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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」。
その中で約 2,000 人が生活している父島に「都立大神山公園」があり、園内に小笠原諸島の歴史･文化･自然を紹介
する「小笠原ビジターセンター」があります。

特別展
「つ・な・が・る島々展」 特別展「小笠原の海の仲間たち」
～あなたは知っていますか？
小笠原の島々～

～Bonin Blueの生物多様性～
サンゴ、魚、貝、カニ、ナマコ、ウニ、
ヒトデ…小笠原の海の生きものを調べて
いくと、多様な自然が見えてきます。
展示では、他の海域では見ること
のできない小笠原らしい海の姿に
迫ります。

大小 30 余りの島々からなる小笠原諸
島。2013 年には西之島の南南東約
500m 付近で噴火があり、新しい陸
地が出現しました。西之島の最新情報
を含め、硫黄三島、沖ノ鳥島、南鳥島
など小笠原の島々を紹介します。
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展示中の
ビジターセンターで

(雨天の場合)館内解説ウォークに変更
身近な小笠原の
自然を体験しよう！
イベント開始時刻前
にVC受付カウンター
までお越しください。
＊特別展開催期間のみの展示となります。
展示生物は適宜変更となる場合がございます。
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特別展「小笠原の海の仲間たち」の展示を見ながら、詳しい解説をしていきます。
演者：佐々木 哲朗、飴田 洋祐 (小笠原自然文化研究所)
随時質問
＊応募方法など詳しくは別紙イベントポスター (9 月中旬発行 ) をご覧ください。
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歴史・文化・動植物情報
など、小笠原にまつわる
さまざまなリーフレット
をご用意しております。
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ビジターセンターでは、小笠原の歴史や文化、動植物などの情報・映像をたくさん揃えております
ので、お気軽にお立ち寄りください。( インターネット FREE SPOT)

小笠原には現在32種のサメが回遊・生息していますが
最も多く見られるのは次の6種です。

大村海岸でも、ネムリブカが優雅に
泳いでいることがあります♫

メジロザメ科
・小笠原の代表種で、サンゴの間で寝ているところをよく見かけます。
・分布は熱帯周辺の海域で、水深8～40mの浅い海に生息しています。
稀に水深300m以上の深海でも確認されています。
・体長は通常1.6mぐらいです。最大2.1mという例もあります。
・「ネコのような形の目」を持ち、背びれと尾びれの先端部に光沢を帯びた白い模様
があります。
・基本的に攻撃性は高くありませんが、執拗に関わろうとすると攻撃的になることも
あります。
・昼夜問わずに活動しています。昼は単独または小集団で海底や洞窟・窪みのなかで
じっとしているか、暗礁に沿ってゆっくりと遊泳しています。
夜には活動的になり、魚や甲殻類(エビやカニなど)、頭足類(タコやイカなど)を求め
てイシサンゴを砕いてしまうこともあります。
・群れをつくることが多く定住性であることは確かですが、ナワバリについては、は
っきりしていません。

サメに関するマメ知識！

＊ネムリブカ(通称；ホワイトチップ、島名；アイザメ)
＊シロワニ(島名；ワニザメ)
＊イタチザメ(島名；ウサバ)
＊アカシュモクザメ(島名；シュモク)
＊ヤジブカ
(島名；2種類ともメジロザメ)
＊ガラパゴスザメ

海の中にいるのは、ネブリブカのように性格が穏やかな
サメだけではありません。サメに出会ったときは刺激せず
にすみやかに船・陸へあがりましょう。
♫

①サメは哺乳類？それとも魚類？
答えは魚類！魚類は、軟骨魚類と硬骨魚類に分けることができます。
サメは軟骨魚類の仲間で、名前のとおり全身の骨格が丈夫な軟骨でで
きています。軟骨魚類の仲間には、サメ・エイ・ギンザメがいて、全
部で900種類くらい知られています。魚類は2万4000種くらいいる
ので、30分の1が軟骨魚類になります。
②サメの卵といえばキャビア?
キャビアは「チョウザメ」の卵のことです。ではチョウザメはサメの
仲間なのでしょうか？
実はチョウザメは硬骨魚類。尾びれや体形がサメにそっくりですが、
サメの仲間ではないのです。
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アサヒエビネ

海には、ウミウシのように小さくて
かわいい生きものもいます♫
のんびりシュノーケルをして、お気に入
りの生きものを見つけてみましょう♪

花をよ～く見ると、
両手を広げた妖精に見えませんか !?
クリオネにも似ていますよね♪
森の妖精に会いに来てくださいね♫

アサヒエビネは、父島列島に生育する固有種です。
漢字で書くと「旭海老根」と書きます。
アサヒは旭山で発見されたこと、エビネはエビの尾
のような根があることから名
付けられました。また、オオ
バエビネとも言われており、
その名の通り、葉がとても大
きいです。
９月ごろ、鈴なりに黄色い花
を咲かせます。

大神山公園ではノヤシ橋で
見ることができます！
旭山でも見ることができます！
ビジターセンターの「小笠原
の歩き方」に旭山への行き
方や遊歩道で見られる固有
植物の案内があります。
そちらもぜひご覧ください。

小笠原ビジターセンター ・ 大神山公園サービスセンター
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 )
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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♪
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 )

< アクセス >
おがさわら丸船着場から徒歩 5 分

