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平成 29年度全九州高等学校体育大会
第 60回全九州高等学校登山競技大会

予報１号について

2017/0612
長崎県高体連登山専門委員長

大村高校 光富英輔

１．圧縮ファイルを解凍すると以下のものがあります。

①登山隊長あいさつ 共通課題の範囲になります。

②コース案内 自然観察の範囲になります。

③自然観察(草花等範囲)(2017九州総体) 自然観察の範囲になります。

④荒天対策等 計画書作成にご利用ください

なお、審査確認事例における主要地点については、実施要項の「３．競技日程」にある地

点名にします。

２．監督の動き等について

①車は駐車できますが、金曜日は離れた場所を指定し、夕刻に移動してもらう予定です。

②監督の宿泊は、体育館でお願いします。監督用の幕営地は用意しません。雨天時は、

選手等の宿泊も伴います。歩いて５分くらいのところにセブンイレブンがあります。

③監督の動きについて

行動初日は、千々石中学校から田代原まで歩いた後、選手が九千部岳周回のときはキャ

ンプ場付近に待機。トレイルセンターへの立入は、審査の関係もあり、選手出発後から九

千部岳通過までとします。

行動２日目は、第 2吹越経由で国見妙見コルまで歩いたのち、右にいき妙見ロープウェ
イ沿いを仁田峠まで歩いて待機。審査が終了していれば、選手といっしょにメモリアルホ

ースまで徒歩移動。

参考資料

１．普賢岳新登山道について。

下記ページの下部に別紙のファイルをダウンロードすると参考になる地図があります。

環境省九州環境事務所ＷＥＢ参照 http://kyushu.env.go.jp/pre_2015/post_19.html
2015 年 10 月 30 日 報道発表：（お知らせ）普賢岳新登山道の供用再開と斜面崩落状況に

ついて

九州地方環境事務所では、平成 24 年５月に平成新山を間近に観察できるジオトレッキン
グルートとして普賢岳新登山道を整備し、平成 25 年には年間３万人以上と多くの方にご
利用いただいておりましたが、平成 26年 10月の集中豪雨の影響で登山道の一部区間（西
の風穴の先）の山側斜面が崩落し、通行止めとしていたところです。

通行止め以降の約１年間、関係者の協力を得て崩落箇所の状況を確認してきた結果、一

定程度の安全が確認されたため、この度供用を再開することとしましたので、お知らせし

ます。



１．平成 29 年度全九州高等学校体育大会第 60 回全九州高等学校登山競技大会について 

 登山隊長  小畑 喬晴 

 

