
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【エゾユキウサギ～５月】換毛期を迎えています。この個体はまだまだ白化状態でしたが、周辺にいたウサギは随分

と換毛が進んでいました。個体差があるようですが、基本、白化は日照時間の長短、進行速度は生息地の気温や積雪

等の気象条件の影響を受けるとされています。では何故同じ場所にいるウサギで個体差がでるのか？まだまだ謎が多

いようです…。しかし速い…。時速 80km 以上で走りますが、馬や犬と並んで哺乳類では最速の部類に位置します。 
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⑤ ③ 
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☆チビターニュース/山の実 ２０２1 年５月 25日（火） 第 10３号☆ 

☆  

【シマエナガ巣造り～４・５月】４月初旬から始まった巣造り、今年の４～５月は悪天候続き・・・。「暴風警報」「積

雪レベルの降雪」「強雨」「氷点下気温」等々、実に過酷を極めた巣造り…。とうとう４月中旬には「巣の造り直し」を

余儀なくされました。通常、この野鳥は雌雄で巣を造りますが、造り直しには別のシマエナガもヘルパーとしてお手伝

いをしていました。なんと「お人(鳥？)好し」の野鳥。そうなんです！シマエナガはそういった習性があるんです。 

 

【エゾヤマザクラ～５月】層雲峡から旭川方面に車で約２０分のところにある「上川町・上川公園」のエゾヤマザクラが５月中旬満開

を迎えました。ここの公園からは、時期的に雪の被った大雪山連峰が一望でき、雪と桜で幻想的な風景を見ることができます。周辺に

は多くの野鳥やエゾリスなどの小動物も生息しており、おススメの公園です。同日、層雲峡峡谷ではエゾムラサキツツジも見頃へ～。 

【疥癬(かいせん)病のキタキツネ～５月～何度も登場する記事です。】ヒゼンダニが原因の寄生虫病にかかってしまったキタキツネ。

皮膚の中を喰い進みながら全身に回り、凄まじいかゆみで皮膚がボロボロになり、最終的には息絶えてしまいます。感染力が相当

強く、キツネの家族は当然ながら、周辺のキツネにまで感染し姿を見かけなくなる程その数が激減してしまう感染病です。原因は

人間…。人間がキツネに餌を与える行為が、写真のような光景を生んでしまいます。多くはお菓子類のようですが、キツネにとっ

てこの甘さは下剤となってしまい、結果、免疫力が低下し体の中は虫だらけとなってしまうのです。野生動物には餌やり厳禁です。 

【大雪山連峰～５月】５月中旬の大雪山連峰(一部)の写真です。４月に

も撮影しましたが、雪の状況はさほど変わっていませんでした。大雪山

では５月でもまだまだ積雪が増える時期…。黒岳七合目では５月初旬で

積雪３４０㎝、昨年同日で３９０㎝。今年の残雪はどうなるでしょう。 

 



             

                                           

 

 

 

                                             

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

☆チビターニュース/森のたね ２０２1 年５月２５日（火） 第 10３号☆ 

☆  

【層雲峡ＶＲ360～４月】層雲峡ビジターセンターでは 4 月 1 日から「層雲峡 VR 

360」の運用を開始しました。環境省が管轄するビジターセンターとしては全

国初の試みとなる、非接触型のモニターで、大雪山の３６０°映像を VR ゴー

グルの使用で疑似体験するシステムの一般公開が始まりました。（ＶＲゴーグル

につきましては、６月以降の運用開始予定）具体的には、大雪山の魅力を 7 分

50 秒に凝縮した「Welcome to 大雪山国立公園」、大雪山と層雲峡峡谷の上空

を鳥になった気分で空中散歩する「VR スカイウォーク」、ガイドの解説を聞き

ながら大雪山の主要コースを巡る「VR 表大雪バーチャルトレッキング」、夏山

以外の層雲峡でのアクティビティーを紹介する「体感！層雲峡アクティビティ

ー」、層雲峡峡谷がどのようにできたのかをわかりやすく説明する「層雲峡峡谷

の成り立ち」、黒岳エリアを中心とした 25 地点を３６０°のパノラマで体感す

る「山頂パノラマ＆絶景コレクション」など、13 のコンテンツをお楽しみいた

だけます。コロナ対策に十分配慮した形で運用いたしますので、ご来館の際は

ぜひ体験してみてください。   写真：ビジターセンターレクチャールーム  

 

 

