
府中市　　　自然環境調査報告 昆虫類報告　　　　　　小泉・森田作成

●調査実施 ２０１６年７月１３日(水）　曇　　温度２７．２℃（１０時） ９：３０～１１：００ 小泉監修
●調査場所 府中市・武蔵台公園周辺
●参加者 市担当部署：２名　/　自然環境調査委員１０名　（昆虫担当委員３名）

見学者　3名　（昆虫1名田中氏）
●調査・報告 小泉、野口（裕）、森田　　　（高橋係長）
●確認 昆虫類＝９目３２科５５種　

目 科 種 確認時条件

ナナフシ目 ナナフシ科 ナナフシ・幼態 武蔵台 Ｄ地区 目撃・撮影

バッタ目 キリギリス科 ササキリ・幼態 武蔵台 Ａ・Ｂ・C・Ｄ地区 目撃・撮影

カマキリ目 カマキリムシ科 オオカマキリ・幼態 武蔵台 Ａ・Ｂ・C・Ｄ地区 目撃・撮影

チョウセンカマキリ・幼態 武蔵台 Ａ・Ｃ地区 目撃

ハラビロカマキリ・幼態 武蔵台 Ｄ地区 目撃・撮影

コカマキリ・幼態 武蔵台 Ａ・Ｃ地区 目撃・撮影

ゴキブリ目 ゴキブリ科 チャバネゴキブリ 武蔵台 B・D地区 目撃

カメムシ目 クヌギカメムシ科 クヌギカメムシ 武蔵台 C地区 目撃

セミ科 ニイニイゼミ・死骸 武蔵台 A地区 目撃

サシガメ科 ヤニサシガメ 武蔵台 A・D地区 目撃

オオヨコバイ科 ツマグロヨコバイ 武蔵台 A地区 目撃

オオヨコバイ 武蔵台 A・C地区 目撃

ハゴロモ科 アオバハゴロモ 武蔵台 C・B地区 目撃・撮影

チョウ目 アゲハチョウ科 アオスジアゲハ 武蔵台 A地区 目撃

アゲハチョウ 武蔵台 A・C地区 目撃

クロアゲハ 武蔵台 A・C地区 目撃

シロチョウ科 スジグロチョウ 武蔵台 A・C・D地区 目撃

モンシロチョウ 武蔵台 Ａ・D地区 目撃

シジミチョウ科 ウラギンシジミ 武蔵台 公園周辺 目撃

ヤマトシジミ 武蔵台 Ａ・Ｄ地区 目撃

タテハチョウ科 ゴマダラチョウ 武蔵台 A地区 目撃

ツマグロヒョウモン 武蔵台 A地区 目撃

ジャノメチョウ科 クロヒカゲ 武蔵台 B・D地区 目撃・撮影

サトキマダラヒカゲ 武蔵台 B・D地区 目撃

ヒカゲチョウ 武蔵台 C・Ｄ地区 目撃

ミノガ科 クロツヤミノガ・蓑 武蔵台 C地区 目撃・撮影

マダラガ科 タケノホソクロバ 武蔵台 A・C地区 目撃

ヤガ科 コシロシタバ 武蔵台 B地区 目撃

ハエ目 カ科 ヒトスジシマカ 武蔵台 D地区 目撃

ムシシキアブ科　 シオヤアブ 武蔵台 Ａ地区 目撃・撮影

ハナアブ科 ホソヒラタアブ 武蔵台 Ａ地区 目撃

クロバエ科 キンバエ 武蔵台 Ｂ・C・Ｄ地区 目撃・撮影

ハチ目 スズメバチ科 オオスズメバチ 武蔵台 D地区 目撃・撮影

キアシナガバチ 武蔵台 Ａ地区 目撃・撮影

スズメバチ 武蔵台 Ａ地区 目撃

コウチュウ目 ハンミョウ科 トウキョウヒメハンミョウ 武蔵台 C地区 目撃・撮影

ケシキスイムシ科 ヨツボシケシキスイ 武蔵台 Ｂ・Ｄ地区 目撃

テントウムシ科 トホシテントウ 武蔵台 Ａ地区 目撃・撮影

テントウムシ 武蔵台 Ａ地区 目撃

キイロテントウ 武蔵台 Ａ地区 目撃・撮影

クチキムシ科 オオクチキムシ 武蔵台 C地区 目撃

タマムシ科 タマムシ・死骸 武蔵台 B地区 目撃

カミキリムシ科 ノコギリカミキリ 武蔵台 D地区 目撃・撮影

ハムシ科 イチモンジハムシ・幼態 武蔵台 C地区 目撃・撮影

イチモンジハムシ 武蔵台 Ｂ・C地区 目撃・撮影

ヒメジンガサハムシ 武蔵台 D地区 目撃・撮影

ウリハムシ 武蔵台 C地区 目撃・撮影

クロウリハムシ 武蔵台 A・D地区 目撃

ヤマイモハムシ 武蔵台 C地区 目撃・撮影

ゾウムシ科 カシワクチブトゾウムシ 武蔵台 Ａ地区 目撃

コガネムシ科 カナブン 武蔵台 B・C・D地区 目撃・撮影

セマダラコガネ 武蔵台 C地区 目撃・撮影

マメコガネ 武蔵台 A・B・C地区 目撃・撮影

センチコガネ 武蔵台 C地区 目撃

オサムシ科 アオオサムシ 武蔵台 C地区 目撃
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昆虫類報告　　　　　　小泉・森田作成
所感
天気予報が外れて、午前中はどうにか降雨にならず幸いした。

湿度が高い状態が数日続く。

今月の観察で注目されたのは

　①コナラの大樹の樹液が復活した個所が多いのに注目。

　　　カナブンの多いのに驚かされた。

　②トウキョウヒメハンミョウの大量発生は、湿度の影響か。

　③カブトムシ、クワガタの確認ができず残念。

　④カミキリムシ類の各種幼態が多く確認された。

　　　　　　　　(小泉）

オオスズメバチ キアシナガバチ コカマキリ ハラビロカマキリ

ササキリ・幼態 トウキョウヒメハンミョウ ナナフシ・幼態 クロツヤミノガ・蓑

イチモンジカメノコハムシ・幼態 イチモンジカメノコハムシ ヒメジンガサハムシ ウリハムシ

キイロテントウ トホシテントウ キンバエ アオバハゴロモ

クロヒカゲ カナブン ヒカゲチョウ ノコギリカミキリ

セマダラコガネ マメコガネ シオヤアブ ヤマイモハムシ


