
2012年 採集・発見 生物一覧  

無脊椎動物 

節足動物 

甲殻類 

2月 22~日 東京都 伊豆大島 弘法浜 

イソガニダマシ Petrolisthes japonicus 

 イボイワオウギガ二 Eriphia smithi 

オウギガ二 Leptodius exaratus 

6月 10日 東京都 葛飾区 水元公園 

甲殻類 

奄美大島 

モクズガニ Eriocheir japonicus  

 

ヒライソガニ Gaetice depressus 

ベンケイガニ Sesarmops intermedium 

クロベンケイガニ Chiromantes dehaani 

９．10～１３ 

 

  

８．１０ 

水元公園 

甲殻類 

ベンケイガニ Sesarmops intermedium 

クロベンケイガニ Chiromantes dehaani 

  

８．１９ 

一色海岸 

アナジャコ上科 

スナモグリ Callianassa petalura 

  

  

軟体動物 

二枚貝類 

８．１ 

鶴見川 

マシジミ Corbicula leana 



  

頭足類 

８．１９ 

一色海岸 

アオリイカ Sepioteuthis lessoniana 

  

腹足類 

2月 22日 東京都 伊豆大島 弘法浜 

ウミフクロウ Pleurobranchaea japonica 

  

環形動物 

6月 26日 黒川 

シマビル Hirudinea 

  

棘皮動物 

２月２２日 東京都 伊豆大島 弘法浜 

ヤツデヒトデ Coscinasterias acutispina  

チビイトマキヒトデ Asterina minor  

ムラサキクルマナマコ Polycheira rufescens (Brandt) 

トラフナマコ Holothuria pervicax Selenka 

ニセクロナマコ Holothuria leucospirota Brandt 

マナマコ Sticbopus japonicus  

  

８．１９ 

一色海岸 

ヤツデヒトデ Coscinasterias acutispina  

クモヒトデ  

  

９．10～１３ 

奄美大島 

ウデフリクモヒトデ  Ophiocoma scolopendrina 

１０．２９～１１．２ 沖縄県 石垣島 

ツノメガニ、Ocypode ceratophthalmus 

ガザミ Portunus  trituberculatus 

カスリモミジガイ Archaster typicus 

テナガエビ Macrobrachium nipponense 

http://www.weblio.jp/content/japonica


モクズガニ Eriocheir japonica 

ヤドカリ （種類の断定には至らず） 

 

脊椎動物 

哺乳類 

2月 22~25 日 東京都 伊豆大島 

タイワンリス Callosciurus caniceps thaiwanensis 

７．１１ 

黒川農場 

アズマモグラ Mogera imaizumii  

 ９．10～１３ 

奄美大島 

アマミノクロウサギ Pentalagus furnessi  

 

７．３０ 

高尾山 

ムササビ Petaurista leucogenys 

８．１０ 

水元公園 

マスクラット Ondatra zibethicus 

１０．２９～１１．２ 沖縄県 石垣島 

リュウキュウイノシシ Sus scrofa riukiuanus 

 

キョンMuntiacus reevesi 

  

  

  

  

  

鳥類 

  

合宿先で確認された個体のみ掲載する。 

  

伊豆大島 

ハト科 カラスバト Columba janthina 

ヒタキ科 イソヒヨドリ Monticola solitarius 

http://www.weblio.jp/content/Callosciurus+caniceps+thaiwanensis
http://www.weblio.jp/content/Petaurista+leucogenys


ユリカモメ Larus ridibundus 

 

  

９．10～１３ 

奄美大島 

ハト科 リュウキュウキジバト、 Streptopelia orientalis stimpsoni 

リュウキュウズアカアオバト Treron formosae 

フクロウ科 リュウキュウコノハズク Otus elegans 

キツツキ科 

ツバメ科 リュウキュウツバメ Hirundo tahitica 

ヒタキ科 イソヒヨドリ Monticola solitarius 

シジュウカラ科 アマミシジュウカラ Parus minor amamiensis 

メジロ科 リュウキュウメジロ Zosterops japonicus loochooensis 

カラス科 ルリカケス、 Garrulus lidthi 

リュウキュウハシブトガラス Corvus macrorhynchos connectens 

  

１０．２９～１１．２ 

  

シロハラクイナ Amaurornis phoenicurus 

ハト科 リュウキュウキジバト Streptopelia orientalis stimpsoni 

シギ Scolopacidae? 

サギ Ardeidae? 

フクロウ科 リュウキュウコノハズク Otus elegans 

 

カラス科 

カンムリワシ Spilornis cheela 

  

爬虫類・両生類 

  

２．１１ 東京都 武蔵増戸 横沢入 

 8月 21日 神奈川県 川崎市 多摩川 

メキシコサンショウウオ Ambystoma mexicanum 

 9月 10～13日 奄美大島 

イモリ科 アマミシリケンイモリ Cynops ensicauda ensicauda 

 

 

http://species.wikimedia.org/wiki/Ardeidae


2月 22日 東京都 伊豆大島 

アズマヒキガエル Bufo japonicus formosus 

 10月 29日～11月 2日 石垣島 

無尾目 

オオヒキガエル Bufo marinus 

 

４．２８ 多摩川 

ウシガエル Rana catesbeiana 

４．２８ 多摩川 

６．２６ 多摩川 

ウシガエル Rana catesbeiana 

７．３０ 多摩川 

ウシガエル Rana catesbeiana 

５．１０ 水元公園 

８．１０ 水元公園 

無尾目 

アカガエル科 ウシガエル Rana catesbeiana 

  

 

 10月 29日～11月 2日 石垣島 

 

サキシマヌマガエル Fejervarya sakishimemsis 

10月 29日～11月 2日 石垣島 

 