【イスカ～４月】スズメよりやや大きめで、写真中央と左下が雄、右下が雌です。年により飛来数の年変動が大きく、

まったく見かけない年もあります。特徴は、食い違ったくちばし。松かさの鱗片(りんぺん)をこじ開けて中の種子を食

べるために特殊化したものと言われています。松かさに「ぶらさがったり」、枝の又に挟んだり、足指でこじ開けたり

と、意外と器用な鳥です。鳴き声がとても「やわらかく」、「チュチュピーピー」と澄んだ声です。イスカの観察難易

度も高いですが、写真左上の「ナキイスカ」はイスカの群れに混じりますが、観察難易度はなんとトップクラスです！ 

【エゾリス～４月】 

←春の陽気に誘われて・・・。 

「うぉ～眠い！！！」 

仲良くクルミ探し～。→  

間もなく可愛い仔リスが・・・。 



季節の観察会（季節により観察地決定） 

6/13・7/25・8/15・9/12 

上記以外・詳細はHP で公開致します。 

 

                                             

                        

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

■  2021年度・ビジター講座  ■ 

                          

発行：大雪山国立公園  

 

 

℡ 01658－9－4400 ／fax 01658－9－4401 

アドレス : http://www.sounkyovc.net/ 

開館時間 ６月～１０月／８：００～１７：３０無休・入館無料 

１１月～ ５月／９：００～１７：００月曜日休（祝祭日は翌日） 

                      202１年５月２５日発行 M・K 

 

 

 

 

                           

白黒紙面でご覧の皆様へ ～ パソコンをお持ちの方は、上

記のアドレスで公開していますので、そちらもご覧下さい。 

 

 

■大雪山フィールドノート写真展■ 

（日時）常時展示 【場所】ビジターセンターレクチャールーム 

（内容）一年を通じた大雪山の自然を写真と解説文で紹介します。        

    

 

 

★★観察会は事前申し込みが必要です★★ 

★★詳細についてはお問合せください★★ 

3/29 福寿草開花！昨年は 3/31、ほぼ同日

に開花しました。ようやく春へ～。 

只今、新型コロナウィルス感染症防止の観点 

から「切り絵」は休止させていただいており

ます。何卒ご了承下さいませ。 

 

 

 

