
 

ウラナミシジミ 
三ケ尾(柏市) 
2020.5.6  

ササバギンラン
根戸森(我孫子市) 
2020.5.6 

ジャコウアゲハ♀ 
根戸森(我孫子市) 
2020.5.6  

5月 5日～5月 20日 

しだいに夏らしくなってくる頃 

アオスジアゲハ 
岡発戸(我孫子市) 
2020.5.5 

モズ幼鳥 (♀?) 
岡発戸(我孫子市) 
2020.5.5 

サワフタギ 
岡発戸(我孫子市) 
2020.5.1 

アカボシゴマダラ
(春型) 

根戸森(我孫子市) 
2020.5.11 

エゴツルクビオトシブミ 
根戸森(我孫子市) 
2020.5.11 

ヤマトシリアゲ 
根戸森(我孫子市) 
2020.5.11 

アカガネサルハムシ 
根戸森(我孫子市) 
2020.5.11 

マツバウンラン 
根戸森(我孫子市) 
2020.5.11 

キクスイカミキリ 
根戸森(我孫子市) 
2020.4.30 

モミジイチゴ 
根戸森(我孫子市) 
2020.5.11 

コチドリの親子 
根戸森(我孫子市) 
2020.5.11 

アマサギ 
手賀沼(我孫子市)) 
2020.5.13 

ジャコウアゲハ産卵 
根戸森(我孫子市) 
2020.5.12 



 5月 21日～6月 4日 

陽気がよくなり、全ての命が

天地に満ち始めるころ クワ 
岡発戸(我孫子市) 
2020.5.18 

スイカズラ 
岡発戸(我孫子市) 
2020.5.18 

イボタノキ 
岡発戸(我孫子市) 
2020.5.18 

ガマズミ 
岡発戸(我孫子市) 
2020.5.18 

コミスジ 
根戸森(我孫子市) 
2020.5.17 

カマキリ(10mm) 
根戸森(我孫子市) 
2020.5.17 

子狐 
(印西市) 

2020.5.20 

ハンショウヅル 
浦部谷津(印西市) 
2020.5.20 

ホタルカズラ 
浦部谷津(印西市) 
2020.5.20 

イチヤクソウ 
浦部谷津(印西市) 
2020.5.20 

アオオニグモ 
浦部谷津(印西市) 
2020.5.20 

サシバ 
浦部谷津(印西市) 
2020.5.28 

ハヤブサ捕食 
手賀沼(我孫子市) 
2020.5.26 

テイカカズラ 
浦部谷津(印西市) 
2020.5.28 

ヤマサナエ 
和泉川(印西市) 
2020.5.30 



 
6月 5日～6月 20日 

芒(のぎ)のある穀物の季節、かっては二毛

作が盛んで麦の収穫と米作りの始まり。 

コウノトリ 
三ケ尾(野田市) 
2020.6.2 

ミズイロオナガシジミ 
和泉川(印西市) 
2020.6.3 

ヨシゴイ 
印旛沼(印西市) 
2020.6.5 

ニホントカゲ 
房総の村(成田市) 
2020.6.5 

コシアキトンボ 
布佐市民の森 
(我孫子市) 
2020.6.5 

ウチワヤンマ 
岡発戸(我孫子市) 
2020.6.7 

シュレーゲルアオガエル 
岡発戸(我孫子市) 
2020.6.7 

ネジリバナ 
根戸森(我孫子市) 
2020.6.12 

アオハナムグリとアジサイ 
根戸森(我孫子市) 
2020.6.12 

カワトンボ 
大森川(印西市) 
2020.6.17 

ギンヤンマ産卵 
三ケ尾(野田市) 
2020.6.2 

アキアカネ羽化 
岡発戸(我孫子市) 
2020.6.15 

オオヨシキリ 
岡発戸(我孫子市) 
2020.6.15 

イチモンジカメノコ
ハムシ幼虫 
根戸森(我孫子市) 
2020.6.20 

キボシカミキリ 
根戸森(我孫子市) 
2020.6.20 



 

