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その必死な「攻撃と防禦」の姿を

多くの生態写真で見ていると

今日はお訪ねいただきましてありがとうございます。タイトルからご覧ください。



芳 川 雅 美 の 自 己 紹 介

＊1941年（昭和16年）5月生れ、79（まもなく80）歳。

＊出身は東京。先祖を３代遡ると徳島県。

＊関東の大学を1965年に卒業、関西系の化学工業
メーカーに勤務、営業・事業部などを経験。定年直
前数年は子会社の役員。2003年9月リタイア。

＜シニア自然大学校関係の活動＞

2004年4月、シニア自然大学11期生として入学（風組）、
2005年3月修了。

その後、広報部（「自然と仲間」編集委員）、研究部昆虫科、
サークル「六甲からと村」「ネイチャーハーモニー」
「ソラードの会」に所属 （現在も全て継続）。

私の自己紹介です。ざっとご覧ください。



＜シニア自然大学校関係以外の活動＞

＊ 知的障害者支援NPO「あかね」役員

（就労継続支援B型、移動支援、グループホーム、子ども食堂）

＊ 合唱団（大学のOB合唱団など４団体に所属）

＊ 日本愛玩動物協会兵庫県支所（愛玩動物

飼養管理士）

＊ 澄心会（日本民謡歌手・細川澄美枝の後援会）

＊ 大手町ハワイアンズ (リードボーカル）

＊ 日本ことわざ文化学会会員

色々な世界に首を突っ込みましたが、一つもモノになりませんでした。



こんちゅう（昆虫）とは？
「昆虫」という字を解読すると…？

昆：元々は「たくさんある（いる）」という意味。

虫：昔は「蟲」と書いた！！

（同じ字が3つ集まると…）

木→森 女→→姦しい
（を見て） （を見ず） （三人寄れば）

ではそろそろ本論に入りましょう。昆虫とはそもそも何か？という深遠な
命題です。語源をたどるとこのようなことだそうです。



「蟲」とは、
グロテスクな小動物の総称？

昔の人は「獣（けもの）」「鳥（とり）」「魚（さかな）」
以外のあらゆる小動物を

「蟲（むし）」と呼んだようだ。

蛇（ヘビ）、蛙(カエル）、蛸(タコ）、蝦(エビ）、蟹（カニ）

蠍(サソリ）、蛭(ヒル）、蝸牛(カタツムリ）、蝙蝠(コウモリ）

蛞蝓（ナメクジ）、蚯蚓(ミミズ）、蜥蜴(トカゲ）

蝶(チョウ）、蜻蛉(トンボ）、飛蝗(バッタ）、蜂(ハチ）
虫へんの付く文字を持ってきて並べてみると、いろんなことが見えてきます。
青で書かれた生き物たちは、赤で書かれた昆虫とは分類的に違いますね。
「蟲」という言葉はこれらの総称のようです。



虫に因んだ諺（ことわざ）・熟語と云えば？

“虫が好かない”
“虫唾（むしず）が走る”
“虫の知らせ”
“虫の居どころが悪い”
（昔の人は、体の中に虫を“飼って”いたのかな？）

“虫も殺さぬ（良い男）”
“飛んで火に入る夏の虫”

これって、
見くだし
目線！？

虫を読み込んだ諺を集めてみましたが、虫に対して好意的なものはまったくありませんね。
人間にとって虫とは、嫌われるもの、汚らわしいものの代名詞だったようです。



昆虫とは？…おさらい
ご存じの皆様には「釈迦に説法」でしょうが・・・

＊昆虫の要件
・成虫は6本脚、翅が4枚（後翅が退化している場合もある）。

・成虫の体の構造は、頭部・胸部・腹部に別けられる。

・変態を経て成長する。

＜完全変態＞ 卵～幼虫～蛹～成虫

＜不完全変態＞ 卵～幼虫～～～成虫

＊昆虫の魅力
・幼虫の外観は醜悪だが、成虫のそれは華
麗であるものが多い。
・興味深い生活史を持つものが多い。
話を昆虫に絞り込んでいきましょう。一見グロテスクな昆虫でも、良く付き
合ってみると魅力がいっぱいなんですよ。姿といい、暮らしかたといい・・・。



あたま

むね

はら

（キンモウアナバチ）

触角 ２本

はね ４枚

あし ６本

•昆虫のからだ…部位の名称

おさらいです。理科で習いましたよね？



足と翅はどこから出ているでしょうか？

キンモウアナバチ（腹側）

む ね

足と翅は、全て胸の部分から出て
いるんです。



昆虫の一生は、

生死をかけた攻撃と防禦の連続!!

