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■『庭の生きものハンドブック（仮称）』のための図鑑用写真　募集生きものリスト

哺乳類（14種） 爬虫類（4種）

目名 科名 No． 種名 目名 科名 No． 種名

モグラ モグラ 1 アズマモグラ トカゲ

2 コウベモグラ

コウモリ ヒナコウモリ 3 アブラコウモリ カナヘビ 2 ニホンカナヘビ

ネズミ リス 4 エゾリス ヤモリ 3 ニホンヤモリ

5 ニホンリス ナミヘビ 4 アオダイショウ

6 タイワンリス● 1 4 4

ネズミ ネズミ 7 ドブネズミ

8 クマネズミ 両生類（2種）
9 ハツカネズミ 目名 科名 No． 種名

ネコ アライグマ 10 アライグマ● カエル

イヌ 11 キツネ

12 タヌキ

イタチ 13 ニホンイタチ アマガエル 2 アマガエル

ジャコウネコ 14 ハクビシン※ 1 2 2

5 8 14

その他[クモ類]（29種）
目名 科名 No． 種名 目名 科名 No． 種名

クモ ジグモ 1 ジグモ クモ コガネグモ 16 ゴミグモ

ユウレイグモ 2 イエユウレイグモ 17 ギンメッキゴミグモ

タナグモ 3 クサグモ 18 マルゴミグモ

4 コクサグモ 19 トゲグモ

コモリグモ 5 ウズキコモリグモ アシダカグモ 20 アシダカグモ

6 ハリゲコモリグモ カニグモ 21 ハナグモ

ササグモ 7 ササグモ 22 ワカバグモ

ヒラタグモ 8 ヒラタグモ 23 アズチグモ

ヒメグモ 9 オオヒメグモ ハエトリグモ 24 ネコハエトリ

10 ヒメグモ 25 アダンソンハエトリ

ジョロウグモ 11 ジョロウグモ 26 ヨダンハエトリ

コガネグモ 12 サツマノミダマシ 27 シラヒゲハエトリ

13 オニグモ 28 ミスジハエトリ

14 コガネグモ 29 アリグモ

15 ナガコガネグモ 1 12

トカゲ

ヒキガエル
（アズマヒキガエル、
ニホンヒキガエル含む）

ヒキガエル 1

29

ニホントカゲ
（ヒガシニホントカゲ含む）

1



鳥類（40種）
目名 科名 No． 種名 目名 科名 No． 種名

キジ キジ 1 コジュケイ※ スズメ メジロ 21 メジロ

2 キジ レンジャク 22 キレンジャク

ハト ハト 3 キジバト 23 ヒレンジャク

4 カワラバト（ドバト）※ ムクドリ 24 ムクドリ

タカ タカ 5 ツミ ヒタキ 25 ツグミ

6 ハイタカ 26 アカハラ

フクロウ フクロウ 7 アオバズク 27 シロハラ

キツツキ キツツキ 8 コゲラ 28 トラツグミ

9 アカゲラ 29 ジョウビタキ

10 アオゲラ 30 イソヒヨドリ

スズメ モズ 11 モズ スズメ 31 スズメ

カラス 12 ハシブトガラス セキレイ 32 ハクセキレイ

13 ハシボソガラス アトリ 33 カワラヒワ

14 オナガ 34 シメ

シジュウカラ 15 ヤマガラ 35 イカル

16 シジュウカラ ホオジロ 36 アオジ

ツバメ 17 ツバメ 37 ホオジロ

ヒヨドリ 18 ヒヨドリ チメドリ 38 ソウシチョウ●

ウグイス 19 ウグイス 39 ガビチョウ●

エナガ 20 エナガ インコ インコ 40 ワカケホンセイインコ※

7 22

昆虫類（242種）
目名 科名 No． 種名 目名 科名 No． 種名

トンボ イトトンボ 1 クロイトトンボ ハサミムシ 24 キアシハサミムシ

2 アオモンイトトンボ 25 ヒゲジロハサミムシ

3 アジアイトトンボ バッタ

ヤンマ 4 ギンヤンマ

5 クロスジギンヤンマ 27 クサキリ

オニヤンマ 6 オニヤンマ 28 クビキリギス

トンボ 7 ナツアカネ 29 ホシササキリ

