
 

 - 56 -

４ 野外観察の指導と安全指導 

 (1) 事前準備         

   ○  観察の目的に応じた場所，日程，行動を総合的に吟味し，綿密な計画を立てます。 

○ 計画の概要を管理職(校長・教頭)に説明し，許可を得ます。 

   ○ 事前調査(下見)を必ず行います。 

・ 観察ポイントの確認や危険な場所，危険な生物などのチェック 

・ 目的地までのコースでの交通量，危険箇所の確認 

・ 不慮の事故に備え，目的地周辺の医療機関の場所・連絡先の確認 

・ 最寄りのトイレの確認 

・ 土地の持ち主や管理者への連絡 

 直接出向く，電話をする，文書を出すなどの手続きを取り，許可を得ておきます。 

○ 児童への事前指導を行います。 

 ・ 観察の目的，服装，携行品の確認 

・ マナーの確認  むやみに植物や動物を採集しない。ごみは必ず持ち帰るなど。 

 

(2) 服装，携行品  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他に教師が準備しておくものに，地図，方位磁針，双眼鏡，(デジタル)カメラ，外傷用の

薬，抗ヒスタミン含有のステロイド軟こう(たいていの虫さされや植物によるかぶれに効く)，緊

急連絡先のメモ，携帯電話，ピンセット，ハンマー(岩石を割る)などがあります。 

つばのある 

帽子 

ナップザック 

長袖の服 

長ズボン 

運動靴 

水筒 

軍手 

新聞紙 

ポリ袋 

紙ばさみ  

記録用紙 

筆記用具 

虫めがね 

救急ばんそうこう

カメラ 

雨具 

フィルムケース 

巻き尺 

虫除け 

スプレー 

観察・調査の目的，対象，場所を考慮して必要なも

のを準備させましょう。 
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(3) 行動 

○ できるだけ複数の教師で引率し，常に児童の行動に注意を払いましょう。 

○ 有害・有毒の動植物に留意し，適時注意を促しましょう。 

○ 道路沿いの場所では，何よりも交通事故に対する注意が必要です。 

○ 山沿いでは天候の急変，川沿いでは大雨のときの急な増水やダムからの放水，海岸線では高波

や潮の干満に注意が必要です。特に，山間部に降雨があったときは，水の流れが速くなる恐れが

ありますので，水位が膝より低くても沢を歩くのは避けた方がよいでしょう。 

○ 当日の天候に細心の注意を払い，雷雨時の実施は控えましょう。天候の急変によって野外で雷

に遭遇した際の注意は p.65 を参照してください。 

○ 必要以上の生物や岩石は環境保全のため，採集しないようにし，自然環境が破壊されることの

ないように指導しましょう。観察した後の岩石のかけらや土砂などはきちんと片付けさせましょ

う。 

 

(4) 事後の処理 

○ 帰校したら，管理職(校長・教頭)に報告をします。 

○ 土地の持ち主や管理者の許可を得ていた場合はお礼の連絡をします。 

○ 反省会をもち，成果や問題点についてまとめておき，次年度へ申し送りましょう。 

 

(5) 露頭観察を行う場合の注意   

○ 崩れにくい露頭での岩石採集においても，多くの人が集まって採集する場合，岩石が落下し，

下にいる人に当たる危険性があります。このような場合は，横一列に並んで交代で採集をするよ

うにします。 

○ 雨天時はもちろん，たとえ晴天であっても前日までの雨量が多い場合には，露頭の斜面が崩れ

る危険性があります。 

○ 斜面を上り下りする際には，足場を確保し，滑らないようにします。また，落石を起こさない

ように注意します。岩石が落下し，下にいる人に当たる危険性があります。 

○ 露頭は，海岸や川底以外では鉛直に近い急斜面であることが多く，露出している地層や岩石    

が崩れやすくなっているところもあります。危険性がある露頭は離れて観察させましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンマーの使い方 

 岩石用のハンマーは，岩石を割ったときに鉄の破片が飛び散りにくくなっています。 

○ 正しい持ち歩き方 

 ハンマーを持ち歩く際には，必ず頭部の金属の部分を手で持つようにします。柄の方を

持ち，金属の部分を振り子のように振りながら歩くのは危険です。 

○ 岩石を割るときの注意 

岩石を割る前に，岩石を持つ方の手に手袋を着用します。ハンマーを持つ手には滑り止

めの付いた手袋を着用します。岩石を割る時には破片が飛び散 

るので，周囲に人がいないことを確認して，ハンマーを振りま 

しょう。自分自身も眼鏡か安全メガネを着用しておくようにし 

ます。ハンマーを２つ合わせて，たがねの代用にしてはいけま 

せん。同じ硬さの鉄がぶつかり合うと，破片が飛び散って，け 

がや失明の危険がありますので，絶対にしてはいけません。 岩石用ハンマーとタガネ
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(6) 太陽の観察を行う場合の注意 