今大会は、昭和３１年に雲仙天草国立公園に指定された雲仙山系で行われる。よく新聞やテレビ、雑誌等で「雲

仙岳」という表記が見られるが、実際に雲仙岳という山はない。雲仙岳とは、広義には普賢岳（1359.3m）・妙見

岳（1333m）・国見岳（1347m）の三岳、野岳（1142m）、九千部岳(1062.4m)、矢岳(940.1m)、高岩山(880.9m)、絹

笠山(879m)の五峰からなる山体の総称（狭義には最初の三岳を指すこともある）をいう。今大会は、行動初日が

九千部岳、行動 2日目が普賢岳へ登るコースである。雲仙山系は有明海と橘湾に挟まれた島原半島の中心部に位

置し、現在は市町村合併により島原市・南島原市・雲仙市の３市にまたがっている。また、雲仙山系のある島原

半島は、平成 21年に地質の世界遺産「世界ジオパーク」に日本で初認定され、平成 25年に再認定された。 

雲仙山系は、昭和３年に「温泉岳」として国の「名勝」に指定され、昭和９年には日本で最初の国立公園「雲

仙国立公園」が誕生した。また、昭和２７年には「特別名勝」へと格上げされ、昭和３１年からは天草地域が追

加されて、「雲仙天草国立公園」として指定された。 

雲仙は古来より「温泉（うんぜん）」と表記されていたが、昭和９年の国立公園指定の際に、他の一般温泉地

と区別するため「温泉」から「雲仙」へ改めた。雲仙温泉は古くから信仰の地として知られ、近世にはキリシタ

ン殉教の歴史をもつ。また、ケンペルやシーボルト（オランダ商館医。著『日本』の中で雲仙の山岳美と温泉を

絶賛）によってヨーロッパに紹介された避暑地でもある。行動 2日目の通過地点「池の原園地」のそばにある雲

仙ゴルフ場は、日本最初のパブリックコースとして大正２年に開設された歴史のあるゴルフ場である。 

明るい歴史の裏には、雲仙で起きた大きな火山災害の歴史が２つある。1 つ目は、1792 年 5 月 21 日。激しい

地震とともに島原市の背後の眉山の東斜面が大崩壊。崩壊物が有明海に流れこんで、大津波が発生し、対岸の熊

本・天草を中心に 14,500 人以上の沿岸住民が犠牲になった。このことを『島原大変 肥後迷惑』といい、有史

以来日本最大の火山災害である。 

2つ目は、1990年 11月 17日。普賢岳の活動が開始され、九十九島火口、地獄跡火口から噴煙があがり、その

後に屏風岩火口からも噴火した。1991 年 5月 20日地獄跡火口から溶岩ドームが出現し、その４日後には溶岩塊

が崩落し最初の火砕流が発生。その後、6月 3日の火砕流発生では家屋の焼失に加え、犠牲者が 40名を越える甚

大な被害を受けた。また、火砕流堆積物やドームの溶岩塊の崩落物が土石流となり、水無川や中尾川に流れ下り、

家屋が流れ、交通機関もマヒした。溶岩ドームは、最初の噴出口である地獄跡火口により、約 240m 高くなり、

平成新山（現在 1483m）と命名され、平成 16年に国の天然記念物に指定された長崎県の最高峰である。現在、火

山活動は落ち着いているが、溶岩ドームの崩落が心配されている。 

様々な火山災害があったが、雲仙山系は豊かな自然をもち、国指定の天然記念物も多くある。植物の国指定天

然記念物は「普
ふ

賢
げん

岳
だけ

紅葉
こうよう

樹林
じゅりん

」「野岳イヌツゲ群落」「池の原ミヤマキリシマ群落」「地獄地帯シロドウダン群落」

「原生
げんせい

沼
ぬま

沼野
しょうや

植物
しょくぶつ

群落
ぐんらく

」の 5種類、そして、平成新山も国の天然記念物に指定された。 

特に、ミヤマキリシマ群落が見られる場所は、雲仙ゴルフ場一帯の池の原園地が第一で、昭和３年に「池の原

ミヤマキリシマ群落」として早くから国指定天然記念物の指定を受けた。この他には仁

田峠一帯、小地獄に近い宝原園地にも大きな群落がある。ミ

ヤマキリシマのことを長崎県人はウンゼンツツジと呼び、長

崎県の県花にも指定されている。ミヤマキリシマは雲仙山系

のほか、霧島・阿蘇・久住などの九州の高い山々に自生する

特有のツツジである。花の色は赤紫と淡い紅色、その間に中

間色もあってほとんど一木ごとに違いがあるため、満開の時

の美しさはたとえようがない。特に高総体時期前後は多くの

観光客が来るため、登山マナーに十分注意して欲しい。 【上の写真２枚：雲仙お山の情報館より】 

ミヤマキリシマ 



＜地名の読み方＞ 

・鉢巻山（はちまきやま） 

・吾妻岳（あづまだけ） 

・田代原（たしろばる） 

・九千部岳（くせんぶだけ） 

・南の肩（みなみのかた） 

・牛の首（うしのくび） 

・第２吹越（だい２ふっこし） 

・妙見岳（みょうけんだけ） 

・国見岳（くにみだけ） 

・普賢岳（ふげんだけ） 

・平成新山（へいせいしんざん） 

・紅葉茶屋（もみじぢゃや） 

・薊谷（あざみだに） 

・仁田峠（にたとうげ） 

・絹笠山（きぬがさやま） 

・鳥甲山（とりかぶとやま） 

・野岳（のだけ） 

・舞岳（まいだけ） 

・眉山（まゆやま） 

・矢岳（やだけ） 

・千々石町（ちぢわちょう） 

・雲仙（うんぜん） 

・弘法原（こうぼうばる） 

・稲生山（いなおやま） 

・鴛鴦の池（おしどりのいけ） 

・岩床山（いわとこやま） 

・高岩山（たかいわやま） 

・石割山（いしわれやま） 

・稚児落しの滝 

（ちごおとしのたき） 

・白雲の池（しらくものいけ） 

・風穴（かざあな） 

・鳩穴（はとあな） 

・鬼人谷（きじんだに） 

・霧氷沢（むひょうさわ） 

・橘神社（たちばなじんじゃ） 

・小浜町（おばまちょう）

 



コース案内 (自然観察試験範囲に含む)