人間のように「生きていることを楽しむ」余裕はありません。

昆虫の日常は緊張の連続、気を緩められない！

① いつ敵が襲ってくるか？
② いつ食べものが手に入るか？
③ いつ交尾相手にめぐり会えるか？
④ いつ産卵に適した場所（や食草）を見つけら

れるか？

話を進めましょう。今日のお話のテーマに入っていきます。



マズローの「欲求5段階説」（おさらい）

アメリカの心理学者 アブラハム・マズロー（1908-
1970）が、1943年に「人間の動機づけに関する理
論」として発表した。

５. 自己実現の欲求（自己能力の最大限の発揮）

４．承認（尊重）の欲求（認めたい、認められたい）

３．所属と愛の欲求（社会の一員となる）

２．安全の欲求（広義の安心・安全・安定）

１．生理的欲求（食事・睡眠・排泄・性欲など）

本論に入ったと思ったら、突然ですがおさらいです。これも学校の授業
で聞かれましたよね？マズローの欲求5段解説。思い出しましょう。



昆虫における「欲求」は？？

５．自己実現の欲求…そこまではとても…

４．承認（尊重）の欲求…あるのかな？

３．所属と愛の欲求…社会的昆虫には有り

２．安全の欲求…有り！

１．生理的欲求…旺盛！
この5段解説が、どこまで昆虫に当てはまるかを検証してみました。
やはり昆虫の欲求は1番と2番に集中収斂されるでしょうね。



昆虫における「攻め」とは？
攻めと守りは表裏一体。一見攻めているようだが、見

かたによっては守っているようにも…？

“攻撃は最大の防禦なり”
「攻める」目的は？

場所の確保、餌の確保（食草、捕食対象、産卵対象）

ⅰ）自身の安全な生活場所（食事、交尾、産卵）

ⅱ）子どもが安全な生活場所（孵化初期に外敵に狙われにくく、

食べ物が摂りやすい）

そのためには・・・？

まず「攻撃」の側面から見ていきましょう。



群 れ る

群れ すなわち「威圧感」…相手が敬遠する

① 餌を求めて集団行動…吸水、吸蜜、食草、捕食者

チョウ、コガネムシ、カメムシ、バッタなど

② 暖を求めて集まる…休眠・集団越冬

カメムシ、テントウムシなど

③ 繁殖と外敵防禦のため階層を形成、集団生活する

アリ、ハチなど（社会生活昆虫）

群れる、すなわち「群れを作る」ということは、何にもまして相手に「攻め
にくい」と感じさせることつながるんですね。「みんなで居れば怖くない」



群れている昆虫を見てみよう ①

テングチョウの集団吸水むろいけ園地

「群れる昆虫」の、幾つかの映像をご覧いただきましょう。



群れている昆虫を見てみよう ②

樹液を吸うシロテンハナムグリ

樹液に群がる

キョウトアオハナムグリ

シラホシハナムグリ

明石公園

ちょっとわかりにくいですが、青っぽいほうがキョウトアオハナムグリです。



社会性昆虫と云えば、集団生活

トゲアリ

有馬富士公園
社会生活をする昆虫では、ハチとアリが双璧ですね。



「攻める昆虫」について

＊昆虫が「攻める」とき、その対象の多くは

他の昆虫（または、いわゆる「蟲」）である。

＊そして多くの場合、「攻める昆虫」と「攻め

られる昆虫」とは、捕食者 VS 被捕食者の

関係、すなわち「天敵関係」となる。自分よ
り弱い（と経験的に判っている）相手を攻める。

“弱肉強食”の世界！！

群れの話はひとまず置いて、具体的な「攻め方」を、幾つかの映像から
見てみましょう。まさに弱肉強食の世界、力のある者が勝つ世界です。



攻める昆虫たちを見てみよう ①

北海道に生息するオオルリオサムシはカタツムリを食べる

カタツムリ（蝸牛）

（ルリ色タイプ）オオルリオサムシ（緑色タイプ）

＜カタツムリはアワをだして必死に防戦＞

