
  

夏休みの各種教室について 

昨年までは学校が夏休みに入る７月下旬から８月の

間、友の会は植物園において「夏休み親子教室」や

「夏休み体験教室」のほか、お盆の夜間開園に合わせ

て「夜間開園体験教室」などを実施していました。 

 これらは子どもたちに植物へ興味を持ってもらい、夏

休みの自由研究のヒントにもつなげてもらいたいとの

思いから、行ってきたものです。 そして将来的には植

物の研究者を目指してくれる子どもたちが現れることを

期待し、単なるクラフト教室ではなく、楽しみながら植物

の知識が得られるよう工夫し、また参加費も材料費程

度と安く設定し、多くの子どもたちが参加できるよう心

がけてきました。 

 しかし今年の夏休みは、同封しました植物園の「食虫

植物展」のチラシを見てもわかるように、植物園の方針

で、いままで友の会が実施してきた各種教室はすべて

実施できないことになりました。 

 毎年、夏休みの教室を楽しみにしていた子どもたちも

多かったことから、実施できないことは誠に申し訳なく

残念ではありますが、植物園の方針で会場が使用でき

ないためですのでご理解ください。 

 なお友の会としては実施する予定で各種準備は進め

ていました。 昨年実施したような教室を希望される方

がありましたら、友の会事務局までお問合せください。 

 

 

植物の疑問にお答えします 

 友の会事務局では植物についての疑問にお答えして

います。 植物の育て方や管理の仕方などは、植物園

の園芸相談でも対応していますが、友の会では植物全

般に関する「なぜだろう？」にお答えします。 

 本紙のＱ＆Ａのコーナーに掲載している「スギはどう

していいにおいがするの？」や「ハクサイやキャベツは

巻いているのに光合成はできるの？」など日ごろ不思

議に思っていることや疑問に思っていることをお寄せく

ださい。 事務局で責任を持ってお答えします。 

 お問合せの方法は事務局へメールやお電話、または

ホームページのフォームからお願いします。 その際、

お問い合わせ内容のほか、住所（市町村名で結構で

す）と子どもさんの場合は学年をお聞かせください。 

事務局が植物園にいる土日祝日に直接来園されても

結構ですが、不在の場合もありますので、あらかじめ

お電話等でご確認ください。 

 また、夏休みの自由研究についても、テーマの見つ

け方や研究の進め方、まとめ方などの指導も行ってい

ます。  

 質問の受付は友の会の会員さん以外の方からでも

対応できます。 会員さんは周りの方たちにも教えてや

ってください。 
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 植物園も毎年恒例の「食虫植物展」が始まりましたが、まだ夏休みも始まらないことから、子どもたちの元気な