１．九千部岳コース （７／８（土））

幕営地の雲仙市立千

々石中学校のグラウン

ドから１段上がった校

舎脇のアスファルト道

がスタート地点である。

メインザックを担ぎ、

弘法原を経由して田代

原キャンプ場まで九州自然歩道をＡ隊Ｂ隊Ｃ隊の

順で隊行動する。「大操子（ウグルス）の石仏」、

さらに下流に向かって流れる上峰川に架かる大中

橋を渡った後にキリシタン石仏の案内看板があり、

所々にキリシタンの史跡を見ることができる。そ

の後、上峰公民館の三叉路を左に曲がると、右手

に上嶺神社という小さな神社がある。その神社を

過ぎた三叉路を左へ曲がり、みかん畑の横を登る。

一旦登り終わると一般農道の日向平（ひなたびら）

線に出会う。ここで一旦後ろを振り返ると橘神社

や橘湾、千々石の町並みを見ることができる。農

道を渡ってすぐ左へ登山道へ入る。

石垣の横を通り、竹林を過ぎると少し薄暗く足場

が悪い登山道となる。特にこのコースは登山者が

少ないため、道が所々荒れ、蜂や蛇がいるため、

十分気をつけて登って欲しい。途中いったん平坦

になった所を左折、15メートル先を右折する。変

形の十字路になっており迷いやすいので注意する。

その先を登り切った所に大きな駐車場がある。こ

こが弘法原である。到着後、駐車場で一旦小休止(1

0分)・隊内のローテーションを行う。ここでは、

運営より紙コップに入った水を１人２杯(350㎖程

度)程度運営より支給します。

付近には「牧場の里あづま」があり、晴れた日

に放牧牛が見られる。ここから林道出合までは登

山道が続き、ヒノキなどの針葉樹林帯を歩く。少

01 千々石中学校

03 左登山道へ入る02 日向平線

しアップダウンを繰り返し、コンクリートの林道

出合にたどり着く。林道出合を右へ曲がると千々

石の町へ下りることができるが、今回は左へ曲が

る。大きな右カーブを過ぎると、左手に旧道があ

る。現在は使用されておらず、途中でその旧道と

の合流地点があるが見落としやすい。さらに進む

と看板に「旧道」と書かれた旧道が左手に見られ

る。こちらも荒れ果てていて、通る人はいない。

この２回の旧道を見てしばらくすると、吾妻岳（8

69.8ｍ）分岐にさしかかる。この付近からは杉な

どの針葉樹林帯や、花の先が横に伸び、蛇が舌を

出す姿を連想させるマムシグサが道脇に見られる

ようになる。吾妻岳分岐後、しばらくすると林道

終点広場に着き、再度小休止、隊内のローテーシ

ョンを行う。

この後は道幅が狭い登山道となり、途中２度の大

きな沢を越え、一気に登る。降雨後は、標高５７

０ｍ付近で水が流れる沢が出現するので足元に注

意が必要だ。標高600ｍ付近では木が伐採され、晴

れると九千部岳（1062.4ｍ）や遠くには平成新山

を見ることができる。伐採地から数分歩くと吾妻

岳分岐となり、分岐を過ぎすぐ先を左折し田代原

キャンプ場につく。昼食(30分)を含めた大休止と

04-1 弘法原 04-2 弘法原

05 旧道 06 吾妻岳分岐

07-1 林道終点広場

0
7
-
2

林
道
終
点
広
場



なる。トイレはありますが、水は飲めませんので

ご注意下さい。ここでは、紙コップに入ったアク