○ 絶対に太陽を肉眼で直接観察してはいけません。 

目の保護をせずに長時間，または，繰り返し太陽を見ると，失

明や網膜のやけどをする危険があります。強い光による網膜の損

傷は，何の痛みも感覚もなく起こり(網膜には痛みを感じる受容器

がない)，網膜が損傷した場合も視覚への影響は数時間経たないと

現れません。可視光線だけではなく，紫外線や赤外線も眼に取り

返しのつかない障害を与えますので，注意が必要です。 

○ 保護フィルター(しゃ光板)を使って観察します。 

太陽観察用として市販されている保護フィルター(しゃ光板)を

用いるときは，それを通して，ごく短時間だけ太陽を見ることが

できます。これらのフィルターは可視光線と赤外線をカットする

ように設計されていて，クロム合金かアルミニウムの薄い層をもっています。安全なフィルター

は，可視光線の透過率が 0.003％未満で，近赤外線の透過率が 0.5％未満のものです。 

 

 

 

  

 

 

 

(7) 注意を要する生物 

     日本において，動物が原因となって死亡した人の数を下表に示します。死因では，スズメバチな

どのハチ類が原因となっている死亡者数が最も多く，アナフィラキシーショック(アレルギー性のシ

ョック症状)の恐ろしさを物語っています。 

     毒ヘビが死因となっている死亡者数は，毎年 10 名程度ですが，その内訳は，マムシが原因とな

ったものが最も多く，ハブが原因となったものは多くても年１～２名です。これは，医療機関がハ

ブ咬(こう)傷に対する処置を熟知しているので，ハブによる死亡者がマムシより少ないということ

が考えられます。 

  

日本における動物が原因となった死亡者数 
                                

年
 

     死 因 

1997 1998 1999 2000
 
2001

 
2002

 
2003

イヌによる咬傷又は打撲  ４  ２  １  ４  ５  ４  ２

ネズミ，イヌ以外の哺乳類による咬傷又は打撲 １１  ７  ７ １２  ７ １１ １５

毒ヘビとの接触 １０ １２ １８  ６  ８  ４  ８

ハチ類との接触 ３０ ３１ ２７ ３４ ２６ ２３ ２４

ムカデ及び有毒ヤスデ(熱帯)との接触  －  ２  －  －  －  ３  １

その他の有毒節足動物との接触  １  １  １  ２  －  －  １

有毒海生生物との接触  １  １  １  １  －  －  １

  

使ってはいけない危険なフィルターの例 

下敷き，サングラス，すすでいぶしたガラス，カラーフィルム，金属銀を含まない白

黒フィルム，濃度が十分でない白黒フィルム，音楽ＣＤやＣＤ－ＲＯＭ，写真用のＮＤ

フィルター，偏光フィルターなど。 

 ※ これらのほとんどは，熱による網膜の損傷を引き起こす赤外線を透過させます。 

しゃ光板 



 

 - 59 -

   

    

 

 

 

 

 

   以下，佐賀県内に生息する，注意を要する主な生物を紹介します。 

 

ア  要注意動物 

イノシシ[イノシシ科] (p.67 写真１ 参照) 

生態 県内の山間部には普通に見られ，田畑を荒らす有害獣として，狩猟やワナで毎年捕獲駆除されています。しかし

ながら，個体数が減る傾向は見られません。 

特徴 山中で出くわしてもほとんどの場合は人を避け逃げますが，子連れの親と急に出会ったときなどは,｢猪突猛進」

という諺があるように，猛然と突進してくることがあります。下あごの牙(犬歯)は鋭く，イヌなどを引っかけて裂

くので掛け歯とも言われ危険です。 

対処  攻撃を受けた場合は，絶対に転倒しないように気を付け，岩や樹上に登り回避します。 

 ニホンマムシ[クサリヘビ科] (p.67 写真２ 参照) 

