
【パークレンジャーと行く！小平の生きもの調査隊！見つかった生きもの（動物）】

綱名 目名 科名 統一種名 学名

環境省レッド
リスト
2019_希少性
カテゴリ-

東京都_レッドデータ
ブック東京2013_希
少性カテゴリ-

環境省生態系被害防止外来種リス
ト_侵略的外来種カテゴリ-

鳥類 ハト目 ハト科 ドバト Columba livia Gmelin,1789

鳥類 ハト目 ハト科 キジバト Streptopelia orientalis (Latham,1790)

鳥類 オウム目 インコ科 ワカケホンセイインコ Psittacula krameri manillensis (Bechstein,1800) その他総合対策外来種

鳥類 スズメ目 ヒヨドリ科 ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis (Temminck,1830)

鳥類 スズメ目 シジュウカラ科 シジュウカラ Parus minor minor Temminck & Schlegel, 1848

鳥類 スズメ目 ハタオリドリ科 スズメ Passer montanus (Linnaeus,1758)

鳥類 スズメ目 ムクドリ科 ムクドリ Sturnus cineraceus Temminck,1835

鳥類 スズメ目 カラス科 オナガ Cyanopica cyana (Pallas,1776)

鳥類 スズメ目 カラス科 ハシボソガラス Corvus corone Linnaeus,1758

鳥類 スズメ目 カラス科 ハシブトガラス Corvus macrorhynchos Wagler,1827

爬虫類 トカゲ目 トカゲ科 ヒガシニホントカゲ Plestiodon finitimus Okamoto et Hikida, 2012 絶滅危惧Ⅱ類

爬虫類 トカゲ目 カナヘビ科 ニホンカナヘビ Takydromus tachydromoides (Schlegel,1838) 絶滅危惧Ⅱ類

昆虫 トンボ目 トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens (Fabricius,1798)
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昆虫 トンボ目 トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum (Selys,1848)

昆虫 トンボ目 トンボ科 オオシオカラトンボ Orthetrum melania (Selys,1883)

昆虫 カマキリ目 カマキリ科 ハラビロカマキリ Hierodula patellifera (Serville,1839)

昆虫 カマキリ目 カマキリ科 オオカマキリ Tenodera aridifolia (Stoll,1813)

昆虫 バッタ目 ツユムシ科 ツユムシ Phaneroptera falcata （Poda,1761）

昆虫 バッタ目 オンブバッタ科 オンブバッタ Atractomorpha lata (Motschoulsky,1866)

昆虫 バッタ目 バッタ科 ショウリョウバッタ Acrida cinerea (Thunberg,1815)

昆虫 カメムシ目 アオバハゴロモ科 アオバハゴロモ Geisha distinctissima (Walker,1858) 絶滅危惧Ⅱ類

昆虫 カメムシ目 ハゴロモ科 スケバハゴロモ Euricania fascialis (Walker,1858)

昆虫 カメムシ目 ハゴロモ科 ベッコウハゴロモ Orosanga japonicus (Melichar,1898)

昆虫 カメムシ目 セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata (Motschulsky,1866)

昆虫 カメムシ目 セミ科 ミンミンゼミ Oncotympana maculaticollis (Motschulsky,1866)

昆虫 カメムシ目 セミ科 ニイニイゼミ Platypleura kaempferi (Fabricius,1794)

昆虫 カメムシ目 アメンボ科 アメンボ Gerris(Aquarius) paludum paludum (Fabricius,1794)
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昆虫 カメムシ目 グンバイムシ科 キクグンバイ Galeatus spinifrons (Fallen,1807)

昆虫 カメムシ目 ナガカメムシ科 ヒゲナガカメムシ Pachygrontha antennata (Uhler,1860)

昆虫 カメムシ目 ヘリカメムシ科 ホソハリカメムシ Cletus punctiger (Dallas,1852)

昆虫 カメムシ目 カメムシ科 キマダラカメムシ Erthesina fullo (Thunberg,1783)

昆虫 コウチュウ目ハンミョウ科 トウキョウヒメハンミョウ Cicindela kaleea yedoensis Kano,1933

昆虫 コウチュウ目コガネムシ科 コフキコガネ Melolontha japonica Burmeister,1855

昆虫 コウチュウ目コガネムシ科 アオドウガネ Anomala albopilosa albopilosa (Hope,1839)

昆虫 コウチュウ目コガネムシ科 マメコガネ Popillia japonica Newmann,1844

昆虫 コウチュウ目コガネムシ科 カブトムシ Allomyrina dichotoma dichotoma Linnaeus,1771

昆虫 コウチュウ目テントウムシ科 ナナホシテントウ Coccinella septempunctata Linnaeus,1758

昆虫 コウチュウ目テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis (Pallas,1773)

昆虫 コウチュウ目カミキリムシ科 ノコギリカミキリ Prionus insularis insularis Motshulsky,1857 準絶滅危惧種

昆虫 コウチュウ目ハムシ科 アカガネサルハムシ Acrothinium gaschkevitchii gaschkevitchii (Motschulsky, 1861)

昆虫 コウチュウ目ゾウムシ科 アルファルファタコゾウムシ Hypera postica (Gyllenhal,1813)
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昆虫 ハチ目 ハバチ科 カブラハバチ Athalia rosae ruficornis Jakovlev,1898

昆虫 ハチ目 ツチバチ科 ヒメハラナガツチバチ Campsomeriella(Annulimeris) annulata annulata (Fabricius,1793)

昆虫 ハチ目 ツチバチ科 キンケハラナガツチバチ Campsomeris prismatica Smith,1855

昆虫 ハチ目 アリ科 シワクシケアリ Myrmica kotokui Forel,1911

昆虫 ハチ目 アリ科 アミメアリ Pristomyrmex pungens Mayr,1866

昆虫 ハチ目 アリ科 クロオオアリ Camponotus(Camponotus) japonicus Mayr,1866

昆虫 ハチ目 アリ科 クロヤマアリ Formica(Serviformica) japonica Motschulsky,1866

昆虫 ハチ目 ミツバチ科 ニホンミツバチ Apis cerana Fabricius,1793

昆虫 ハチ目 ミツバチ科 セイヨウミツバチ Apis mellifera Linnaeus,1758

昆虫 チョウ目 セセリチョウ科 キマダラセセリ Potanthus flavus flavus (Murray,1875)

昆虫 チョウ目 アゲハチョウ科 アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum (Fruhstorfer,1903)

昆虫 チョウ目 アゲハチョウ科 キアゲハ Papilio machaon hippocrates C. et R.Felder,1864

昆虫 チョウ目 アゲハチョウ科 クロアゲハ Papilio protenor demetrius Stoll, (1782)

昆虫 チョウ目 アゲハチョウ科 アゲハチョウ Papilio xuthus Linnaeus, 1767
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昆虫 チョウ目 シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina (de l'Orza, 1869)

昆虫 チョウ目 シロチョウ科 モンシロチョウ Pieris(Artogeia) rapae crucivora Boisduval,1836

昆虫 チョウ目 シジミチョウ科 ツバメシジミ Everes argiades hellotia (Menetries,1857)

昆虫 チョウ目 シジミチョウ科 ヤマトシジミ Zizeeria maha (Kollar, 1844) 

昆虫 チョウ目 タテハチョウ科 ツマグロヒョウモン Argynnis hyperbius hyperbius (Linnacus,1763)

昆虫 チョウ目 タテハチョウ科 アカボシゴマダラ Hestina assimilis assimilis (Linnaeus, 1758) 
重点対策外来種/
特定外来生物