北海道



ベッコウバチ VS コガネグモ

クモバチ（科）の仲間は蜘蛛を狩ります

攻める昆虫たちを見てみよう ②

クモを狙うモンクモバチ

狩ったクモを運ぶオオシロフクモバチ

細河里山

有馬富士公園

虎視眈々!

してやったり！！



オオシオカラトンボを襲うコオニヤンマ

攻める昆虫たちを見てみよう ③

トンボは肉食性、トンボを襲うことがあります

猪名川畔



自分より体の大きなヒグラシ
を捕らえたシオヤアブ

攻める昆虫たちを見てみよう ④

川久保渓谷



攻める昆虫たちを見てみよう ⑤

赤いクワガタ？
ヒラズゲンセイはクマバチの巣に寄生して

幼虫が育ちます

メスがクマバチの巣に入るヒラズゲンセイ

箕面公園

虎穴に入らずんば虎子を得ず

巣のあるじのクマバチ



昆虫における「守り」とは？

＊何から「身を守る」のか？

① 厳しい気候条件から身を守る。

② 外敵から身を守る。

＊誰を「守る」のか？

① 自分自身を。

② 仲間や卵（子供）を。

ここからは視点を変えて、昆虫の「守り」
の側面から見ていきたいと思います。



厳しい気候条件からの
「身の守り」

＊夏の暑さ

避暑…アキアカネは、暑くなると山上に移動し、

涼しくなるとまた里に下りてくる。

＊冬の寒さ

避寒…暖を求めて移動したり、暖かい場所で

休眠するなど、越冬の形態は様々である。

昆虫は人間のように体温を一定に保つ機能が体に備わっていないので、
周囲の気温に連動して体温が上下します。そのため、一定範囲内の気
温ゾーンを求めて、地域や場所を移動する習性があります。



避暑する昆虫
アキアカネは暑い夏を山上で過ごし、

秋に涼しくなると里に下りてくる

ハチ北高原（８月）



避寒する昆虫 ① 集団越冬

武田尾・桜の園の入口付近
「ハリエンジュ」の表示札をめくると…

カメノコテントウが８頭、寄り
添うように越冬していました

武田尾

昆虫は冬眠すると云わ
れていますが、あれは
厳密にいうと冬眠では
なくて、避寒、越冬です。
真冬でもポカポカ陽気
の日などに、迷い出てく
るチョウやカメムシが居
ますよね？



避寒する昆虫 ② (成虫越冬）（幼虫態で越冬）

河川敷の樹の洞で集団で成虫越冬
する、スジコガシラゴミムシダマシ

エノキの葉裏で冬を越す
オオムラサキの幼虫

大和川河川敷

初谷渓谷



外敵からの「身の守り(防禦）」

もともと小さくて弱い昆虫たちは、その種の維
持・存続のために、本能と知恵のかぎりをつく
して身を守り生き延び、子ども（子孫）を少しで
も多く残そうとする。

その営みを見てゆこう。

外敵とは？…捕食を目的とする鳥獣

や他の昆虫など。（時には人間も外敵に？）

こんどは、厳しい気候からの身の守りでなく、外敵からの防禦
です。弱肉強食の世界とは言え、弱小そうな昆虫といえども、
そうやすやすと外敵の餌食になるわけにはいかないんです。



できれば 襲われずにすむ ための 知恵

１．ふだんから群れを作っている。

２．擬態している（保護色も含む）。

３．威嚇色や、威嚇的な姿形をしている。

４．異臭を放って撃退する。

５．体内に毒を持つ、または不味（まずい）。

６．他の虫と共棲関係を作る。

襲われずに済ませるための知恵として、昆虫には
どんな備えがあるのでしょう？大きくは、これぐらい
に分類できそうです。順番に見ていきましょう。



外敵からの防禦のかたち その1

＜群れを作る＞

オオチャタテの幼虫（ハネの白いのは成虫）むろいけ園地



外敵からの防禦のかたち その1

＜群れを作る＞

ホオズキカメムシの幼虫。
必ず外側を向く。出典５“みんなで居れば こわくない!!”