エリアスを１人２杯(350㎖程度)程度運営より支給

します、熱中症予防に努めて欲しい。

※なお、要項および読図用地図には、田代原ト

レイルセンターで隊行動終わりおよびルート記載

をしておりました。審査委員長には、計画書にお

ける概念図と断面図については田代原トレイルセ

ンターのままでも減点しない旨、運営の方から再

度申し伝えます。なお、記録書審査における地点

名は「田代原キャンプ場」となります。

大休止終了後、田代原キャンプ場管理棟前からチ

ーム行動がスタートする。Ａ隊・Ｂ隊・Ｃ隊の順

に、３チームで１分間隔８回に分けてのスタート

予定である。田代原トレイルセンター（標高600m）

までのコンクリート道は滑りやすいときもあるの

で注意したい。橋を渡り直進すると県道210号線に

でるが直線の道路でスピードを出す車も多いので

十分注意したい。トレイルセンターを右に見て県

道をしばらく進むと左側に九千部岳の登山口ゲー

トがある。ゲートを越えて石畳を登るが、雨天時

は滑りやすいので注意しよう。しばらく登るとロ

ープがある見晴らしのよい岩がある。ここは渋滞

をしやすい箇所なため、素早く登るように工夫し

よう。道標1000m・500mの2つを確認して登ると緩

やかな平坦となり、目の前に大きな岩が二つある

所がチーム行動のチェックポイント「ＣＰ１」で

ある。木の幹に黒いテープが巻いてある。マムシ

グサが足元にある。「ＣＰ１」では、通過確認係が

通過時刻を記録するので４人まとまって通過する

08 田代原キャンプ場

09 田代原ﾄﾚｲﾙｾﾝﾀｰ

09 ゲート 10 見晴らし岩

こと。規定時間と制限時間についてはのちほど連

絡がある。

ここは、広場にはなっているが余り広くないので

譲り合って休憩したい。

さらに登ると見晴らしの良い岩場につく。下って

ロープのある所を通過し、頂上付近は夏緑林帯と

なり，最後は岩の間を縫うようにして九千部岳山

頂に飛び出す。

下りは，始めミヤマキリシマに覆われた爽快な尾

根だが，途中から急で滑りやすい道となる。標高

差120ｍほど下って，九州自然歩道と合流する、こ

こが「南の肩」田代原方面と第二吹越方面の分岐

である。この区間は、長袖を着用し軍手をはめて

ほしい。

初日は、「南の肩」（ＣＰ２）を田代原方面へ左

折する。しばらくなだらかに下る。鳥類を紹介し

た大きな看板とベンチがある。左に行くと途中の

苔が生える石階段もあり下りは急で滑りやすい。

標高700ﾒｰﾄﾙ付近にあるベンチから先は、道がえぐ

れたりして荒れている上に滑りやすい、下りきっ

たところが「寿妙院分岐」である。以前に比べて

土砂が流れ込んでおり、柵が少し埋もれているた

め、普段は寿妙院へ直接行くことはできない。右

に曲がると県道210号線にいくが、今回は左折し田

代原トレイルセンター方面に向かう。滑りやすい

11 ＣＰ１

12 九千部岳

雲仙お山の情報館提供

13 寿妙院分岐 14 木道滑る



木道や右に東屋をみながら進むとゴールの田代原

トレイルセンターに着く。最後に県道を横切る際

は、左右の確認を怠らないようにしたい。記録帳

と読図審査用紙の提出を済ませ、次の指示を待つ。