8 ノシメトンボ 30 ササキリ

9 アキアカネ クツワムシ 31 クツワムシ

10 コノシメトンボ ツユムシ 32 ツユムシ

11 コシアキトンボ 33 セスジツユムシ

12 ショウジョウトンボ 34 ヒメクダマキモドキ

13 ウスバキトンボ 35 サトクダマキモドキ

14 シオカラトンボ コオロギ 36 エンマコオロギ

15 オオシオカラトンボ 37 モリオカメコオロギ

ゴキブリ ゴキブリ 16 クロゴキブリ※ 38 ハラオカメコオロギ

17 ヤマトゴキブリ 39 ミツカドコオロギ

チャバネゴキブリ 18 チャバネゴキブリ※ 40 ツヅレサセコオロギ

19 モリチャバネゴキブリ マツムシ 41 マツムシ
カマキリ カマキリ 20 ハラビロカマキリ 42 アオマツムシ※

21 コカマキリ 43 スズムシ
22 チョウセンカマキリ 44 カンタン
23 オオカマキリ

キリギリス 26
キリギリス類（ヒガシキリギリ
ス、ニシキリギリス含む）

マルムネ
ハサミムシ

40



目名 科名 No． 種名 目名 科名 No． 種名

バッタ ヒバリモドキ 45 ウスグモスズ チョウ セセリチョウ 101 ダイミョウセセリ

46 マダラスズ 102 キマダラセセリ
47 シバスズ 103 イチモンジセセリ

カネタタキ 48 カネタタキ 104 チャバネセセリ
ケラ 49 ケラ アゲハチョウ 105 クロアゲハ
ノミバッタ 50 ノミバッタ 106 ナガサキアゲハ
ヒシバッタ 51 ハラヒシバッタ 107 モンキアゲハ
オンブバッタ 52 オンブバッタ 108 ジャコウアゲハ
バッタ 53 ツチイナゴ 109 アゲハ

54 コバネイナゴ 110 キアゲハ
55 ショウリョウバッタ 111 カラスアゲハ
56 ヒナバッタ 112 アオスジアゲハ
57 トノサマバッタ シロチョウ 113 キタキチョウ
58 クルマバッタ 114 モンキチョウ
59 クルマバッタモドキ 115 ツマキチョウ
60 イボバッタ 116 モンシロチョウ

ナナフシ ナナフシ 61 ナナフシモドキ 117 スジグロシロチョウ
カメムシ アオバハゴロモ 62 アオバハゴロモ シジミチョウ 118 ウラギンシジミ

ハゴロモ 63 スケバハゴロモ 119 ムラサキシジミ
64 ベッコウハゴロモ 120 ムラサキツバメ
65 アミガサハゴロモ 121 ベニシジミ

セミ 66 クマゼミ 122 ウラナミシジミ
67 アブラゼミ 123 ヤマトシジミ
68 ツクツクボウシ 124 ルリシジミ
69 ミンミンゼミ 125 ツバメシジミ
70 ニイニイゼミ タテハチョウ 126 アサギマダラ

アワフキムシ 72 シロオビアワフキ 127 ツマグロヒョウモン
ヨコバイ 73 ツマグロオオヨコバイ 128 コミスジ

74 オオヨコバイ 129 ホシミスジ
75 ツマグロヨコバイ 130 ミスジチョウ

カタカイガラムシ 76 ルビーロウカイガラムシ※ 131 キタテハ
サシガメ 77 ヨコヅナサシガメ※ 132 ヒオドシチョウ

78 アカシマサシガメ 133 ルリタテハ
グンバイムシ 79 アワダチソウグンバイ※ 134 アカタテハ

80 ツツジグンバイ 135 ヒメアカタテハ
ヘリカメムシ 81 ハリカメムシ 136 ゴマダラチョウ

82 キバラヘリカメムシ 137 アカボシゴマダラ●
カメムシ 83 キマダラカメムシ※ 138 ジャノメチョウ

84 ナガメ 139 ヒカゲチョウ
85 クサギカメムシ 140 サトキマダラヒカゲ
86 チャバネアオカメムシ 141 ヒメジャノメ

マルカメムシ 87 マルカメムシ 142 クロコノマチョウ
キンカメムシ 88 アカスジキンカメムシ 143 ヒメウラナミジャノメ
アメンボ 89 アメンボ ツトガ 144 シロオビノメイガ

