
新型コロナウイルス感染防止のため、ご理解ご協力をお願いします。

体調不良の場合には
来園をお控えください。

マスクの着用を
お願いいたします。

手洗い・手指の消毒を
お願いいたします。

人と人との間隔を空けて
ご利用ください。

目的　インタープリター活動に興味がある方に、気軽に活動を体験し、
　　　活動内容をご理解いただく講座です。

あなたも自然を伝える活動に参加しませんか！

インタープリターは、一般的に〈通訳〉と表現
されていますが、国営讃岐まんのう公園では
園内の自然や歴史・文化を知識のみではなく、
その背景にあるメッセージを含めてわかりやす
く伝える人をインタープリターと呼んでいます。

年間通じての養成講座にて、自然に対する興味を深めると同時に、インタープリター・ボラン
ティアとして活動するための知識・技術を学びます。

インタープリターとは
「自然案内人」です

募集　随時受付
対象　高校生以上の方

インタープリター・ボランティア養成講座
〈通訳〉と表現

2022年6・7・8月

※入園料・駐車料金が別途必要となります。参加無料

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントは変更
または中止になる場合がございます。予めご了承ください。

いっしょ たの さんさく
インタープリターと一緒に楽しく散策をしよう！

※但し8月20日・21日を除く
○定 各回10名　○申 当日受付
※平日の団体のガイドウォークも開催しています。
　希望日の2週間前までにお申し込みください。

○定 …定員　○集 …集合場所　○申 …申込方法

土日祝
10:30～12:00、13:30～15:00

○対 …対象　○定 …定員　○料 …参加料金　○申 …申込方法

てんぼうゆうほどう まんのういけ れきし くうかい あんない
展望遊歩道から満濃池の歴史や空海についてご案内します！

○定 なし　○集 満濃池展望遊歩 希望の橋
○申 当日受付（随時）

6月12日（日）
10:30～12:00、13:30～15:00

Natural Ecological Garden Sanuki Woods
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自然生態園
し ぜん せい たい えん