6月 21日～7月 6日 

1年で最も昼が長く、夜が長い。

太陽が最も高くなり日差しが強

い時期。とはいえ梅雨の最中で日

照時間は短い。 

チョウトンボ 
大森川(印西市) 
2020.6.24 

カヤネズミの巣 
大森川(印西市) 
2020.6.24 

ヒルガオ 
大森川(印西市) 
2020.6.24 

コフキトンボ♀ 
(オビトンボ型) 
三ケ尾(野田市) 
2020.6.27 

ミドリヒョウモン 
宮本谷津(佐倉市) 
2020.6.29 

アカガエル 
宮本谷津(佐倉市) 
2020.6.29 

ショウジョウトンボ 
宮本谷津(佐倉市) 
2020.6.29 

コマツナギ 
宮本谷津(佐倉市) 
2020.6.29 

ネムノキ 
宮本谷津(佐倉市) 
2020.6.29 

クサノオウ 
宮本谷津(佐倉市) 
2020.6.29 

イタドリハムシ 
宮本谷津(佐倉市) 
2020.6.29 

アオスジアゲハ 
宮本谷津(佐倉市) 
2020.6.29 

ナツアカネ 
根戸森(我孫子市) 
2020.7.3 

シジュウカラ幼鳥 
根戸森(我孫子市) 
2020.7.3 

ハンゲショウ 
酒々井(酒々井町) 
2020.7.2 



 
7月 7日～7月 22日 

7月 7日は七夕。小暑の終わりは梅

雨明けと同時にセミが鳴き出す。 

ソクズ 
犬成(市原市) 
2020.7.10 

ヤマユリ 
犬成(市原市) 
2020.7.10 

オオカモメヅル 
犬成(市原市) 
2020.7.10 

カラスアゲハ 
犬成(市原市) 
2020.7.10 

ヒメアカタテハ 
三ケ尾(野田市) 
2020.713 

ムラサキシジミ 
浦部谷津(印西市) 
2020.7.12 

コガネグモ 
浦部谷津(印西市) 
2020.7.12 

ニホンリス 
(東金市) 

2020.7.16 

ハグロトンボ 
岡発戸(我孫子市) 
2020.7.20 

イヌゴマ 
岡発戸(我孫子市) 
2020.7.20 

タマムシ 
岡発戸(我孫子市) 
2020.7.20 

オスグロトモエ雌 
家之子(東金市) 
2020.7.16 

ノササゲ 
家之子(東金市) 
2020.7.16 

オニヤンマ 
家之子(東金市) 
2020.7.16 

オオセイボウ 
根戸森(我孫子市) 
2020.7.19 



 

7月 23日～8月 6日 

1年で最も暑い真夏。ぎらぎらと晴

天の続くころ。土用のうなぎ、西瓜、

風鈴、花火、蛍狩り、ねぶた、竿燈、

風物詩が目白押し 

ヤマユリ 
犬成(市原市) 
2020.7.10 

オオカゴメヅル 
犬成(市原市) 
2020.7.10 

オグルマ 
直弥谷津(佐倉市) 
2020.7.30 

トタテグモ科 巣穴 
直弥谷津(佐倉市) 
2020.7.30 

キツネノカミソリ 
直弥谷津(佐倉市) 
2020.7.30 

フシグロセンノウ 
直弥谷津(佐倉市) 
2020.7.30 

ミズタマソウ 
直弥谷津(佐倉市) 
2020.7.30 

コハクオナジマイマイ 
直弥谷津(佐倉市) 
2020.7.30 

コハナグモと 
キツリフネソウ 
直弥谷津(佐倉市) 
2020.7.30 

チョウトンボの交尾 
房総のむら(成田市) 
2020.8.2 

マイコアカネ 
房総のむら(成田市) 
2020.8.2 

麦藁の虫籠 
房総のむら(成田市) 
2020.8.2 

ミンミンゼミ･アブラゼミ 
根戸森(我孫子市) 
2020.8.4 

フウセンカズラ 
根戸森(我孫子市) 
2020.8.1 

ホオズキ 
根戸森(我孫子市) 
2020.8.4 

ルリタテハ 
根戸森(我孫子市) 
2020.8.4 

カブトムシ♀ 
根戸森(我孫子市) 
2020.8.4 