外敵からの防禦のかたち その２

＜擬態する＞

擬態（ぎたい）とは？

＊警告色を持つ他の動物など捕食者の注意を

引くものに自らを似せること。

（標識的擬態）…単に「擬態」という場合も。

＊周囲のものに色や形を似せるなどして自らを

目立たなくすること。保護色も含まれる。

（隠蔽的擬態）…「模倣」という場合も。

＊ベイツ型擬態、ミュラー型擬態など、諸説がある。



擬態の例 ①

派手な模様のコノハチョウ、
下をむいて止まります

翅を閉じると、色も模様も
木の葉にそっくり

石垣島

木の葉とコノハチョウは、

瓜二つ！？

擬態といえば、真っ先に挙げられ
るのがこの、コノハチョウですね。



擬態の例 ②

クワエダシャクの幼
虫。シャクトリムシ
のことを、「ドビンワ
リ」と呼ぶ地方もあ
る。 出典４

おそれ入谷の
鬼子母神！

農作業に来たお百姓さんが、土瓶を枝にヒョイと掛けました。枝かと思い
きやシャクトリムシ、土瓶は落ちて粉々に割れましたとサ。



擬態の例 ③

こちらは 「チョウ」
（クロアゲハ）

こちらは 「ガ」
（アゲハモドキ）

“他人のそら似”！？

弱いほうが強いほ
うの姿をまねる。

有馬富士公園 細河里山



擬態の例 ④

ナナフシだ！

ここを拡大してみると…？

な、なんだ、この枝みたいなのは？

ポンポン山



擬態の例 ⑤

イネ科の草本に似せる

ショウリョウバッタモドキ
の保護色と形（カムフラージュ）

細河里山

箕面公園

隠れ蓑 ?