ガイドウォーク

ガイド満濃池展望遊歩道
まん のう いけ てん ぼう ゆう ほ どう

ふだんこうかい

あんない
インタープリターが普段公開していない
エリアもご案内します！

○定 各回10名　○申 当日受付
自然生態園にて受付いたします。

6月19日（日）、7月17日（日）、
8月14日（日）
10:30～12:00、
13:30～15:00

ガイドウォーク
さぬきの森

もり

7月17日（日）
10:00～12:00、
13:00～15:006月11日（土）、7月9日（土）、

8月13日（土） 13:00～14:30

じゅく

たけざいく

野生の生きもののくらしを楽しく学ぼう！
やせい い たの まな
自然発見塾
プロジェクト・ワイルド

さとやましぜんかんさつかい

し ぜん はっ けん

7月3日（日）
13:00～15:00

里山自然観察会
い

田んぼ、田んぼの畔、水路に分かれて

動植物を観察します。

た あぜ すいろ わ

どうしょくぶつ かんさつ

た

田んぼの生きもの探検隊 夏編
た たんけんたい なつへん

さとやませいかつたいけん

6月5日（日）、6月18日（土）、7月10日（日）、
7月16日（土）、8月5日（金）、8月27日（土）
10:00～13:00

里山生活体験 うどんをつくろう
自分で粉からこねてうどんを作り、味わおう！
じぶん つく あじこな

さとやまでんしょうたいけん

6月4日（土）、7月18日（月祝）、
8月11日（木祝）
10:00～12:00、13:00～15:30

里山伝承体験 竹細工をしよう
水鉄砲や竹トンボ、竹馬など竹でおもちゃを作ってみよう！
みずでっぽう たけうま たけ つくたけ

わた いと

7月2日（土） 10:00～12:00
「綿」から紡いで糸作りの体験をします。
わた いとづく たいけんつむ

綿から糸をつくろう
ぞうり

わらを使って昔ながらの草履をつくろう。
つか ぞうりむかし

わら草履をつくろう

6月25日（土）、8月7日（日） 10:00～12:00
「綿」から紡いだ糸を使ってコースターをつくろう。
わた いと つかつむ

コースターをつくろう

6月25日（土）
10:30～12:00

くさむし

里山の水辺に生育する虫や植物

を観察しよう！

さとやま みずべ せいいく むし しょくぶつ

かんさつ

水辺の虫と草
みずべ

○定 各日20名　○料 100円　○申 事前電話予約

○定 20名
○料 100円
○申 事前電話予約

7月31日（日） 18:00～21:00
夜の自然生態園でホタルや昆虫を観察します。
よる こんちゅう かんさつしぜんせいたいえん

自然生態園ナイトガイドウォーク
しぜんせいたいえん

○定 20名
○料 100円
○申 事前電話予約

○定 各日4組（1組4名まで）　○料 200円/玉　○申 事前電話予約

○定 各回20名
○料 100円/作品　○申 当日受付

ふるさときょうしつ

6月4日（土）、7月9日（土） 10:30～12:00

おばあちゃんの古里教室

1回目／ 6月4日（土）：梅干の塩づけ（1kg）

2回目／ 7月9日（土）：天日干し漬け込み

かいめ

かいめ

しお

てんぴぼ つ こ

うめぼし

うめぼしをつくろう

○定 5組　○料 6月4日は500円/組、7月9日は100円/人　○申 事前電話予約

たんけんたい

7月2日（土） 10:00～13:00

それゆけ！きこり探検隊

ヒノキをのこぎりで伐る体験をします。
たいけんき

ヒノキ間伐体験

○定 20名　○料 100円/人　○申 事前電話予約

○定 各回5組　○料 700円/作品　○申 当日受付
○定 各回4組
○料 100円/作品
○申 事前電話予約

かんばつ たいけん

○定 各回5組
○料 700円/作品
○申 当日受付

○定 20名　○申 事前電話予約

7月30日（土） 10:00～18:00
自然生態園のため池調査や自然観察をします。
しぜんせいたいえん いけちょうさ しぜんかんさつ

里山ネイチャーデイキャンプ

○対 小学校4～6年生　○定 20名　○料 1,000円/人
○申 事前電話予約

さとやま

7月23日（土）～8月14日（日）
10:00～17:00

竹トンボ、羽根つきなど懐かしい

昔遊びが楽しめます！

こどもから大人まで参加できます。

たけ はね

おとな さんか

たのむかしあそ

なつ

遊びの楽校

○申 当日受付

あそ がっこう

どう しょく ぶつ たい けん

て づく たい けん

もり たい けん

た

0877-79-1807
〒766-0023　香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12
各種イベントの事前ご予約はこちらまで↓

FAX：0877-79-1704
ホームページ：https://sanukimannopark.jp

Facebookはこちらから↓

自然生態園

202205  9,000

さぬきの森の会 会 員 募 集
国営讃岐まんのう公園さぬきの森で、森づくりや森林体験イベ

ントなどの活動を行う「さぬきの森の会」の会員を募集中です。

興味のある方、詳しい内容を知りたい方は、是非、自然生態園

までご連絡ください。

もり かい かい いん ぼ しゅう

こくえいさぬき

かつどう おこな

くわ ないよう し かた ぜ   ひ し ぜんせいたいえん

れんらく

もり かい かいいん ぼしゅうちゅう

きょうみ かた

こうえん もり もり しんりんたいけん

このかわら版は、「まんのう公園インタープリター・ボランティアの会」、
「国営讃岐まんのう公園さぬきの森の会」の皆様のご協力を頂いております。
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入退園
申請エリア
このエリアは、
さぬきの森ガイドウォーク
　　でご案内します。
　　　日時は、表面の
　　　イベント案内をご参照ください。