生態 県内では平野部から山地帯まで普通に見られ，森林，藪，田畑周辺，川沿いなど涼しい場所を好みます。主に夜

間に活動し，暗闇でもピット器官で野ネズミ等の発する赤外線(熱)を感知し，攻撃することができます。 

特徴 性質はおとなしく，つかんだり，踏みつけたり，棒でつついたりしない限りは攻撃してくることはありません。

マウスに対する毒性はハブよりも強いのですが，咬まれても注入される毒の量が少ないので，適切な治療を受けれ

ば死に至ることはほとんどありません。しかし，国内では毎年死亡者がいますので油断は禁物です。毒は血液毒(出

血毒)と呼ばれ，内出血や組織の壊死をもたらします。 

対処  万が一，咬まれた場合は，慌てず，落ち着いて，抗毒血清のある病院へ行き治療を受けてください。むやみに止血

帯で縛ったり，氷で冷やしたりしてはいけません。 

 ヤマカガシ[ナミヘビ科] (p.67 写真４ 参照) 

生態 県内では平野部から山地帯まで普通に見られます。特に，水田周辺でよく見かけ，カエル類を主に捕食していま

す。最近まで無毒と思われてきましたが，1984年に愛知県の中学生が咬(こう)傷により死亡した例があります。 

特徴 上がくの奥に毒せんがありますが，ニホンマムシのような毒を注入するための牙はないので，上がくの奥にある

牙でかまれた際にできた傷口から毒がじわじわと侵入します。毒には強い血液凝固作用があり，消耗性凝固傷害や

急性腎不全を引き起こします。また，背面けい部にも毒せんがあり，けい部を棒でたたいたりしたときに毒液が飛

び散り，目に入る可能性があります。毒が目に入ると激しい痛みや角膜炎を起こすので注意が必要です。 

対処 軽くかまれた場合は毒液が体内に侵入する可能性は低いですが，強くかまれ毒が侵入した場合は，速やかに病院

で治療を受けましょう。ただし，毒が侵入した直後には，痛みなどの自覚症状はなく，少し時間がたってから出血

や痛みなどの症状が生じてきます。ヤマカガシ抗毒血清は，日本蛇族学術研究所(群馬 TEL 0277-78-5193)，国立感

染症研究所(東京)，杏林大学(東京)にあります。 

ニホンヒキガエル[ヒキガエル科] (p.67 写真５ 参照) 

 

 

要注意生物に関する正しい知識があれば，野外で出会ったとしても恐怖心を抱く必要は

ありません。 引率者が騒ぎ立て，児童に恐怖心を植え付けることがないように心掛けま

しょう。理科の授業で生物(自然）嫌いにしては本末転倒です。 

有毒な生物や，時として人間に危害を加える生物でも，生態系の中では特定の生態的地

位(ニッチ)にあり，生態系のバランスを保つのに重要な役割を果たしていることを理解

し，むやみに殺生することも慎むべきです。 

生態 県内では主に山間部に生息し，産卵期になると池や沼に集まり一斉に産卵を行います。卵は大きく，発生過程

の観察に適しています。 

特徴 耳の後ろにある耳せんや皮膚にある皮膚せんから毒液を分泌します。 
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対処 毒液は目や皮膚を刺激するので，カエルに触れた手で目や口を触らないようにします。毒液が目に入った場合は

流水でよく洗い流しましょう。  

ニホンイモリ(アカハライモリ)[イモリ科] (p.67 写真６ 参照) 

生態 県内では山間部やその麓の小川や水田で見かけます。卵は大きく，発生過程の観察に適しています。 

特徴 皮膚と筋肉にフグ毒と同じテトロドトキシンが含まれます。 

対処 イモリに触れた手で目や口を触らないようにします。毒液が目に入った場合は流水でよく洗い流しましょう。 

ニホンアマガエル[アマガエル科] (p.67 写真７，８ 参照) 

生態 県内では平野部から山地帯まで広く分布し，人家の窓やベランダにもよく出現します。 

特徴 皮膚からの分泌物に毒が含まれています。 

対処 毒液は目を刺激するので，カエルに触れた手で目を触らないようにします。毒液が目に入った場合は流水でよく

洗い流しましょう。  

スズメバチ類[スズメバチ科] (p.67 写真９，10，11，12 参照) 