田代原トレイルセンターのトイレを使用すること

は可能であるが足元の泥は落として利用する。田

代原キャンプ場のトイレを利用しても良い。

田代原キャンプ場は、「奥雲仙」の名称で呼ばれ、

この一帯は一般の観光客の姿はまばらで、訪れる

人はハイカーなどに限られている。この周辺は、

落差200mの千々石断層（南落ちの正断層）によっ

て出来た盆地であり、北には吾妻岳（869.8m）の

断層崖がそびえ、南には牧場を隔てて雲仙山系で

第６位の九千部岳がなだらかな尾根を見せている。

ここから隊ごとにバスに乗車し、幕営地の雲仙

市立千々石中学校に向かう。

２．普賢岳コース （７／９（日））

初日と同じ所に集合する。初日とは反対方向に

向かう。テニスコートの脇を抜けて、土俵がある

広場横を通り、千々石川にかかる橋を渡って橘神

社鳥居をくぐり国道沿いの駐車しているバスに乗

車する。橘神社は、地元出身で日露戦争に従軍し、

遼陽の戦いで 戦没した橘周太陸軍中佐を祀るた

め、1940年に創建され、桜の名所としても知られ

ている。年末になるとギネスブックにも認定され

た高さ約11ｍ以上の「世界一の門松」が登場し新

しい年を迎える。

バスは、初日と逆のコースを通って田代原トレイ

ルセンターに到着する。トイレについては、田代

原キャンプ場まで行って利用をする。

途中までは初日の逆コースで、田代原トレイル

センターから第二吹越まで隊行動になる。Ｂ・Ａ

・Ｃ隊の順でスタートし、最初は隊の間隔を５分

15 橘神社の鳥居 16 土俵

間とる。県道210号線を横切り、牧場沿いの九州自

然歩道へ入る。田代原キャンプ場から寿妙院への

分岐までは、２箇所ほど登山者が休憩できる東屋

があり、晴れた時はそこから吾妻岳や鳥甲山(822m)

を見ることができる。途中には木道の遊歩道があ

るが、雨の時は滑りやすいので注意が必要である。

寿妙院の分岐は、以前に比べて土砂が流れ込んで

おり、柵が少し埋もれているため、普段は寿妙院

へ直接行くことはできない。直進すると県道210号

線へ向かうが、今回は右へ曲がり、第2吹越・南の

肩へと向かう。かなり道がでこぼこと荒れており、

途中の苔が生える石階段からは登りも急となり、

滑りやすくなるため、息を切らさないように気を

付けたい。その後、自然歩道の看板とベンチがあ

る広場まで登る。

ベンチの広場を過ぎる地点で１０分間の休憩を

とる。隊内ローテーションをして、すぐに南の肩

と呼ばれる九千部岳方面と第二吹越方面の分岐に

着く。南の肩を通過すると国道389号線の手前の牛

の首と呼ばれるコルまでは、なだらかな登山道と

なり、ミヤマキリシマや松など様々な植物を見る

ことができる。牛の首のコルを通過すると国道389

号線に出合う。雲仙方面と国見方面の双方とも交

通量が多く、車道沿いを歩く際は車に気を付けて

ほしい。車道を通ると、吹越トンネル横の広場に

着く。（トンネル完成前に使用していた国道は、現

在立入禁止。）ここが、国見岳・妙見岳コルへの登

り口・第２吹越（890ｍ）であり、チーム行動のス

タート地点である。ここでは、昨日と同様に紙コ

ップに入ったアクエリアスを１人２杯(350㎖程度)