声もまだ少ないように感じられます。 例年この時期は友の会も子どもたちの夏休みに合わせて、より多くの子

どもたちに植物に興味を持ってもらえるよう、いろいろな教室を実施していましたが、今年は植物園側の方針

変更で、子どもたち向けの教室は一切実施できないことになりました。 しかし友の会といたしましてはいろい

ろな形で未来を担う子どもたちに植物に興味を持ってもらい、植物を通して環境問題や地域の活性化などを

考える力を付けてもらいたいと思い活動を続けていこうと考えています。 また会員さんたちからも教室開催の

要望が強いことから、何らかの形で実施できるよう検討しています。 会員のみなさんもご意見やご要望があり

ましたら事務局までお聞かせいただければと思っています。 

これから暑い日が続きますが、お体に気を付け、植物観察も熱中症対策をしたうえで行ってください。 

新潟県立植物園友の会 

友の会通信 



半夏生の植物 

 今年は７月２日が半夏生（はんげしょう）でした。 最

近では食品スーパーのチラシなどで半夏生はタコを食

べる日というように思われている方も多くいるかと思い

ます。 

 今回は半夏生とは何かをひも解いて、植物とのかか

わりについて考えてみましょう。 

 半夏生とは中国の暦で１年を２４等分した二十四節

気をさらに３等分した七十二候という季節の区分のひ

とつです。 ただし現在の日本では七十二項候うち季

節の変わり目を捉える九つだけが雑節として残ってい

て半夏生はその中の一つなのです。 雑節には半夏生

のほか節分、彼岸、八十八夜、入梅、土用などがあり

ます。 

 その半夏生ですが、本来はこの日までに田植えや畑

仕事を終える目安としていたものです。 田植えといえ

ば５月の連休がピークで遅くとも５月中には終わると思

う人も多いのですが、昔は苗を育てるのも育苗ハウス

ではなく、水田に苗代（なわしろ）を作って苗を育て、田

植えも機械ではなく手で植えていたため６月が田植え

のピークでした。  

 そんな中、田植えが遅くなると稲の生育にも影響が

出ることや、田植えで疲れた体を休めるために半夏生

までに田植えを終え、半夏生から数日間は農作業を休

みにするようになったのではないかと思います。 

 そして半夏生にタコを食べる風習は関西が発祥で、

イネの根がタコの足のように四方八方に根付くようにと

の説もあるようですが、地域によってはサバやうどんを

食べる風習もあることから、田植えで疲れている体に

効能がある食べ物をとることに、あとでこじつけたもの

のような気がします。  

 さて植物から話が外れてしまいましたが、植物好きの

人たちは、半夏生といえばドクダミ科のハンゲショウを

思い浮かべるのではないでしょうか。 ハンゲショウは

日当りのいい湿地に生え、ちょうど半夏生のころ穂状

花序に小さな花を多数つけます。 そして花を付けるこ

ろになると花序のすぐ下の葉が白く変化します。 この

花の咲く時期から「半夏生」

と名付けられたという説と、

葉の白くなった様子から「半

化粧」と名付けられたとの説

があります。 

 ところで、ハンゲショウの葉はどうして花の咲き時期

に白くなるのでしょうか。 それを考えるためにハンゲ

ショウと同じ仲間のドクダミの花を見てみましょう。 

 ドクダミの花は４枚の花弁

があるように見えますが、花

弁に見えるものは総苞と呼

ばれる葉が変化したもので、

花は中心部の穂のようなも

のにいっぱいついている小さい黄色い部分です。 

 花が目立たないことから訪花昆虫に花の存在を知ら

せるために総苞が白くなっているといわれていますが、

実はドクダミは三倍体で受粉しなくとも種子を作ること

ができるのです。 

 ハンゲショウの葉が白くなるのもドクダミと同じく、葉

に見えるものは総苞で、花の存在を訪花昆虫に知らせ

るためなのです。 そのため、役割を終えると徐々にで

はありますが、葉緑素ができ緑色に変わっていきます。 

 葉が白くなる植物にマタタビがありますが、これは花

のついていない枝の先端の葉も白くなることから、総苞

ではなく葉そのものが白くなっています。 断面を観察

するとわかるのですが、白い層の下に緑色の層があり

ます。 白くなるのは繁み全体を目立たせるためで、葉、

緑素のある緑色の層の上に空気の層を作り、乱反射

によって白く見えるのです。 そしてマタタビの白い葉も

役割を終えると緑色に戻るのです。 

 さて半夏生の話に戻しますが、カラスビシャクという

サトイモ科の植物があります。 庭や畑の雑草でこれも

ちょうど半夏生のころに花を

咲かせます。 カラスビシャ

クの地下茎は「半夏」という

生薬で、吐き気や痰切りに

効果があります。  

 カラスビシャクの花は黒くなっている付属体という部

分の下部、仏炎苞と呼ばれる袋状の組織の中にありま

す。 見かけたらじっくり観察すると面白いのではない

でしょうか。 

 

 

植物楽講座について 

 ８月は植物学講座はお休みです。 

９月８日に「秋の雑草オリエンテーリング」を実施します。 

受講希望の方は事務局までお申し込みください。 



植物 Ｑ＆Ａ 

（質問） 

 植物にとって太陽の光は光合成を

するうえでも大切だと思うのですが、

植物によっては夏に寒冷紗などで光を弱くしているも

のを見かけますし、葉焼けを起こしたなどの話も聞きま

す。 光が多ければいいというわけではないのでしょう

か。 また夏の昼間に植物に水をやってはいけないと

いう話も聞きますがどうしてですか？ 

（回答） 

 おっしゃる通り、植物にとって光は必要不可欠のもの

です。 たしかに日当りの悪いところは植物の生育は

遅くなります。 それは植物が光を受けて水を分解し、

植物に必要なでんぷんを作って酸素を放出する光合

成をおこなっているからです。 それならば強い光をた

っぷり植物に当てれば、どんどん大きくなり花や実をい

っぱいつけると思うのは当たり前だと思います。 

 ところが光合成は光を使う反応と光を使わない反応

の二つの段階があるため、光を使う反応では光が強く

なれば光合成の速度も速くなるのですが、光を使わな

い反応では光合成速度は変わらないため全体のバラ

ンスが崩れてしまいます。 そこで植物はバランスが崩

れるのを防ぐため、光を使う反応を抑制するために活

性酸素が光を使う反応を行う装置を破壊してしまうの

です。 これによって葉焼けが起こるのです。 

 また夏の昼間、葉がしおれていると水をやりたくなる

のですが、夏の昼間に水をやってはいけないといわれ

ていることから、水やりはためらってしまいます。 

しかし夏は夕立で昼間突然雨が降ることもありますが

植物は平気です。 夏の昼間の水やりにはいろいろな

話がありますが、そのなかの水滴がレンズになって葉

を痛めることは少ないかと思います。 むしろホースで

散水する場合、ホース内の水が熱湯となっている場合

があるので注意する必要があります。 また植物は水

が少なくなるとアブシジン酸という植物ホルモンを出し

て気孔を閉じるのですが、葉が濡れることでアブシジン

酸が出なくなり気孔が開いたままになり、さらに水分が

不足してしまいます。 ただし地中に水分がたっぷりあ

れば吸い上げることができるので心配いりません。 

ほかにも植物体が水で急に冷やされると温度変化に

対応できなくダメージを与える場合もあります。 

 