90 ヒメアメンボ シャクガ 145 ユウマダラエダシャク
アミメカゲロクサカゲロウ 91 クサカゲロウ（類似種多い） ヤママユガ 146 オオミズアオ

ウスバカゲロウ 92 ウスバカゲロウ スズメガ 147 オオスカシバ
チョウ スカシバガ 93 コスカシバ（類似種多い） 148 ホシホウジャク

ハマキガ 94 ビロードハマキ 149 セスジスズメ
イラガ 95 イラガ ヒトリガ 150 カノコガ

96 アオイラガ ドクガ 151 チャドクガ
97 ヒロヘリアオイラガ※ 152 マイマイガ

マダラガ 98 タケノホソクロバ※ シャチホコガ 153 モンクロシャチホコ
99 ホタルガ

100 ミノウスバ



目名 科名 No． 種名 目名 科名 No． 種名

ハエ ミズアブ 154 アメリカミズアブ※ コウチュウ ゾウムシ 207 コフキゾウムシ

アブ 155 アカウシアブ 208 スグリゾウムシ
ムシヒキアブ 156 アオメアブ ハチ ミフシハバチ 209 チュウレンジバチ

157 シオヤアブ 210 ルリチュウレンジ
ツリアブ 158 ビロウドツリアブ ハバチ 211 セグロカブラハバチ

159 クロバネツリアブ 212 ニホンカブラハバチ
ハナアブ 160 ホソヒラタアブ アリ 213 テラニシシリアゲアリ

161 ハナアブ 214 アミメアリ
162 アシブトハナアブ 215 クロヤマアリ
163 スイセンハナアブ※ 216 トビイロケアリ
164 オオハナアブ 217 クロオオアリ

クロバエ 165 ツマグロキンバエ ドロバチ 218 ミカドトックリバチ
コウチュウ オサムシ 166 セアカヒラタゴミムシ 219 スズバチ

ハンミョウ 167 ハンミョウ スズメバチ 220 フタモンアシナガバチ
168 トウキョウヒメハンミョウ 221 セグロアシナガバチ

シデムシ 169 オオヒラタシデムシ 222 キボシアシナガバチ
クワガタムシ 170 コクワガタ 223 キアシナガバチ

171 ノコギリクワガタ 224 コアシナガバチ
コガネムシ 172 カブトムシ 225 コガタスズメバチ

173 アオドウガネ 226 オオスズメバチ
174 ドウガネブイブイ 227 キイロスズメバチ
175 ヒメコガネ 228 クロスズメバチ
176 セマダラコガネ ベッコウバチ 229 オオモンクロベッコウ
177 ハナムグリ ツチバチ 230 ヒメハラナガツチバチ
178 ナガチャコガネ 231 キンケハラナガツチバチ
179 クロコガネ 232 ハラナガツチバチ
180 コフキコガネ 233 キオビツチバチ
181 コガネムシ アナバチ 234 サトジガバチ
182 コアオハナムグリ 235 クロアナバチ
183 マメコガネ セナガアナバチ 236 サトセナガアナバチ
184 シロテンハナムグリ ミツバチ 237 キムネクマバチ
185 カナブン 238 クロマルハナバチ
186 クロカナブン 239 トラマルハナバチ
187 アオカナブン 240 コマルハナバチ

タマムシ 188 ヤマトタマムシ 241 ニホンミツバチ

コメツキムシ 189 サビキコリ 242 セイヨウミツバチ※

カツオブシムシ 190 ヒメマルカツオブシムシ 29 85 183

テントウムシ 191 ムーアシロホシテントウ
192 ナナホシテントウ
193 トホシテントウ

194
ニジュウヤホシテントウ類
（オオニジュウヤホシテント
ウ含む）

195 ナミテントウ
196 キイロテントウ
197 ダンダラテントウ
198 ヒメカメノコテントウ

ハムシダマシ 199 ハムシダマシ
カミキリムシ 200 ゴマダラカミキリ
ハムシ 201 ウリハムシ

202 クロウリハムシ
203 キバラルリクビボソハムシ
204 ルリマルノミハムシ
205 サンゴジュハムシ
206 ニレハムシ


	リスト