N

お客様へお願い
しぜん

もり

せいたい
えん

夏

・動植物は管理されているため、採取は禁止となっております。

・自然環境を保つため、かぶれやすい木やマムシ、スズメバチ

　など危険な動植物も生育・生息しています。ご注意ください。

・生態系保護のためペット類の持ち込みはできません。

　　　・ウォーキングに適した靴を履いてご来園ください。

　　　・さぬきの森へは、閉園１時間前までにお入りください。

　　　　お車、自転車でのご入園はできません。

どうしょくぶつ かんり さいしゅ きんし

しぜんかんきょう たも き

きけん どうしょくぶつ

ほごせいたいけい るい も こ

もり

くるま にゅうえんじてんしゃ

へいえん じかんまえ はい

くつ はてき らいえん

せいいく せいそく ちゅうい

豊かな里山の環境が残っている自然生態園では、７種類のカエルが生息しています。産卵時期やオタマジャクシからカエルとなって陸に上がる時期は、カエルの

種類により異なります。北方系のカエルは６月頃（田植えの時期）までに、南方系のカエルは7月頃までにオタマジャクシからカエルとなり陸に上がります。

北方系

南方系

外来種

カエルの種類 産卵期 卵塊形状　産卵数 鳴き声
ニホンアカガエル
ヤマアカガエル
ニホンヒキガエル
トノサマガエル
ニホンアマガエル
シュレーゲルアオガエル
ウシガエル

1月中旬～3月中旬頃に一度、冬眠か
ら目覚めて産卵し、また冬眠します。

秋から翌春

4月下旬～6月上旬

5月～8月
※ウシガエルは、特定外来生物のため捕獲、駆除を試みています。

産みたては、手で卵塊が持てます。500～3,000個
手で卵塊を持つとゼリー状にたれます。1,000～1,900個
ひも状　6,000～14,000個
つぶれた円形状　2,000～3,000個
少量ずつ数回に分けて産む　250～800個
泡状の楕円形100～660個
6,000～4万個