外敵からの防禦のかたち その３．威嚇色、姿

眼状紋

眼状紋で頭部と
思わせ、敵の攻
撃をかわす

アゲハチョウ幼虫

クロヒカゲモドキ

有馬富士公園

オオカマキリ出典1

蟷螂の斧になるなよ！！

細河里山



外敵からの防禦のかたち その３．保護色と警戒色

コナラの幹に止まる「オニベニシタバ」
の上ハネは樹皮にとけ込んだ保護色

鳥などの天敵に見つかると、おそわれ
る直前にハネをひろげて派手な下ハ
ネ（警戒色）を見せ、相手が驚いてひ
るむすきに飛んで逃げ去る

むろいけ園地

そうは問屋が
卸さない！



外敵からの防禦のかたち その３． 威嚇色、姿

アケビコノハ（ヤガの仲間）

グロテスクな
姿の幼虫

枯れ葉そっくりな
上ハネ（保護色）

成虫はハネを開くと
威嚇色

和泉葛城山

箕面公園

細河里山



外敵からの防禦のかたち その４．異臭①

このニオイ会場に届け！！
出典１ミイデラゴミムシ

（俗称：ヘッピリムシ）
猪名川畔

このガス、目に入ると危険



外敵からの防禦のかたち その４．異臭②

“臭いものには蓋”をしたいところですが…！？

チャバネアオカメムシツヤアオカメムシアオクサカメムシ

＜緑色系のカメムシは臭いカメムシの代表格＞

名前にまで「クサ」が付いている念の入れよう！



外敵からの防禦のかたち その４．異臭②

アゲハの仲間の幼虫の臭角は、すごいらしい！

クロアゲハ幼虫 アゲハチョウ幼虫出典４

異臭は一般には警戒臭で、外敵の危険を
感じない限り発さないと云われています。



外敵からの防禦のかたち その５．有毒、不味

体内に毒を持ち、食べて
死んだり苦しんだ捕食者
の仲間は、学習効果とし
て二度と食べない。

また、毒はないが食べ
て不味な（まずい）ことも、
捕食者に同様の学習効
果を与える。

”身を捨ててこそ

浮かぶ瀬もあれ“
(イヤ、仲間は助かるが、

自分は助からない！）

海をこえて旅をするチョウ「アサギマダラ」は、体
内に毒（アルカロイド）を蓄えているので、長い
旅の途中で鳥に食べられることもありません。

淡路島



外敵からの防禦のかたち その６．
共棲関係を作る

ムラサキシジミ幼虫とアリの共棲 出典４ アリとアブラムシの共棲

これぞ、
“共存共栄”

八幡屋公園



実際に攻められた時、昆虫の「応戦」は？

A.持っている武器で戦う。

B.体の表面が硬いので、簡単にはやられない。

C.普段から体の表面を毒棘や毒針毛で覆う。

D.樹などから地上にコロッと落ちて紛れる。

E.死んだまねをする。

F.足の速さ、素早い動きでひたすら逃げる。

G.これといった得意技を持たない弱小昆虫は・・・？

襲われずにすむよう、知恵の限りを尽くした防衛策をかいくぐって、
容赦なく外敵は攻めてきます。・・・こうなったら戦うしかない！！



A. 持っている武器で戦う

樹液を吸うオオスズメバチは
カブトムシさえ追い散らす

強力な大アゴ

鋭いツメ

（もちろん♀は毒針も）

“鬼に金棒” … 世界最強です！！

オオスズメバチの顔面

初谷渓谷



B. 体の表面が硬く、簡単にはやられない

ノコギリクワガタ♂同士の争い クロカタゾウムシ

これ以上に硬いムシは
まずいないでしょう

むろいけ園地 石垣島



C. 体の表面を毒の毛や棘で覆い
おそわれないようにしている。

ドクガの幼虫 ヒロヘリアオイラガの幼虫

毒の毛やトゲに触れると激痛が走る“あたらず触らず”
“さわらぬ神にたたりなし”

むろいけ園地 城北ワンド



D.樹などから地上にコロッと落ちて紛れる
E.死んだまねをする

その手は桑名（くわな）の焼き蛤（はまぐり）！！

アサギマダ
ラの「擬死」
捕えられると、
しばらく死んだ
ふりをして油
断させ、機を
見て素早く飛
び立ちます。

淡路島



F.足の速さ、素早い動きでひたすら逃げる

“三十六計、逃げるにしかず”

”とんぼ返り”！！

ギンヤンマ

保護色で草地に紛れ、見つかると、
強力な後脚でジャンプして逃げる

服部緑地公園
トノサマバッタ

出典6



G.これといった得意技を持たない
弱小昆虫は…？

卵（分母）を大量に生むことによって、生存率（分子）が小さくても
ある程度生き残ることを期待しているのではないか？（個人の感想です）

アメリカシロヒトリ
（99.7％の卵は羽化できない） オビカレハの卵

出典３出典１
悲しき自衛策、という感じですが、種として
生き残るにはこれしかないのでしょうか？



昆虫に見る、「子供を残す知恵」 ①
いわゆる「子育て」をする昆虫は少ないが、

そのかわり、生れてきた子供（卵から孵化した幼虫）が、
すぐそれを食べて育つよう、食べものの至近距離に産卵
する。チョウなどは食草の近くに。寄生バチは他の昆虫の
幼虫の体内に。

生れてきた子供は、自力で食物をさがす苦労無しに成長
することができる。

“親は無くても子は育つ”
“案ずるより産むが易し”

自分自身の「身の守り」はともかく、生まれてくる子供（孵化した幼虫）
が少しでも安全確実に成長できるように、と親は秘策を講じます。



「親がかり」の昆虫を見てみよう

コオイムシ コバネハサミムシ

“父母の恩は海よりも深く山よりも高し”