程度運営より支給される。１５分間の休憩ののち

１チームごと１分間隔でチーム行動へ移る。いき

なり階段スタートとなり、ここからの標高差約380

ｍの登りは、このコースで最も体力を要する部分

となる。メンバー内で励ましながら、是非登って

欲しい。チーム行動のチェックポイントは、国見

岳・妙見岳のコル(1280m)のＴ字路である。この地

点では通過確認係が通過時刻を記録するので昨日

同様４人まとまって通過すること。規定時間と制

限時間についてはのちほど連絡がある。この地点

は、晴れると目の前に薊谷や普賢岳、平成新山、

有明海を見ることができる。ここは、登山道の幅



も狭く人通りも多いので、休憩をとる場合は、少

し過ぎた地点で譲り合って休憩したい。ミヤマキ

リシマの生い茂る細い道を通り、国見分かれへ向

かう。国見分かれからは、東の方向へ急な下りが

続き、下り終わった先の分岐は鬼人谷口である。

（なお、下る時の右の谷は薊谷、左奥の谷は鬼人

谷。）1990年以降の普賢岳噴火により登山道が封鎖

されていたが、2012年5月から開通した登山道の分

岐点である。ここから鬼人谷を左手に見ながら、

平成新山へ向かう。トラバースしてまもなく、夏

でも冷気が漂う「西の風穴」に到着する。西の風

穴は、夏でも涼しい特性として蚕の卵の保存に利

用され、九州各地へ安定的な蚕の生産をしていた。

その後、「ヤマグルマ」の看板の通過後に「北の風

穴」に到着する。ここも西の風穴と同様に冷気が

漂い、入り口付近では岩が柱のように割れる「柱

状節理」が見られる。鬼人谷口から北の風穴まで

の途中には、６月中旬頃にオオヤマレンゲ（「天女

花」、「森の貴婦人」とも呼ばれる）が短い日数だ

け咲く。長崎県では雲仙岳周辺のみしか見られな

い。

【下の写真２枚：雲仙お山の情報館より】

風穴二つを過ぎると、湯江川の源流の看板があり、

さらに歩くと「鳩穴分かれ」（ＳＯＳポイント指定）

に到着する。目の前には島原半島の北部の街並み

や有明海が見え、絶景である。

鳩穴分かれからは、左側に火砕流跡を見ながら、

急な登りを歩き、立岩の峰へ向かう。なお、「鳩穴

分かれ」⇒「立岩の峰」⇒「霧氷沢分かれ」の区

間は一方通行となり、平成新山側の登山道脇は警

戒区域となっている。立岩の峰展望所（ＳＯＳポ

イント指定）に到着すると目の前に平成新山が迫

り、巨石やあちらこちらから上がる水蒸気など迫

力のある風景を望める。ここから先は、5月中旬に

かけて咲き誇るヒカゲツツジの谷を越えると霧氷

沢分かれに到着する。霧氷沢では、冷え込んだ冬

には霧氷（０℃以下に過冷却した雲粒や霧粒が樹

木やその他の地物にふきつけられて氷となったも

の。地元では「花ぼうろ」とも呼ばれる）を見る

ことができる。

なだらかな道を通ると右手に「秩父宮殿下御登

山記念碑」があり、普賢神社の祠がある普賢岳直

下の広場（ＳＯＳポイント指定）に到着する。普

賢岳直下の広場にザックをデポし、各チームで頂

上を目指す。頂上からは平成新山や国見岳、妙見

岳、野岳を見ることができる。普賢岳付近の岩石

は石英を含むのが特徴で流紋岩と安山岩の中間の

デイサイトが中心である。

頂上で休憩してから広場へ戻り、ザックを背負

い、紅葉茶屋（1200m）へ向かう。普賢岳から紅葉

茶屋の間は岩がゴロゴロしており、特に鎖がある

場所は足元も悪いルートのため、十分注意しよう。

また、登山客も多いため、ルールを守って下山し

よう。

紅葉茶屋を通過すると、連続したカーブの下り

を通って薊谷へ向かう。下り終わると「あざみ谷」

の看板があるベンチ広場に着く。付近には鳥が水

を飲む場所があるため、バードウォッチを楽しむ

方も多い。この付近は、ブナやコハウチワカエデ、

コミネカエデ、オオカメノキ、オトコヨウゾエな

どが生育され、「森林浴の森・日本百選」に選定さ

れている。広場後は、モミの木沿いを歩きながら、