生態 日本には３属16種いますが，県内(教育センター周辺)ではオオスズメバチ，コガタスズメバチ，キイロスズメバ

チ，ヒメスズメバチをよく見かけます。種によって違いますが，樹洞，土中，家屋の軒下，屋根裏，生け垣などに

巣を作ります。 

特徴 えさの減り始める初秋に，より攻撃的になり，特に，黒色，動くもの，香水などに反応します。 

対処 巣がある場所には絶対に近寄らないようにします。単独でいる個体は，刺激を加えない限りはほとんど攻撃して

くることはありませんので，近付いてきても手で払いのけたりせずに飛び去るのを待ちましょう。攻撃してくる場

合は，特に黒色の頭髪めがけて襲ってきますので，野外に出かける際には帽子を着用しましょう。襲ってきた場合

は，急にしゃがむことでスズメバチの攻撃を免れることができることもあります(飛んでいるスズメバチは，真下の

方向が見えにくい)。 

刺された場合は，すぐに刺された部分をつねって毒液を絞り出し，水でぬらしたタオルで刺された箇所を押さえ

ます(毒液は水溶性なので，ぬれタオルの方に溶け出す)。アンモニア水は効きません。抗ヒスタミン含有のステロ

イド軟こうを塗布します。アレルギー体質の人や複数回刺された場合には，アナフィラキシーショック(アレルギー

性のショック症状)が起きることがありますので，少しでも気分が悪いと感じたら速やかに病院へ行きましょう。 

アシナガバチ類[スズメバチ科] (p.68 写真 13 参照) 

生態 日本には３属10種が生息しますが，フタモンアシナガバチ，セグロアシナガバチ，コアシナガバチ，キアシナガ

バチなどが知られています。家屋の軒下，木の枝などに巣を作ります。 

特徴 巣に近付いたり，刺激を加えない限りは襲ってくることは余りありません。 

対処 スズメバチ類を参照。 

マルハナバチ類，ベッコウバチ類，アナバチ類 

特徴 トラマルハナバチ(ミツバチ科)，クマバチ(ミツバチ科)，ベッコウバチ(ベッコウバチ科),ルリジガバチ(アナバ

チ科)などのハチ類も毒針をもちますが，捕まえたり，刺激を与えない限りは人を刺すことはありません。 

対処 スズメバチ類を参照。 

ミツバチ類[ミツバチ科] (p.68 写真 14 参照) 

生態 県内では日本在来のニホンミツバチと，養蜂のためにヨーロッパから持ち込まれたセイヨウミツバチがいます。

特徴 巣に刺激を与えたりしない限りは集団で襲ってくることはありません。単独で活動している個体も人に危害を加

えることはほとんどありません。 

対処 ミツバチが毒針を人の皮膚に刺した後は，毒のうとともに針がハチの体から抜けてしまうので，ハチ自身は死ん

でしまいます。そのままにしておくと毒のうから毒が注入されるので，指先で毒のうをはじき飛ばします。他はス

ズメバチ類を参照。 
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ハネカクシ類，カミキリモドキ類，ツチハンミョウ類 

特徴 アオバアリガタハネカクシ(ハネカクシ科)はペデリンという有毒物質を，アオカミキリモドキ（カミキリモドキ

科)，マルクビツチハンミョウ(ツチハンミョウ科)などはカンタリジンという有毒物質を体液中に含み，これらが皮

膚に付くと水ほうが生じ，ヒリヒリと痛みます。 

対処  触ったり，捕まえたりしなければ何の問題もありません。体液が皮膚に付いた場合は流水でよく洗い，抗ヒスタ

ミン含有のステロイド軟こうを塗布しましょう。 

カメムシ類 (p.68 写真 15 参照) 

特徴 ヤニサシガメ，ヨコヅナサシガメ(サシガメ科)，ツマグロヨコバイ(ヨコバイ科)，マツモムシ(マツモムシ科)な

どのカメムシ目に属する昆虫は，樹液や生物の体液を吸うための口吻をもち，捕まえると刺すことがあります。 

対処  触ったり，捕まえたりしなければ刺されることはありません。刺された場合は，抗ヒスタミン含有のステロイド

軟こうを塗布しましょう。 

ドクガ類[ドクガ科] (p.68 写真 16，17 参照) 

特徴 ドクガ，チャドクガ，キドクガ，モンシロドクガなどは，幼虫期に毒針毛を作りますが，卵塊，まゆ，成虫にも

毒針毛が付着していますので，これに接触した部分に痒みや皮膚炎が生じます。 

対処 毒針毛はセロテープで取るか洗い流します。抗ヒスタミン含有のステロイド軟こうを塗布しましょう。 

カレハガ類[カレハガ科] (p.68 写真 18 参照) 

特徴 マツカレハ,タケカレハなどは,幼虫及びまゆに毒針毛があり,これに接触した部分にかゆみや皮膚炎が生じます。

成虫には毒針毛はありません。 

対処 ドクガ類を参照。 

イラガ類[イラガ科] (p.68 写真 19 参照) 

特徴 イラガ，アオイラガ，ヒロヘリアオイラガなどは，幼虫に毒針毛があり，これに接触した部分に激しい痛みや皮

膚炎が生じます。痛みは数時間で治まり，ドクガ類よりも治りは早いです。まゆと成虫には毒針毛はありません。

対処 抗ヒスタミン含有のステロイド軟こうを塗布しましょう。 

ブユ(ブヨ)類[ブユ科] 

