉には照りがあり、

ハート型のものが多い。

アロエに似た巨大な株から約６ｍ

もの花茎を伸ばし花を咲かせる。

植物の場所など詳しい情報はビジターセンターでお尋ねください！