白く見えるのが卵ボク♂（イクメン）です
六甲からと村 八幡屋公園

“負うた子に教えられ・・・”（何を？）



昆虫に見る、「子供を残す知恵」 ②

アオスジアゲハの幼虫はクスノキの葉を食草として育つ。

クスノキは「樟脳」の原料であり、樟脳はその香りのゆえ
に衣服などの防虫剤として広く使用されている。防虫
剤すなわち「虫よけ」だから、本来は昆虫が嫌うはずで
ある。

それにも拘らず、アオスジアゲハはお構いなしにクスノ
キの葉裏に産卵する。外敵昆虫が嫌がって近づかな
いクスノキの葉に守られて幼虫は無事に育つのだろう
か？

“蓼（たで）喰う虫も好きずき”



アオスジアゲハとクスノキ
クスノキに産卵。幼虫は葉を食べて育ち、 蛹はクスノキの葉裏に保護色で！

八幡屋公園

蛹は素晴らしい保護色ですね。すぐには判らないでしょう？



究極の母性愛？！ 究極の夫婦愛？！

子供に喰われる親

コブハサミムシの母は、卵を保
護した上に、孵化した幼虫に自ら
の体を喰われ（せ）ます。（右下の写真）

カバキコマチグモという蜘蛛にも
同じような現象が見られます。

これは子が親を襲うのではなく親
が子供に初期栄養を与えるため
に本能的に自らの体を提供して
いるのだと考えられています。

「子を持って知る親の恩」

いや「親の心 子知らず」

ノミの夫婦

ノミの夫婦!?…♀に喰われる
♂

メスのカマキリが、交尾中にオス
のカマキリを食べてしまうことがあり、
これが、その後のメスの産卵の際
の産卵数を多くさせるのに効果が
ある、という報告があります。

残念ながら、その瞬間の映像を探し
当てることができませんでした。

コブハサミムシ
出典２ 箕面



そして、力尽きた昆虫たちの末路は？①

カナブン シロスジカミキリ
有馬富士公園

刀折れ、矢尽きて…

八幡屋公園



そして、力尽きた昆虫（蟲）たちの末路は？②

モズのはやにえの
犠牲者・ケラ 同じく犠牲になった

カエル

平城京跡
万博公園

同じく犠牲になった
スズメバチ

鵜殿

・・・つわものどもが夢のあと
戦いすんで 日が暮れて・・・



ま と め

私たちが目にして「面白いな」「不思議だな」と感じる、昆
虫（蟲）たちの姿や色、生活のしかたは、結局のところそ
のほとんど全てが、「自分の子供を守る」「たくさんの子
供をのこす」「そのために自分が生き延びる」ための営
みに帰結している。

この営みこそ「種の保存」のための本能（学習効果により
体得された能力も含む）そのものである。

生きていることを楽しむ余裕のない昆虫は、「種の保存」
の一点だけを考えながら生きているのですね。

“一寸（いっすん）の虫にも五分（ごぶ）の魂”