キョッ、キョッ、キョッ
キィララ、キィララ
クッ、クッ、クッ
グルル、グルル、グルル
ゲッ、ゲッ、ゲッ
コロロ、コロロ、コロロ
ウオー、ウオー、ウオー

自然生態園の南の谷にある田んぼでは、カエルたちが生きていくことのできる豊かな環境を保全するため、インタープリター・ボランティアのみなさんと一緒に、田

んぼを耕さない「不耕起栽培」、冬でも水を抜かない「冬水田んぼ」、除草剤を使わない「人力で草抜き」で古代米を育てています。土・日・祝に開催しているガイドウォ

ークでは、田んぼとカエルの関係についても解説をしています。是非ご参加ください。

ゆた

しぜん

みず にち しゅく かいさい

ぜ　ひ さんか

ぬ ふゆみず た じょそうざい つか

いっしょ た

じんりき くさぬ こだいまい そだ どたがや ふこうき さいばい ふゆ

た かんけい かいせつ

せいたいえん みなみ たに た い ゆた かんきょう ほぜん

さんらん じ　き りく あ じ　き

しゅるい こと ほっぽうけい た　う じ　き なんぽうけいがつごろ がつごろ りく あ

さとやま かんきょう のこ しぜんせいたいえん しゅるい せいそく

1 参加者に好きないきもの
の名前とその色を言って

もらう。それを列記し、

なぜいきものに色がつい

ているのだろう？と問い

かける。

さんかしゃ

と

いろ

れっき

す

なまえ いろ い
2 様々ないきもののカタチを描
いた絵を見せ、好きなものを

選び、そのいきものの色を塗

ってもらう。また、どうして、

その色なのか、理由を発表し

てもらうことも付け加える。

さまざま

ぬいろ

いろ りゆう はっぴょう

つ くわ

か

え み す

えら

3 参加者の絵を集め、
一人ひとり発表してもらう。

さんかしゃ え あつ

ひとり はっぴょう

4 同じいきものでも住んでいる環境により
色が違うことや親子でも色が違う場合も

あることなどに気づいてもらう。保護色、

警告色、威嚇色や婚姻色などいきものに

とっても色は、生きるために重要な役割

を果たしていることを理解してもらう。

かんきょう

けいこくしょく

は りかい

いかくしょく

いろ じゅうよう やくわりい

こんいんしょく

き ほごしょく

おな す

いろ ちが おやこ いろ ちが ばあい

ネムノキ植物 オカトラノオ植物 キリ植物

コシアキトンボ
6～7月／逆様池

動物
シオカラトンボ
6～8月／全域

ニホンカナヘビ
春～秋／生態園全域

動物

トノサマガエル
春～秋／南の谷、北の谷など

動物

中型の黒っぽいトンボ。腹部の第3・4

節にオスは白、メスは、黄色い斑紋があ

り、腰の部分が空いているように見える

ことから「腰空きとんぼ」と呼ばれます。

ふくぶちゅうがた くろ だい

せつ

よこしあ

しろ きいろ はんもん

こし ぶぶん あ み

青灰色の粉をふいたような色をしているのは、オス

の印でメスは茶褐色をしていることからムギワラト

ンボと呼ばれることもあります。

こなせいかいしょく いろ

ちゃかっしょく

よ

しるし

マメ科の樹木で、ピンク色の細い

糸のように見えるのは花のおしべ

です。夜になると葉を閉じること

から｢眠の木｣と呼ばれるようにな

ったといわれます。

か じゅもく

よる は と

いろ ほそ

はな

ねむ き よ

いと み

さぬきの森で最も大きい（？）シイの

木です。樹齢は････何才でしょうね。

80～100才前後と推定されます。

もり もっと おお

なんさいき じゅれい

さいぜんご すいてい

「ヘビ」と付きますが、トカゲの仲間で、小型の昆虫などを食べます。草

むらなどに棲み、朝のうちは、石垣の上で日光浴中の姿に出会えるかも。

つ なかま た くさ

うえいしがきあさす で　あにっこうよくちゅう すがた

こんちゅうこがた

かつては水田やため池で普通に見られたカエルですが、

稲作のサイクルや環境の変化によって生息数が減り、

香川県では準絶滅危惧種となっています。背中の中央

を通る線が緑色ならオス、灰色ならメスです。

ふつう

いなさく

みいけすいでん

せなか ちゅうおう

とお せん みどりいろ はいいろ

せいそくすう へ

じゅんぜつめつきぐしゅかがわけん

へんかかんきょう

サンコウチョウ動物

オオルリ動物

コジイの巨木風景

夏鳥として訪れ、少し薄暗い林で見られま

す。「ツキ、ヒ、ホシ、ホイホイホイ」と言

うさえずりが「月、日、星」と聞こえること

から「三光鳥」と呼ばれます。

なつどり おとず すこ うすぐら はやし

よ

み

い

つき ひ ほし き

さんこうちょう

夏鳥として訪れ、森林で繁殖します。特に

渓流沿いの林を好みます。さぬきの森では、

渡りの途中で一時的に立ち寄ります。オス

は頭から背が瑠璃色、メスは茶褐色です。

さえずりが美しいことで知られています。

なつどり おとず しんりん はんしょく とく

しうつく

けいりゅうぞ

いちじてき た よわた とちゅう

あたま

はやし この もり

せ ちゃかっしょくるりいろ

野山の草地に生える多年草です。

6～7月に白い花を咲かせます。

花（花穂）の形が“虎の尾”に似て

いるので、オカトラノオと呼ば

れます。花は花穂の下から上に

順番に咲いていきます。

は

じゅんばん さ

した うえ

たねんそうのやま

よ

はな かすい

くさち

とら お に

はな さ

かたち

しろ

はな かすい

がつ
林縁などに生える高さ8～15m

の落葉高木です。成長が早く、

材は軽くて湿気を通さない良質

の木材として、古くからタンス

などの家具や下駄、琴などの材

料として利用されています。

は

げ　た こと

りょう りよう

かぐ

たかりんえん

ふるもくざい

ざい

かる りょうしつしっけ とおざい

せいちょう はやらくようこうぼく

し ぜん せい たい えん

チーター
きいろ!

ゴリラ
くろ!

リス
ちゃいろ!

いろ