仁田峠へ向かう。

仁田峠(1079m)は、噴火後に移設された普賢神社

や、平成新山や島原市、有明海、赤松谷を眺める

仁田峠第一展望台や仁田峠駅と妙見岳駅を結ぶ雲

仙ロープウェイがあり、仁田峠のロープウェイ駅

の横に徳富蘇峰が揮毫した記念碑「大智碑」が建

っている。ここは、初夏にミヤマキリシマ、秋に

は紅葉、冬には霧氷、そして平成新山見物と年中

大型バスが停まる観光地である。駐車場まで降り

ると観光バス等が多く出入りするため、注意して

道路を横断する。トイレ横のテーブルがある付近

では、紙コップに入ったアクエリアスを１人２杯(3

50㎖程度)程度運営より支給される。

ここで監督の先生と合流する予定である。

トイレ横の脇道から池の原園地へ向かう。砂利

道後には、ポンプ室や仁田峠循環道路に接近する



所がある。接近後にもう一つポンプ室があり、そ

こを下ると弘法大師が祀ってある。その後、アス

ファルトのコンクリート道となり、左右に様々な

名前のついた広場がある。この辺一帯から池の原

園地と呼ばれ、昭和４５年に開かれた第１３回全

国自然公園大会の主会場ともなった。一番上が妙

見駐車場は直進する。２番

目の駐車場を過ぎた後は、

温泉街方面に左折する（直

進しない）。一番目の下の駐

車場が「矢岳駐車場」一番

大きな駐車場で、トイレと

東屋がある。昼食は、チーム行動区間内で必ずと

ること。池の原園地は、国の天然記念物「池の原

ミヤマキリシマ群落」が咲き、また日本最初のパ

ブリックコースである雲仙ゴルフ場もそばに隣接

している。

矢岳駐車場の東屋の左脇に

ある道を下る。道路を横断し

温泉街方面に向かう。横断歩

道もなく車通りも多いので十

分注意すること。道路の右側の歩道を歩くと「ホ

テル東洋館」を通り過ぎ先の横断歩道を直進し渡

る。さらに進み、右に「ゆせんぺい看板」と信号

機のある交差点を右折する。スカイホテルの横を

通り、天然記念物のひとつ原生沼沼野方面にすす

み突き当たりを右手に歩く。洋風の建物の手前を

斜め左にすすみ奥の体育館が「雲仙メモリアルホ

ール」ゴールである。

時間が許せば、交流会を予定している。交流会

が終わり、バスに乗車し小浜町の「伊勢屋旅館」

に向かう。

19 横断細心の注意

17 左折

18 東屋横左折

20 東洋館前 21「湯せんぺい」左折

22 原生沼右折 23 入り口左斜め奥へ

24 雲仙ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾙ



H29 九州高総体 自然観察問題出題範囲（別途コース案内も自然観察範囲です）

＜雲仙に見られる植物＞

田代原一帯では、５月の色鮮やかなミヤマキリシ

マの花に始まり、初夏はオカトラノオ、ニシキウ

ツギとヤマボウシが白い花を咲かせる。特に、山

の至るところに咲き誇るヤマボウシの花は奥雲仙

の風物詩となっている。秋になると田代原の広い

草原にはリンドウ、ウメバチソウ、アキノキリン

ソウや有毒なウンゼントリカブトなどの野草が一

斉に色とりどりの花を開く。九州自然歩道にもな

っている九千部岳登山道には、春にはヤマルリソ

ウ、エイザンスミレ、ヒカゲツツジなど、夏には

クサアジサイ、ヤマアジサイ、ホタルブクロなど

が花をつける。

妙見岳～国見岳～紅葉茶屋～普賢岳西斜面の登山

道では、特に夏の季節には、ノリウツギ、シモツ

ケ、リョウブ、ホツツジ、ヤマアジサイの花々に

加え、ホソバシュロソウ、ホタルブクロ、ヤマホ

トトギス、クサアジサイ、テリハアカショウマな

どの草花を随所で観察できるだろう。おもしろい

のは、この中の北日本系のノリウツギが雲仙山系

では普通に見られるのに、多良山系にはないこと

である。【下の写真４枚：雲仙お山の情報館より】

ヤマボウシ

＜雲仙の名がついた昆虫＞

① ウンゼンチビゴミムシ（ゴミムシ科）