生態 山地の渓流や低地の小川に生息し，雌が吸血します。 

特徴 吸血されると激しい痒みが生じます。 

対処 野外に出かける際には防虫スプレーを塗布します。吸血された場合は，抗ヒスタミン含有のステロイド軟こうを

塗布しましょう。 

アブ類[アブ科] (p.68 写真 20 参照) 

生態 山地，牧場付近に多く生息し，雌が吸血します。 

特徴 毒はありませんが,吸血時には激痛があり刺咬(こう)部が出血し，やがて発赤が見られ中央にしこりができます。

対処  ブユ類を参照。 

カ類[カ科] (p.68 写真 21 参照) 

生態 吸血するのは雌のみです。 

特徴 デング熱，日本脳炎，マラリア等の感染症を媒介する衛生害虫です。 

対処  ブユ類を参照。 

ムカデ類[オオムカデ科] (p.68 写真 22 参照) 

生態 湿り気のある土，落ち葉，朽ち木などがある場所に生息します。県内でよく見られるのは，トビズムカデやアオ

ズムカデです。 

特徴 頭部下面の大型のあごでかみ，毒を注入します。咬まれると激痛を覚え，はれと炎症が生じます。 

対処  抗ヒスタミン含有のステロイド軟こうを塗布しましょう。アンモニア水は効きません。 
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マダニ類[マダニ科] (p.68 写真 23 参照) 

生態 マダニ類は屋外性の大型(数mm～10mm)のダニで，屋外での活動中に吸血されます。 

特徴 吸血されると皮膚の炎症等が生じます。時として紅斑病やライム病を媒介することもあります。 

対処  吸血中のダニを無理に引き離そうとすると口器が皮膚内に残ってしまうことがありますので，病院で摘出しても

らいます。十分に吸血した場合は自然に離れます。刺咬(こう)部には抗ヒスタミン含有のステロイド軟こうを塗布

しましょう。屋外で活動する際には，ズボンのすそを靴下の中に入れる等の対策を講じましょう。 

ツツガムシ類[ツツガムシ科]  

生態  ダニの一種で，山間部から平野部の田畑，山林，草原，河原に生息し，人の皮膚に吸着した場合に組織液を吸い

ます。フトゲツツガムシ，アカツツガムシ，タテツツガムシの幼虫は時としてツツガムシ病を媒介します。 

特徴 かつて，秋田県，山形県，新潟県などの河川流域で発生する風土病とされていましたが，戦後北海道や沖縄を除

く全国各地で発生するようになりました。ツツガムシ病は，ツツガムシが媒介するリケッチアによる感染症で，高

熱と発疹，リンパ節のはれなどが生じます。処置が遅れると死に至ることもあります。平成14年に佐賀県では３人

が感染しました。 

対処  有効な治療薬がありますので，診断さえ誤らなければ恐れる必要はありません。ツツガムシ病は，風邪の症状に

似ているので，疑わしい場合(ダニの刺し傷があり，高熱・発疹が生じる場合)は早期に医療機関で診断を受け，抗

生物質の投与などの適切な治療を受けましょう。 

ヤマビル，チスイビル[ヤマビル科] 

生態  ヤマビルは山林の中，チスイビルは水田や沼などに生息します。 

対処 吸血した跡から出血がしばらく続きますが，命にかかわることはありません。 

ウミケムシ[ウミケムシ科] （p.68 写真 24 参照） 

生態 海に生息し，夜間外灯の近くに泳いできたり，夜釣りの際に針にかかって釣り上げられることがある。 

特徴 体の周囲に剛毛をもち，触れると刺さり疼痛が生じる。海岸に打ち上げられていることもあるので素足で踏みつ

けないように注意する。 

対処 皮膚に刺さった剛毛はセロテープではがしとり，抗ヒスタミン含有のステロイド軟こうを塗布する。 

 シロガヤ，クロガヤ[ハネガヤ科] （p.69 写真 25，26 参照） 

生態 海に生息し，磯だまりなどに普通に見られる。一見したところシダ植物のような外見をしているが，クラゲと同

じ腔腸動物門ヒドロ虫綱に属する。 

特徴 触れると刺胞から刺胞毒が発射され，ピリピリとした痛みが生じ，やがて疼痛やかゆみに変わる。 

対処 刺された部分を洗浄し，抗ヒスタミン含有のステロイド軟こうを塗布する。 

 

イ  食べると危険な植物 

 アセビ[ツツジ科] (p.69 写真 27 参照) 

