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２．植物と動物 ５）海岸平野

⑤河口の魚 ・ ⑥沿岸の魚

１ 指導にあたって

河口近くの川は，汽水域とか河口域といわれ，上流からの流れと海から入ってくる海水

がまじりあっている。河口付近にすむ魚は，この環境に適応して生きている。また，河口

， 。 ， ， 。 ，には 季節によって海の魚も現れる ダツ ニシン クサウオはその一例である サケは

北の海を回遊して成長し，産卵のために故郷の川に戻る。

２ 指導上の留意点

（１）どこで見られるか

河口付近に行くとみつかるが，私たちの立つ位置からは，見ることができない。し

かし，一部の種類の魚は，水の中をよく見ると，泳ぐ姿を観察することができる。

（２）回遊について

満潮時にはボラ，マルタ，スズキ，サッパなどの活発に遊泳する種類が海からやっ

て来るが，干潮時には，浅い場所で底生性のハゼ科の魚や，カレイ類などを観察でき

る。

（３）沿岸の魚

仙台の沖合は，暖流と寒流がぶつかる位置にあり，世界的な漁場の一つに数えられ

るなど，魚の種類が多い。
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河口の魚

〈マルタ〉 （コイ科） 全長 ～ ㎝ 〈ニシン〉 （ニシン科） 全長 ～ ㎝40 50 15 20
。 ， 。真水で生活するコイ科魚類の中で，マルタは例外 寒流系の海魚 冬季河口に現れるが 数は少ない

的に河口や海で生活する。５月頃川をさかのぼって，

下流の浅瀬で産卵する。ウグイに似るが，ずっと大

形になる。方言はオオガイ。 〈コノシロ〉 （コノシロ科） 全長 ～ ㎝15 30
河口に多い。背鰭の末端が糸状に伸びる。

〈クロダイ〉 （タイ科） 全長 ～ ㎝10 20
幼魚は，河口で生活する。 〈サッパ〉 （ニシン科） 全長 ～ ㎝10 15

河口に多い。関西地方でママカリと呼ぶ魚。

〈ヌマガレイ〉 （カレイ科） 全長 ～ ㎝10 20
河口に多い。ヒラメのように，体の左側に眼があ 〈シラウオ〉 （シラウオ科） 全長８㎝

る。方言はカワガレイ。 ３月頃，産卵のため河口に現れる。

〈クサフグ〉 （フグ科） 全長５～ ㎝ 〈ワカサギ〉 （キュウリウオ科）10
川をさかのぼる習性がある。 全長 ～ ㎝10 12

ワカサギは本来海の魚で，秋～春の寒い時期に河

口に現れる。県内で一般に海のワカサギをチカと呼

〈マハゼ〉 （ハゼ科） 全長 ～ ㎝ ぶが，チカは別種である。10 25
河口や内湾に生息する。
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〈サヨリ〉 （サヨリ科） 全長 ～ ㎝ 〈クサウオ〉 （クサウオ科） 全長 ～ ㎝25 30 20 30
海魚。よく河口に現れる。下顎の先が赤い。 寒流系の海魚。寒天質のぶよぶよした体で，鱗は

ない。冬季に河口に現れる。方言はデブ。

〈クルメサヨリ〉 （サヨリ科） 全長 ～ ㎝15 20
河口にすむ小形のサヨリ。数は少ない。 〈セスジボラ〉 （ボラ科） 全長 ～ ㎝10 20

， 。ボラ科の魚は河口によく現れるが 本種は少ない

背稜が盛り上がって１本の筋に見える。方言はハク

〈ダツ〉 （ダツ科） 全長 ～ ㎝ ミョウゲツ。60 80
海魚。夏季河口に現れる。両顎が伸び，歯が鋭い。

〈メナダ〉 （ボラ科） 全長 ～ ㎝30 60
〈スズキ〉 （スズキ科） 全長 ～ ㎝ 河口に多い。 眼が赤いのが特徴。 方言はミョウ25 50
河口や内湾に多い。淡水域まで遡上することがあ ゲツ。

る。

〈ボラ〉 （ボラ科） 全長 ～ ㎝20 50
， 。 。〈マゴチ〉 （コチ科） 全長 ～ ㎝ 夏季 河口に多い 胸鰭の付け根が青いのが特徴10 20

河口や内湾に多い。押し潰されたような偏平な体。

〈シマハゼ〉 （ハゼ科） 全長５～７㎝

〈シマイサキ〉 （シマイサキ科） 全長 ～ ㎝ 河口に多い。簡単に釣れる。15 20
沿岸の魚だが，河口に現れる。数は少ない。

〈ミミズハゼ〉 （ハゼ科） 全長８㎝

〈コトヒキ〉 （シマイサキ科） 全長５～ ㎝ 河口付近の砂地にすむ。ハゼ科だが第１背鰭がな15
沿岸の魚だが，稚魚は河口によく現れる。浮き袋 い。

を使って「グウグウ」と音を出すことができる。

〈ヒメハゼ〉 （ハゼ科） 全長５～７㎝

〈キス〉 （キス科） 全長 ㎝ 河口に多いハゼ。10
沿岸の砂底に生息，幼魚は河口に入る。シロギス。

〈アシシロハゼ〉 （ハゼ科） 全長５～８㎝

〈イトヨ〉 （トゲウオ科） 全長６～９㎝ 河口に多いが，真水にも入る。

降海型と陸封型のイトヨがあって，陸封型のイト

ヨの生息地は各地で国の天然記念物に指定されてい

る。福島県喜多方市の指定地が有名である。降海型 〈イシガレイ〉 （カレイ科） 全長５～ ㎝20
イトヨは，日本海側に多く，仙台の川へ遡上するの 幼魚は，河口で生活する。鱗がない。

は少ない。

沿岸の魚

〈マイワシ〉 （ニシン科） 全長 ～ ㎝ 〈マサバ〉 （サバ科） 全長 ～ ㎝15 25 30 40
沿岸魚。 定置網などで漁獲される。 沿岸魚で，幼魚はまれに河口に入る。

〈キヌバリ〉 （ハゼ科） 全長 ～ ㎝10 15
〈エゾイソアイナメ〉 （チゴダラ科） 内湾や磯場の砂地の海底にすむ。

全長 ～ ㎝20 30
寒流系の深海魚。冬季，沿岸に現れる。方言はド

ンコ。 〈メバル〉 （カサゴ科） 全長 ～ ㎝15 20
沿岸魚である。

〈ニベ〉 （ニベ科） 全長 ～ ㎝15 25
沿岸の砂地に生息する。イシモチのなかま。方言 〈アイナメ〉 （アイナメ科） 全長 ～ ㎝25 40

はイシモチ。 沿岸魚で，方言はネウ。

〈ウミタナゴ〉 （ウミタナゴ科） 全長 ～ ㎝ 〈マガレイ〉 （カレイ科） 全長 ～ ㎝15 20 14 45
沿岸魚で，卵胎生である。方言はタナゴ。 体長７㎝ぐらいで目が反対側に移動し始める。眼

は右側につき，口は小さい。眼と眼の間に鱗がない

のが特徴。


