
府中市　　　自然環境調査報告

●調査実施 ２０１７年７月１２日(水）　晴　　温度３２℃（11時） ９：３０～１１：００
●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 田中氏（昆虫）、三宅氏（植物）
●調査・報告 小泉、野口（裕）、森田
●確認 昆虫類＝１０目３５科５６種　

目 科 種 確認時条件

トンボ目 トンボ科 シオカラトンボ 武蔵台 A下地区 目撃

バッタ目 キリギリス科 ササキリ・幼態 武蔵台 A・B・D地区 目撃・撮影

ナナフシ目 ナナフシ科 ナナフシモドキ 武蔵台 D地区 目撃・撮影

カマキリ目 カマキリ科 オオカマキリ・卵鞘 武蔵台 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 A上・C地区 目撃

カメムシ目 カメムシ科 チャバネアオカメムシ 武蔵台 D地区 目撃・撮影

キマダラマメムシ 武蔵台 Ａ上・D地区 目撃・撮影

クヌギカメムシ科 クサギカメムシ・幼態 武蔵台 D地区 目撃・撮影

ツノカメムシ科 エサキモンツキカメムシ・交尾 武蔵台 A下地区 目撃・撮影

ホソヘリカメムシ科 ホソヘリカメムシ 武蔵台 Ａ上地区 目撃・撮影

セミ科 ニイニイゼミ 武蔵台 A下地区 目撃

アオバハゴロモ科 アオバハゴロモ 武蔵台 B地区 目撃・撮影

チョウ目 セセリチョウ科 コチャバネセセリ 武蔵台 A下地区 目撃・撮影

ダイミョウセセリ 武蔵台 B地区 目撃・撮影

アゲハチョウ科 アオスジアゲハ 武蔵台 B地区 目撃

アオスジアゲハ・幼態 武蔵台 B地区 目撃・撮影

クロアゲハ 武蔵台 A上下地区 目撃

ナガサキアゲハ 武蔵台 A下地区 目撃

シロチョウ科 キタキチョウ 武蔵台 A下地区 目撃・撮影

スジグロチョウ 武蔵台 A上・C地区 目撃

モンシロチョウ 武蔵台 D地区 目撃

シジミチョウ科 ミズイロオナガシジミ 武蔵台 A上下地区 目撃

ムラサキシジミ 武蔵台 A上地区 目撃・撮影

ヤマトシジミ 武蔵台 A下地区 目撃

タテハチョウ科 アカボシゴマダラ・幼態 武蔵台 A下地区 目撃・撮影

アサギマダラ 武蔵台 A下・D地区 目撃

クロコノマチョウ 武蔵台 D地区 目撃

コミスジ 武蔵台 A下地区 目撃

ジャノメチョウ科 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 A上・A下・D地区 目撃・撮影

ヤガ科 ホソオビアシブトクチバ 武蔵台 B地区 目撃・撮影

ドクガ科 マイマイガ 武蔵台 B・C・D地区 目撃

スズメガ科 サザナミスズメガ・幼態 武蔵台 C地区 目撃・撮影

ハエ目 カ科 ヒトスジシマカ 武蔵台 A・B・C地区 目撃

ミシヒキアブ科 サキグロムシヒキ 武蔵台 B・C地区 目撃・撮影

イエバエ科 イエバエ 武蔵台 C・D地区 目撃

ニクバエ科 センチニクバエ 武蔵台 C・D地区 目撃

クロバエ科 キンバエ 武蔵台 D地区 目撃

ハナアブ科 ナガヒラタアブ 武蔵台 C・D地区 目撃・撮影

ヒメヒラタアブ 武蔵台 A下地区 目撃

ホソヒメヒラタアブ 武蔵台 A下地区 目撃

ハチ目 スズメバチ科 オオスズメバチ 武蔵台 B・D地区 目撃・撮影

コガタスズメバチ 武蔵台 B地区 目撃

ミツバチ科 クマバチ 武蔵台 A下地区 目撃

ニホンミツバチ 武蔵台 A下・D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 A上下・B・C・D地区目撃・撮影

シデムシ科 オオヒラタヒデムシ 武蔵台 A上・B・C地区 目撃

オオヒラタヒデムシ・幼態 武蔵台 B地区 目撃・撮影

ケシキスイ科 ヨツボシケシキキスイ 武蔵台 B・D地区 目撃・撮影

ゴミムシダマシ科 ヒメキマワリ 武蔵台 D地区 目撃

ハムシ科 イチモンジカメノコハムシ・幼態 武蔵台 A下地区 目撃・撮影

イチモンジカメノコハムシ 武蔵台 A下・B・C地区 目撃・撮影

ヒメジンガサハムシ 武蔵台 A下地区

テントウムシ科 トホシテントウ 武蔵台 A下地区 目撃・撮影

コガネムシ科 カナブン 武蔵台 B・C地区 目撃・撮影

マメコガネ 武蔵台 A下地区 目撃
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　　　　小泉監修

確認場所



コチャバネセセリ ホソオビアシブトクチバ ムラサキシジミ ナナフシモドキ

ダイミョウセセリ ヒカゲチョウ ササキリ・幼態 ホソヘリカメムシ

アオバハゴロモ ヨツボシケシキスイ カナブン オオスズメバチ

イチモンジカメノコハムシ イチモンジカメノコハムシ・幼態 トウキョウヒメハンミョウ

オオヒラタシデムシ・幼態 サキグロムシヒキ ナガヒラタアブ 　トホシテントウ

田中氏提供

オオカマキリの卵鞘 クサギカメムシ幼態 チャバネアオカメムシ サザナミスズメ・幼態

　

田中氏提供 田中氏提供

所感 暑い日々が連日続きばて気味。

チョウ類は今年は少ないのか？

（森田）

３０℃を越える日々が継続中。

コナラで樹液の出ている （４本）にカナブン類が多数。

カブトムシ、クワガタムシ等の大型甲虫が確認できないのが

残念。

（小泉）