生態 庭園木としてよく植えられ，早春に白い釣り鐘状の花を咲かせます。名は「あししびれ」に由来するとも言われ

ますが，馬が食べると酔ったように苦しむので漢字では馬酔木と書きます。 

特徴 全株有毒で，摂食すると激しいおう吐，下痢，手足の麻ひ，呼吸困難などの症状が生じます。 

 キョウチクトウ[キョウチクトウ科] (p.69 写真 28 参照) 

生態 公害に強く，庭園木として校庭の周辺にもよく植えられています。 

特徴 葉，樹皮に有毒配糖体を含み，おう吐，下痢，心臓麻ひなどを起こします。フランスでは，バーベキューの串の

代わりにキョウチクトウの生枝を使って肉を焼いて食べ，11人中７人が死亡した中毒事故が起きています。 
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 シキミ[シキミ科] (p.69 写真 29，30 参照) 

生態 寺院，墓地によく植えられています。芳香があるので，葉や樹皮から抹香が作られます。名は「悪しき実」に由

来すると言われ，果実は香辛料の大茴香(だいういきょう)とよく似ています。 

特徴 果実，葉，樹皮にアニサチンを含み，けいれん，おう吐，呼吸困難を起こします。シキミの実は，「毒物及び劇

物取締法」という法律で，植物で唯一劇物に指定されています。  

ムラサキケマン[ケシ科] (p.69 写真 31 参照) 

生態 低地から山地の道端，林縁によく見られ，春に独特の形態の花を咲かせます。玄界灘周辺の島や 唐津市，東松

浦郡の沿岸地域には花が黄色いツクシキケマンが見られます。 

特徴 アルカロイドのプロトピンを含み，誤食すると，おう吐，呼吸困難，心臓麻ひ等を起こします。 

 ウマノアシガタ，キツネノボタン，タガラシ[キンポウゲ科] (p.69 写真 32，33，34 参照) 

生態 低地から山地の道端，田畑の周辺によく見られ，春によく目立つ黄色い花を咲かせます。 

特徴 ウマノアシガタをはじめ，キツネノボタン，タガラシなどキンポウゲ科の植物は，プロトアネモニンという毒成

分を含みます。皮膚及び粘膜への刺激が強く，食べると腹痛，おう吐，下痢，血尿などを引き起こし，汁が皮膚に

触れると炎症を起こすこともあります。家畜が食べて中毒を起こした事故例があります。 

 タンナトリカブト[キンポウゲ科] (p.69 写真 35 参照)  

生態 県内では天山山頂周辺にしか見られず，佐賀県のレッドデータブックでは絶滅危惧Ⅱ類種に分類されている，絶

滅の危機にひんしている植物です。 

特徴 有毒植物で，毒成分はアコニチンなどのアルカロイドです。若い葉は，ヨモギやゲンノショウコに似ていますの

で，誤食しないように注意が必要です。解毒剤はありません。 

イヌホオズキ類[ナス科]  (p.69 写真 36 参照) 

生態 低地から山地の道端，田畑の周辺や道端によく見られ，白～紫色のナスの様な花を咲かせます。 

 県内にイヌホオズキの仲間は，イヌホオズキ，オオイヌホオズキ，アメリカイヌホオズキ，テリミノイヌホオズ

キの４種類があると考えられています。 

特徴 黒い実を付けますが，アトロピンやソラニン等のアルカロイドを含み，おう吐，下痢，運動中枢・呼吸中枢麻ひ

などを引き起こします。ナス科の植物は毒性の強い種類が多く見られます。チョウセンアサガオ，ハシリドコロ，

ヒヨドリジョウゴ等も要注意です。 

ドクゼリ[セリ科]  (p.70 写真 37 参照) 

生態 県内では佐賀市近辺の水路やクリーク周辺にしか見られず，佐賀県のレッドデータブックでは準絶滅危惧種に分

類されている絶滅の危機に瀕している植物です。若芽はセリと似ていますが，成長すると１ｍ程度にもなります。

特徴 毒成分はキ(シ)クトキシンなどのアルカロイドで，おう吐，けいれん，呼吸困難から心臓停止に至ることもあり

ます。 

ヨウシュヤマゴボウ[ヤマゴボウ科] (p.70 写真 38 参照) 

生態 ヨウシュは「洋種」の意で，北アメリカ原産の帰化植物です。果実を色水遊びに用います。「ヤマゴボウ」とい

う名で食用にされるのはモリアザミ(キク科)の根です。 

特徴 根と果実にサポニン，硝酸カリウム等の毒成分が多く含まれ，食べると，おう吐，下痢，けいれん，呼吸麻ひに

至ります。  

ヒガンバナ[ヒガンバナ科] (p.70 写真 39 参照) 