オオハナサキガエル Rana (Eburana) supranarina 

 

9月 10～13日 奄美大島 

無尾目 

アカガエル科 オットンガエル Rana subaspera  

9月 10～13日 奄美大島 

 

アオガエル科 アマミアオガエル Rhacophorus viridis amamiensis 

9月 10～13日 奄美大島 

 

リュウキュウカジカガエル Buergeria japonica 

 



クサガメ Chinemys reevesii 

５．１ 二子多摩川 

クサガメ Chinemys reevesii 

有燐目 

 ５．１０ 水元公園 

ミシシッピアカミミガメ  Trachemys scripta elegans 

８．１０ 水元公園 

ミシシッピアカミミガメ  Trachemys scripta elegans 

  

9月 10～13日 奄美大島 

ヤモリ科 ミナミヤモリ Gekko hokouensis 

ホオグロヤモリ Hemidactylus frenatus 

9月 10～13日 奄美大島 

アガマ科 オキナワキノボリトカゲ Japalura polygonata polygonata 

10月 29日～11月 2日 石垣島 

アガマ科 サキシマキノボリトカゲ Japalura polygonata ishigakiensis 

イシガキトカゲ Plestiodon stimpsonii 

9月 10～13日 奄美大島 

オオシマトカゲ Plestiodon marginatus oshimensis 

10月 29日～11月 2日 石垣島 

キシノウエトカゲ Plestiodon kishinouyei 

 

9月 10～13日 奄美大島 

有燐目 

トカゲ科 ヘリグロヒメトカゲ、 Ateuchosaurus pellopleurus 

9月 10～13日 奄美大島 

トカゲ科 サキシマスベトカゲ Scincella boettgeri 

アオカナヘビ Takydromus smaragdinus 

カナヘビ科 サキシマカナヘビ Takydromus dorsalis Stejneger 

 

有燐目 

ナミヘビ科  

クサリヘビ科  

 9月 10～13日 奄美大島 

メクラヘビ科 ブラーミニメクラヘビ Ramphotyphlops braminus 

ナミヘビ科 アマミタカチホヘビ、Achalinus werneri 



５．１０ 水元公園 

アオダイショウ Elaphe climacophora 

 9月 10～13日 奄美大島 

リュウキュウアオヘビ Cycophiops semicarinatus 

サキシママダラ ：Dinodon rufozomatum walli 

クサリヘビ科 ヒメハブ Ovophis okinavensis 

サキシマハブ Protobothrops elegans 

  

魚類 

 １０．２９～１１．２ 

オオウナギ Anguilla marmorata 

 

２月２２日 東京都 伊豆大島  

にしんカタクチイワシ Engraulis japonica 

６月２６日 神奈川県 川崎市 多摩川 

 

ハス、 Opsariichthys uncirostris 

ヤリタナゴ Tanakia lanceolata 

月３０日 神奈川県 川崎市 多摩川 

６．１０水元公園 

モツゴ Pseudorasbora parva 

 

カマツカ Pseudogobio esocinus 

５．１二子多摩川 

マドジョウ Misgurnus anguillicaudatus 

５．１二子多摩川 

 

シマドジョウ Cobitis biwae 

 ６．１０水元公園 

８．１鶴見川 

シマドジョウ Cobitis biwae 

８．１０水元公園 

カムルチー Channa argus 

４月２８日 神奈川県 川崎市 多摩川 

 

カムルチー、Channa argus 



 

 

６月２３日 神奈川県 川崎市 多摩川 

なまずニホンナマズ Silurus asotus 

  

６月２５日 神奈川県 川崎市 多摩川 

ニホンナマズ Silurus asotus 

  

６月２６日 神奈川県 川崎市 多摩川 

ニホンナマズ Silurus asotus 

６．１０水元公園 

６．１０水元公園 

ニホンメダカ、Oryzias latipes 

８．１０水元公園 

ニホンメダカ Oryzias latipes 

 

カダヤシ Gambusia affinis 

 

８．１０水元公園 

カダヤシ Gambusia affinis 

８．１９一色海岸 

ハオコゼ Hypodytes rubripinnis 

８．１９一色海岸 

ダイナンギンポ Dictyosoma burgeri 

 

鈴木カワヨシノボリ Rhinogobius flumineus 

 ６月２６日 神奈川県 川崎市 多摩川 

 

カワヨシノボリ、Rhinogobius flumineus 

カワヨシノボリ、 Rhinogobius flumineus 

６．１０水元公園 

カワヨシノボリ Rhinogobius flumineus 

７月３０日 神奈川県 川崎市 多摩川 

８．１鶴見川 

カワヨシノボリ  Rhinogobius flumineus 

８．１０水元公園 



カワヨシノボリ Rhinogobius flumineus 

 

ヌマチチブ Tridentiger brevispinis    

５．１二子多摩川 

ウキゴリ Gymnogobius urotaenia 

６．１０水元公園 

８．１９一色海岸 

マハゼ？(完全に断定できたわけではない）Acanthogobius flavimanus 

１０．２９～１１．２ 

ミナミトビハゼ Periophthalmus argentilineatus 

ブルーギル Lepomis macrochirus 

 

８．１０水元公園 

ブルーギル Lepomis macrochirus 

 

６月２６日 神奈川県 川崎市 多摩川 

オオクチバス Micropterus salmoides 

  

 

７月３０日 神奈川県 川崎市 多摩川 

クサフグ Takifugu niphobles 

  

７月３０日 神奈川県 川崎市 多摩川 

スジエビ Palaemon paucidens 

 

７月３０日 神奈川県 川崎市 多摩川 

 

ヤマトヌマエビ Caridina multidentata 

 

  

 