さぁ、長いあいだご覧いただいたストーリーのまとめ
です。今日お話ししたかったことのエキスです。



もう一度 人と昆虫における「欲求」の違い

５．自己実現の欲求…人間特有の営み

４．承認（尊重）の欲求…人間特有の営み

３．所属と愛の欲求…人間以外にも一部

２．安全の欲求…すべての生き物に共通

１．生理的欲求…すべての生き物に共通

最後にもう一度だけ、マズロー先生にご登場願いましょう。欲求
第1・第2段階は昆虫を初め全ての生き物に共通しているし、そ

れはとりもなおさず、子孫を守り増やすための手段なのです。そ
の1点のためだけに生き物は自分を守り、相手を攻めるのです。



参考・引用文献と写真

１．「日本の昆虫」（三木卓）1993刊、小学館

２．「日本の昆虫 1400」①（塊真史）2013刊、文一総合出版

３．「繭ハンドブック」（三田村敏正）2013刊、文一総合出版

４．「日本産幼虫図鑑」（岡俊彦）2005刊、学習研究社

５．「カメムシはなぜ群れるか」(藤崎憲治）2009刊、京都大学学術出版会

6．「身近な昆虫識別図鑑」（海野和男）2019刊、誠文堂新光社

＊なお、注記をしていない写真は、シニア自然大学校
修了生の撮影によるものです。

片岡義方、岡本俊治、芳澤義範、中島健太、芳川雅美

ほとんど“他人の褌（ふんどし）で

相撲を”取ってしまいました！



番外編：本編で触れられなかった話

１．蟲が関わってくる「気候の予兆」

など （迷信、言い伝え、俗信）

２．蟲を読み込んだ「ことわざ」

（諺・慣用句・四字熟語など）

３．昆虫が登場する歌

４．昆虫と文学、著名人

ここからは付録です。「攻撃と防禦」の
ストーリーに組込めなかった内容です。



1．蟲が関わってくる「気候の予兆」
など （迷信、言い伝え、俗信）

１．カマキリが高いところに卵を産むと、
その年は雪が多い？

２．カメムシが多い年は冬が寒い？
３．朝、蜘蛛を殺してはいけない？
4．蟻が巣穴をふさぐと雨が降る？

（事例に基づいて帰納法的にそのように言われ
ているらしいが、科学的根拠はあるのか？）



２．蟲を読み込んだ「ことわざ」
（諺・慣用句・四字熟語など）①

•獅子身中の虫
•頭の上の蝿を追え
•あぶはち取らず
•泣きっ面に蜂
•甘いものには蟻が付く
•小の虫を殺して大の虫を助ける
•蟻の穴から堤も崩れる
•蜘蛛の子を散らしたように（逃げる）

•蜂の巣をつついたような（騒ぎ）

•苦虫を噛み潰したような（顔）

スズメバチ
（細河里山）

シオヤアブ
（細河里山）



２．蟲を読み込んだ「ことわざ」
（諺・慣用句・四字熟語など）②

•弱虫、泣き虫、お邪魔虫

•虫がいい ・トンボを切る

•虫の息 ・蝶よ花よ →

•蛙鳴蝉噪 ・夏虫疑氷

•蝸牛角上（の争い） ・蛍雪の功

•冬虫夏草

キアゲハ
（八幡屋公園）



３．昆虫が登場する歌
題名からメロディが浮かびますか？

• 赤とんぼ（三木露風 / 山田耕筰）

• 虫の声（文部省唱歌）

• 虫の楽隊（桑山春風 / 田村虎蔵）

• 蝶々（野村秋足 / スペイン民謡）

• 蛍（文部省唱歌）

• とんぼのめがね（額賀誠志 / 平井康三郎）

• てのひらを太陽に（やなせたかし/いずみたく）

最近では・・・

・とんぼ（長渕 剛）

・グラスホッパー物語（のっぽさん / 松本俊明）

・虫のつぶやき（荻野目 洋子）



ご一緒にどうぞ！！

夕焼け小焼けの
赤とんぼ

負われて見たのは
いつの日か

アキアカネあとからウマオイ
追いついて

チョンチョンチョンチョン
スーイッチョン

ハヤシノウマオイ

ハチ北高原

妙見山



４．昆虫と文学 など

昆虫文学
• 虫めづる姫君・・・短編集「堤中納言物語」（編者不詳）収録

• 蜻蛉（かげろう）日記・・・右大将道綱母

• 昆虫記・・・ファーブル

• どくとるまんぼう昆虫記・・・北 杜夫

• とんぼつり今日はどこまで行ったやら （加賀千代女）

• 海女の家は小海老にまじる いとど かな （松尾芭蕉）

名前に「虫」がつく有名人
・手塚 治虫（てづかおさむ）さん・・・漫画家

・虫明亜呂無（むしあけあろむ）さん・・・評論家・作家



会ってみたいな あの人に

蜻蛉（かげろう）日記の著者は
右大将道綱の母
（カゲロウは“蜉蝣”が正解のようです。はか
ない命の譬え。）

手塚 治虫（おさむ）氏
オサムシ

トウヨウモンカゲロウ

アイヌキンオサムシ 北海道

武田尾



ご清聴ありがとうございました！

ゴマダラカミキリ 鵜殿

以上で終りです。長時間お付き合いいただき有難うございました。