生態 ９月から11月頃に県内の至る所で花を見ることができます。別名，マンジュシャゲ,ドクバナとも呼ばれます｡ 

特徴 昔は飢きん時の救済食として水にさらして食していましたが，死亡例も数多く残っています。毒成分はリコリン

などのアルカロイドで，食すと，おう吐，下痢，呼吸不全，けいれんを引き起こします。 
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ソテツ[ソテツ科] 

生態 公園，校庭などによく植えられます。 

特徴 種子や幹にはサイカシンという毒成分が含まれます。種子や幹から採れるデンプンをソテツ餅として食用にする

こともありますが，よく水洗いをしないとおう吐，呼吸困難などの中毒を引き起こします。1999年に愛媛県の中学

校で，理科の授業でソテツの実をいって生徒が食べ，８人が吐き気などを訴え，病院で治療を受けた事故がありま

す。 

 

ウ  触れると皮膚炎などを起こすことがある植物 

ノウルシ[トウダイグサ科] (p.70 写真 40，41 参照) 

生態 佐賀平野の一部のクリークや田畑沿いに自生しています。佐賀県のレッドデータブックでは準絶滅危惧種に分類

されていて，絶滅の危機に瀕している植物です。  

特徴 茎や葉から白い汁が出て，皮膚に付くとかぶれを起こすことがあります。 

対処  かぶれた場合には，抗ヒスタミン含有のステロイド軟こうを塗布します。 

 

 ウルシ科の植物[ウルシ科] (p.70 写真 42，43，44，45，46 参照) 

生態  ハゼノキ，ヌルデは県内の至る所で見られる。ヤマハゼ，ヤマウルシ，ツタウルシは主に山間部に自生していま

す。 

特徴  ハゼノキ，ヌルデ，ヤマハゼ，ヤマウルシ，ツタウルシなどのウルシ科の植物は，ウルシオールを含み，樹液が

皮膚に付くと炎症が起きます(写真57)｡ツタウルシが最もひどくかぶれ，ヌルデはかぶれにくいと言われています。

対処  かぶれた場合には，抗ヒスタミン含有のステロイド軟こうを塗布します。 

 

エ  とげがある植物 

 イラクサ[イラクサ科] (p.70 写真 47 参照) 

生態  山間部の森林の周辺部や道際などに自生しています。 

特徴  全草にけい酸でできた刺毛があり，簡単に折れて皮膚に突き刺さります。とげには刺激物質が含まれハチに刺さ

れたような痛みがあります。 

対処  抗ヒスタミン含有のステロイド軟こうを塗布します。 

 バラ科の植物 (p.70 写真 48 参照) 

特徴  クサイチゴ，ナワシロイチゴ，フユイチゴ，ナガバモミジイチゴ，ビロードイチゴなどのキイチゴの仲間やノイ

バラの茎には鋭いとげがあるので注意しましょう。 

 

【留意事項】 

＊ 上記以外にも人間にとって有毒な植物は数多くありますが，その中には薬用として利用されるものも

あります。 

＊ 本冊子では扱っていませんが，特に，キノコ類は，熟練者でも有毒か無毒かの判断を誤る場合があり

ますので，野生のキノコ類を食べるのはやめましょう。 

 

 

 

 

 

 

野外観察で植物のとげが刺さったり，皮膚がかぶれたりする事故が考え

られます。下見の際に危険を確認した場所には，入らせないよう配慮しま

しょう。特に，ウルシにかぶれる子どもは多いので，教師はウルシを見分

けられるようになっておく必要があります。 
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(6) 雷に遭遇した場合の注意  