イタヤカエデの滴る樹液 

３月↓ 上川・層雲峡気象↓

3/21 オジロワシ、ヤマセミ 層 3/22 層雲峡降雪１８㎝　

3/23 エゾモモンガ、エゾユキウサギ、ふきのとう芽吹く 上 3/28 センター前　日最高気温１２℃　上川町１２．５℃

3/24 彩雲、エゾクロテン、レンズ雲 上 3/29 センター前　日最高気温１４℃　上川町１３．９℃

3/25 エゾユキウサギ、彩雲 上 3/29

3/26 オジロワシ２羽、クマゲラ 層 3/31 ３月降雪量　層雲峡１０１㎝　上川　６６㎝

3/27 クマゲラ（層）、アオサギ、ヤマゲラ 上 3/31 昨年同月　　層雲峡１１７㎝　上川　８８㎝

3/28 シメ、カワガラス求愛給餌、ミソサザイ 上 3/31 ３月積雪深　層雲峡１２８㎝　上川　９５㎝

3/29 イスカ、カワラヒワ、福寿草開花（昨年3/31） 上 3/31 昨年同月　　層雲峡１０９㎝  上川　６１㎝

3/30 ナキイスカ、エゾリス 上 3/31

3/31 イスカ群れ、キタキツネ 上 4/2 上川町積雪ゼロ（昨年4/4）

４月↓ 4/3 層雲峡・上川町降雨

4/1 イスカ群れ、キタキツネ、クマゲラ、彩雲 上 4/4 層雲峡温泉街雪

4/2 シマエナガ巣造り、マヒワ、日暈（ハロ） 上 4/8 層雲峡温泉街・上川町雪　層雲峡降雪１０㎝

4/3 レンズ雲 層 4/12 上川町　日最高気温１５．５℃　センター前　１６℃

4/4 ヒガラ、エゾリス、ムクドリ、ホオジロ 上 4/13

4/5 エゾクロテン、エゾサンショウウオ、エゾフクロウ 上 4/14

4/7 日暈、ハイタカ、シメ群れ、疥癬病のキタキツネ 上 4/14

4/9 ノビタキ、エゾリス、ミヤマホオジロ 上 4/14

4/10 ハイタカ、ツグミ、マヒワ、ユリカモメ内陸部に 上 4/15 上川町・層雲峡雪　

4/11 ハイタカ、エゾモモンガ、エゾタヌキ 上 4/18 上川町・層雲峡一時雪　一時強雨

4/14 エゾモモンガ、オオジシギ、ミズバショウ開花(昨年4/18) 上 4/18

4/15 ヒグマ足跡、エゾエンゴサク開花(昨年4/16) 上 4/19

4/16 日傘、シマエナガ巣造り直し、エゾユキウサギ 上 4/20

4/19 レンズ雲、オオジシギ、ウグイス 上 4/21

4/20 エゾムラサキツツジ開花(昨年5/3) 上 4/22 上川町・層雲峡一時雪　

4/21 モズ、エゾリス、アオサギ、ノスリ５羽 上 4/23 上川町　日最高気温１７．１℃

4/22 エゾアカガエル、エゾユキウサギ、ルリビタキ(層) 上 4/25 上川町・層雲峡一時雪

4/24 モズ、ノビタキ、クマタカ、疥癬病のキタキツネ 　 4/27

レンズ雲、日暈、エゾノリュウキンカ開花(昨年4/17) 上 4/30 上川町・層雲峡雪　一時吹雪

4/25 ベニマシコ、ウグイス、エゾリス 上 4/30 層雲峡　日降水量４１．００mm　４月観測史上５位

4/26 ヒメイチゲ開花(昨年4/17)、コブシ開花(昨年5/3) 上 5/1 １～３にかけて上川町・層雲峡雪

4/27 レンズ雲、コムクドリ、コチョウゲンボウ 上 5/3

4/28 オオアカゲラ、ベニヒワ、ベニマシコ 上 5/4 上川町・層雲峡一時雪

4/29 日暈、アトリ大群、ノスリ 上 5/6 上川町　日最高気温１７．５℃

５月↓ 5/7

5/1 ベニマシコつがい、エゾヤマザクラ開花(昨年5/3) 上 5/10 上川町・層雲峡一時雪

5/2 アカハラ、シロハラ、ヒグマ足跡(仔熊)、ヒガラ 上 5/11 上川町・層雲峡一時雪

5/3 カヤクグリ 層 5/12 層雲峡・上川町　霜

5/4 ルリビタキつがい、シメ群れ、疥癬病のキタキツネ 上 5/16 上川町　日降水量２８mm　５月観測史上５位

5/5 センダイムシクイ、オオルリ、キビタキ、日暈 上 5/19 センター前　日最高気温２２℃

5/6 オツネントンボ、エゾライチョウつがい、オオジシギ、ウソつがい 上 黒岳気象他↓

5/7 ヒグマ、カタクリ開花(昨年5/3) 上 3/31 七合目積雪３６０㎝（昨年同日３５０㎝）

5/7 エゾムラサキツツジ開花(昨年5/9)、幻の滝・白蛇の滝 層 4/1 七合目積雪３２０㎝

5/8 コアカゲラ、エゾユキウサギ、コサメビタキ 上 4/8 七合目積雪３１０㎝

5/10 シマエナガ巣　外敵に襲われる 上 4/26 七合目積雪３３０㎝

5/11 エンレイソウ、ミヤマエンレイソウ、マヒワ 上 4/28 七合目積雪３２０㎝(昨年4/30　３９０㎝)

5/12 ツツドリ赤色型、エゾリス、クロツグミ、エゾユキウサギ 上 5/5 七合目積雪３４０㎝(5/8にてスキーリフト終了)

5/13 イワツバメ、エゾヤマザクラ開花(昨年5/14) 層

5/14 エゾリス 上

5/15 日暈、ビンズイ、モモンガ樹洞にアオダイショウ入る 上

5/18 エゾライチョウ 上

5/19 ミヤマカラスアゲハ 層

5/20 クマゲラ 上

上川町　日最大１０分間降水量２．００ｍｍ　３月観測史上１位

上川町　月間日照時間（多）１５０．２ｈ　３月観測史上１位

上川町・層雲峡雪　一時吹雪

上川町　日最大瞬間風速２３．６℃　４月観測史上３位

上川町　日最高気温１７．２℃　センター前１６℃

上川町　日最高気温２３．９℃　センター前２１℃

上川町・層雲峡一時雪

層雲峡降雪１４㎝　上川町　日最高気温２．６℃　５月観測史上４位

昨年5/1以降　新型コロナウィルス感染症関連の為運休 データなし

カレンダー期間　3/21-5/20
観測地  上・上川　層・層雲峡　黒・黒岳

上川町・層雲峡降雨

上川町　日最大１０分間降水量２．５mm　４月観測史上１位

上川町　日最大１時間降水量５．５mm　４月観測史上５位

層雲峡積雪ゼロ(昨年4/25)

上川町・層雲峡一時雪　一時吹雪
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