褐色の小さなゴミムシの一種で雲仙山系にしか見

られない。森の地上で生活し、後ばねが退化して

いるので昆虫なのに飛ぶことができない。

② ウンゼンツユムシ（キリギリス科）

草の葉に似た黄緑色のキリギリス科の一種で、最

初雲仙山系で発見されたので、それを記念して名

がつけられたもので、ゴルフ場付近から上の、下

草の上で生息している。その後九州各地や四国の

山地にもいることがわかったが、北海道や本州で

は見つかっていない。夜行性で「ジキジキジキ･･･

･･･」と鳴き、鑑賞するほどの良い声ではない。

③ ウンゼンハダカササキリモドキ（キリギリス科）

1978年に雲仙山系で発見され、それを記念して名

がつけられた。黄緑色、体長は１㎝ほど。はねが

退化して飛べないし、また鳴くこともできない。

雲仙山系では仁田峠付近から普賢岳の樹木上に生

息していたが、噴火後見られなくなっている。長

崎県多良山系でも発見されたが、日本のほかの地

方では発見されていない。

④ ウンゼンルリクワガタ（クワガタムシ科）

１㎝ほどの小さなクワガタで、雲仙岳のルリクワ

ガタは他の地方産と色が少し違っているので雲仙

亜種として区別されている。雲仙山系では普賢岳

の落葉樹林のみに生息し、幼虫は朽ちた木の中で

育つ。



荒 天 対 策
第１日目（７／７）第２日目（７／８） 第３日目（７／９） 第４日目（７／１０）

第１日目 計画通り 計画通り 計画通り 計画通り

荒 天

第２日目 計画通り 田代原から九千部岳 計画通り 計画通り

荒 天 周回をカットする。

第３日目 計画通り 計画通り 欄外※１の通り 計画通り

荒 天

第４日目 計画通り 計画通り 計画通り 計画通り

荒 天

雷雨の場合は停滞する。

※１ 第２吹越から国見妙見コル間が、大雨等で通行止めの場合は、幕営地＝バス移動＝

矢岳駐車場～仁田峠～紅葉茶屋までチーム行動ピストンにコース変更する。

連 絡 先
長崎県高体連事務局

〒850-0834 長崎市上小島４丁目１５－１ 長崎県立長崎南高等学校内

℡ 095-824-3135 FAX 095-824-3138

長崎県高体連登山専門部事務局

〒856-0835 大村市久原１丁目591 長崎県立大村高等学校内

℡ 0957-52-2660 FAX 0957-52-6115

伊勢屋旅館 雲仙市小浜町北本町９０５ ℡ 0957-74-2121

現地本部

７／７ 千々石中学校

７／８ 千々石中学校／田代原キャンプ場

７／９ 千々石中学校／伊勢屋旅館

７／１０ 伊勢屋旅館

移動本部

競技委員長携帯 090-4999-9805 （光富英輔）



最寄りの緊急機関

警察

雲仙警察署 雲仙市小浜町南本町7-25 ℡0957-75-0110

小浜交番 雲仙市小浜町北本町14 ℡0957-74-5785

雲仙北交番 雲仙市国見町神代乙275 ℡0957-78-0110

雲仙警察官駐在所 雲仙市小浜町雲仙320 ℡0957-73-3449

消防

小浜消防署 雲仙市小浜町北本町114-25 ℡0957-74-3231

小浜消防署愛野分署 雲仙市愛野町甲4440-1 ℡0957-36-0180

島原市消防署北分署 雲仙市国見町神代乙111-3 ℡0957-78-2870

医療機関

管医院 雲仙市小浜町北木指3035-3 ℡0957-74-2457

馬場医院 雲仙市小浜町雲仙381 ℡0957-73-3666

医療法人副島内科クリニック 雲仙市小浜町北本町11-5 ℡0957-74-3700

医療法人社団ひらゆ医院 雲仙市小浜町北野1069 ℡0957-74-5833

木戸医院 雲仙市小浜町北本町27 ℡0957-74-2046

公立小浜新公立病院 雲仙市小浜町南本町93 ℡0957-74-2211
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