ア 屋外で雷に遭遇したら 

屋外で雷鳴が聞こえたら，姿勢を低くして，できるだけ速く，屋内や車の中，建物や木，電信

柱など高い物の近くに避難することが基本です。周囲に自分より高い物がなく，自分が一番高い

場合には，雷の「直撃」を受ける可能性が高くなります。 

野外観察・調査などで雷に遭遇したら，見晴らしの良いところを避け，低いところを探してで

きるだけ速く安全な場所に移動しましょう。 

避難場所としては，金属によるアースのある山小屋は大丈夫ですが，あずま屋のような簡単な造

りの建物は注意が必要です。金属によるアースがなければ，屋根に落雷した後，人に飛び移ったり，

柱から「側撃」を受けたりする恐れがあります。中央付近で，できるだけ姿勢を低くし，突起物を

はずして雷が通り過ぎるのを待ちましょう。 

野原のように周囲に高いものがないところでは，突起物をはずして地面に伏せます。雷は電気エ

ネルギーがたまらないと落ちてこないので，落雷の合間を見計らって安全な方向へ背を低くして移

動します。平均的な落雷間隔は１分なので，雷光直後の数秒間は落雷の可能性が低いと言えます。 

イ 保護範囲 

安全な場所は，高い建物などの一番高い所から約 45°の範囲です。これを「保護範囲」と言い

ます。(上図)保護範囲の中であっても高い物に接近しすぎると，高い物に落ちた雷が人間に飛び移

ってくることがあります。これを「側撃」といいます。「側撃」を受けないためには，木の枝先か

ら２ｍ以上，建物から４ｍ以上離れると安全だと言われています。したがって，建物などの高さが

４ｍ以下の場合には保護範囲が存在しないことになります。また，建物の高さが 30ｍ以上ある場

合でも，保護範囲は 30ｍ以上には広がらないため，建物から４ｍ以上離れれば良く，離れすぎな

いようにします。保護範囲に入ったら，両足を閉じて地面に付け，できるだけ姿勢を低くして両手

で耳をふさぎます。これは，落雷しやすい突起部分を減らし，鼓膜を保護し，雷の電流が地面を流

れたときに，体内に分岐させないためです。高い建物では，雷が屋上の避雷針に落ちずに，壁に落

ちることもありますので，この保護範囲は一応の目安として考えてください。 

ウ 被雷後の蘇生 

落雷によって体の中を電流が流れる時間は，非常に短い時間(0.1 秒以下)なので，高電圧の割に

多量の熱は発生しません。そのため，雷以外の感電事故とは違って，発熱による身体の損傷は，や

けど程度で済むことが多く，心肺蘇生法によって実際に命を取り留めた例もあります。ただ，次の

雷撃を受けないように注意を払わなければなりません。 

 

４ｍ 
45° 

保護範囲 

 

 
45° 

２ｍ 

保護範囲 

 

屋外での保護範囲 
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(7) 海浜での事故に対する注意 

ア 離岸流 

○ 離岸流とは，文字に示されているとおり，海岸から沖合へ向かう流れです。離岸流は，海岸

に直交した流れで，普通数 10ｍごと，または，数 100ｍごと

に沖への流れが川のようにできる流れです(右図)。流れが速

く，時折 10ｍ/s(36km/h)を超えることがあります。体が急に

沖合へ流されるので，足が立たなくなり，あわてて水を飲ん

だり，岸に向かって必死に泳いだりして，力尽きておぼれて

しまうことがあります。 

○ 万一，離岸流に遭遇してしまったら，離岸流の幅は数ｍ～30

ｍしかありませんので， 

① 離岸流に遭遇したら，あわてず，岸と平行に泳いで離岸

流から外れる。 

② 離岸流から外れたら，岸に向かって泳ぎます。 

※ 遊泳区域を示すブイが浮いている場合には，安全のためにもその区域内で泳ぐようにしま

す。 

 

イ  高波 

○ 釣りをしていて波にさらわれたというニュースをよく耳にしますが，理科の授業や部活動に

おける海浜調査等では高波等に十分注意する必要があります。 

○ 通常，海の波は，単独の波ではなく，複数の波が重ね合わさってできています。重ね合わさ

るときの波の振幅は「波の重ね合わせの原理」に従って，それぞれの波の振幅の和になります。

波の山と谷の部分が重なり合うと，その振幅は小さくなりますが，波の山と山が重なり合うと

振幅は大きくなります。幾つもの波の山が重なった場合には，大きな波(高波)となります。最

大波高は平均波高の 1.8 倍程度と言われていますので，しばらく波を眺め，その波の２倍の高

さの波がやってくることがあると考えておくことが大切です。特に，足元の海面が急に下がっ

たときは，かなり大きな波がやってくる前兆なので注意しましょう。 

○ 外洋の波は，いろいろな方向から進んでくる波が重ね合わさったものです。また，入り江で

は波が反射し，大変複雑な状態になっているので，突然大波がやってくることがあります。 

○ 台風発生時には，その台風が日本から遠く離れていても，風域で発生した波はうねりとして

伝わってきます。そのとき，海岸で吹いている風が入り江に向かう方向になると，大波になる

可能性が更に高くなります。満潮に重なると，当然，水位が高くなることを念頭に置いておか

なければなりません。 

○ これくらいの波や天候であれば大丈夫と思ってあなどると，予期せぬ事故につながります。

やはり自然を甘く見てはならないという気持ちをもつとともに，児童にも十分注意を喚起して

おくことが大切です。 
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