植物 Ｑ＆Ａ ２ 

（質問） 

 キャベツやハクサイは結球すると

内側の葉に光があたらないため光合

成できなくなると思いますが、なぜ結球するのですか？ 

（回答） 

 キャベツやハクサイを畑で見るとわかるかと思います

が、球状に巻かれた葉の外側に巻かれていない葉が

広がってます。 巻かれている葉を貯蔵葉、巻かれて

なくて広がっている葉を同化葉と呼んでいます。 

光合成はこの広がっている同化葉でおもに行っていま

す。 そして巻かれている貯蔵葉は同化葉で作ったで

んぷんを蓄える役割を担っているのです。  

キャベツやハクサイの原産地は地中海沿岸の降水量

が少ない地域です。 葉から水分が蒸散することを防

ぐために結球すると考えられています。 

 

 

《 植物園友の会賛助会員 》 

私たちは植物園友の会を応援します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



自由研究応援隊 

このコーナーは会員さんは

もちろん、ご家族やお知り合い

で自由研究をやってみたいけ

ど何をやればいいのか困って

いる人に役立ててもらえるよ

う、テーマやヒントを提供するものです。 

今回は「巻きひげを観察しよう」です 

 庭や畑、空き地などを見ると、巻きひげを持った植物

を見ることができます。 巻きひ

げをよく観察すると途中で巻く

方向が変わっています。 

なぜ巻く方向が変わるのでしょ

うか？ 

 また巻きひげは最初はまっす

ぐ伸びています。これがどのよ

うに巻いていくのでしょうか？ 

 じっくり観察するといろんなこ

とがわかると思いますよ。 

 

 

   ティータイム 

白いネジバナ 

 先日、会員さんから白いネジバナを見つけたと写真

が添付されたメールをいただきました。  

野山を歩いていますと時々普通の花に混じって白い花

を見つけることがあります。 赤や紫、青などの花の色

はアントシアニンという色素で作られています。 これら

の白い花はアントシアニン合成を行う遺伝子に異常が

おこり、アントシアニンが作られなかったため白くなった

ものがほとんどです。 これらの多くはタネを付けること

もでき、白花同士で交配すると白い花を付けるタネを

作ることもできます。  

長岡の越後丘陵公園では、園内で発見された白花の

ツリフネソウからタネを採取育成し、

国内唯一の白花のツリフネソウ群

落を作り上げました。  

９月中旬から１０月上旬まで見るこ

とができます。 

７月の事務局打合せ会 

 ７月２８日（日）午後１時より行います。  

今回は夏の観察会の総括、秋の観察会や秋からの活

動内容についてが議題になる予定です。会員さんでし

たらどなたでも参加できますので、ぜひ一度足を運ん

でみてください。 

 また当日午前１０時３０分から園内観察会を実施しま

す。 事前申込は不要ですので参加希望の方は当日

時間までに植物園の情報センターまでお集まりくださ

い。 

 

 

記事の投稿を募集しています 

 事務局では「友の会通信」の原稿を募集しています。 

身近な植物の話題や情報、植物についての疑問のほ

か、ホームページを見ての感想や事務局に対してのご

意見や要望などなんでもけっこうです。 

 

原稿はワードの標準ファイルをメールに添付して送っ

ていただくほか、メールで直接や、紙ベースでの郵送

や持参でも大丈夫です 

 

 

タデ藍の苗を差し上げます 

 事務局で播種したタデ藍の苗があります。  

植物園に取りに来られる方には無料で差し上げます。 

夏休みの教室用に育てたものですが、教室が廃止に

なったため余っているものです。 夏休みの自由研究

等で使いたい方は事務局までお知らせください。  

 

 

 

事務局では「友の会通信」をより内容を充実させるため感 

想や情報をお待ちしています  
メールの場合 ������������������� 
携帯電話の場合 ������������� 
ホームページのフォームからでも結構です 

   ���  ������������������������������ 

※ 携帯電話の場合、すぐに出られない場合もあります 

その場合留守電に録音ください。折り返し連絡します 

※ 友の会については植物園に問い合わせをされても 

お答えできませんので友の会に直接ご連絡ください 


