
2019-2020年度　追加記録種

種子植物（在来16種，外来11種）
科名（APG,PPG) 標準和名 学名 外来種 美濃加茂市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村
スイレン科 ヒツジグサ Nymphaea tetragona Georgi ●
ラン科 マヤラン Cymbidium macrorhizon Lindl. ●
ラン科 ヤマトキソウ Pogonia minor (Makino) Makino ●
マツモ科 マツモ Ceratophyllum demersum L. ●
キンポウゲ科 ヒメリュウキンカ Ranunculus ficaria ※ ●
キンポウゲ科 オトコゼリ Ranunculus tachiroei Franch. et Sav. ●
スグリ科 ヤシャビシャク Ribes ambiguum Maxim. var. ambiguum ●
ベンケイソウ科 モリムラマンネングサ Sedum japonicum f. morimur ※ ●
マメ科 ナヨクサフジ Vicia villosa ※ ●
クワ科 カジノキ Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. ●
イラクサ科 ヒメウワバミソウ Elatostema japonicum Wedd. var. japonicum ●
カバノキ科 ウダイカンバ Betula maximowicziana Regel ●
フウロソウ科 ヒメフウロ Geranium robertianum L. ●
アオイ科 ゼニアオイ Malva mauritiana L ※ ●
アブラナ科 クジラグサ Descurainia sophia ※ ●
ビャクダン科 ヤドリギ Viscum album L. subsp. coloratum Kom. ●
ツツジ科 ダイセンミツバツツジ Rhododendron lagopus Nakai var. lagopus ● ●
ツツジ科 ユキグニミツバツツジ Rhododendron lagopus Nakai var. niphophilum (T.Yamaz.) T.Yamaz. ●
ツツジ科 シロヤシオ Rhododendron quinquefolium Bisset et S.Moore ● ●
キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ Vinca major ※ ●
ゴマノハグサ科 シロバナモウズイカ Verbascum blattaria f. erubescens ※ ●
シソ科 オランダハッカ Mentha spicata var. crispa ※ ●
シソ科 マルバハッカ Mentha suaveolens ※ ●
シソ科 キソキバナアキギリ Salvia nipponica Miq. var. kisoensis K.Imai ●
ハマウツボ科 セイヨウヒキヨモギ Parentucellia viscosa ※ ●
モチノキ科 ツルツゲ Ilex rugosa F.Schmidt var. rugosa ●
キク科 セイタカハハコグサ Pseudognaphalium luteoalbum ※ ●

鳥類（在来1種）
科名 標準和名 学名 外来種 美濃加茂市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村
カモ科 ヒシクイ Anser fabalis serrirostris Swinhoe, 1871 ●

魚類（外来1種）
科名 標準和名 学名 外来種 美濃加茂市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村
タイワンドジョウ科 カムルチー Channa argus (Cantor, 1842) ※ ●

昆虫（在来158種，外来5種）
科名 標準和名 学名 外来種 美濃加茂市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村
エゾトンボ科 トラフトンボ　 Epitheca marginata (Selys) ●
コオロギ科 エンマコオロギ Teleogryllus emma  (Ohmachi & Matsuura) ●
バッタ科 ショウリョウバッタモドキ Gonista bicolor  (de Haan) ●
ケブカチャタテガ科 ウスベニチャタテ Amphipsocus  japonicus  ●
チャタテ科 スジチャタテ Psococerastis  tokyoensis  ●
キジラミ科 ヤマトキジラミ Acizzia jamatonica  (Kuwayama) ●
キジラミ科 イタドリマダラキジラミ Aphalara  itadori  (Shinji) ●
トガリキジラミ科 クストガリキジラミ Trioza  camphorae   Sasaki ●
アブラムシ科 ミカンミドリアブラムシ Aphis citricola  van der Goot ●
アブラムシ科 クサギアブラムシ Aphis clerodendri clerodendri Matsumura ●
アブラムシ科 ヨモギハアブラムシ Aphis kurosawai  Takahashi ●
カタカイガラモドキ科 ルビーロウムシ Ceroplastes  rubens  Maskell ※ ●
アカカイガラムシ科 カシノアカカイガラムシ Kuwania  quercus  (Kuwana) ※ ●
ヨコバイ科（オオヨコバイ科） ホシコミミズク Ledropsis  wakabae   (Kato) ●
ヨコバイ科（オオヨコバイ科） シロズキンヨコバイ Populicerus  ishiyamae  ●
マルカメムシ科 タデマルカメムシ Coptosoma pervipictum  Montandon ●
カメムシ科 クチブトカメムシ Picromerus lewisi  Scott ●
カメムシ科 フタテンカメムシ Laprius gastricus  (Thunberg) ●
クヌギカメムシ科 サジクヌギカメムシ Urostylis  striicornis  Scott ●
ヘリカメムシ科 オオツマキヘリカメムシ Hygia lativentris  (Motschulsky) ●
ヒョウタンナガカメムシ科 チャイロナガカメムシ Neolethaeus dallasi  （Scott) ●
オオメナガカメムシ科 ヒメオオメナガカメムシ Geocoris （Geocoris) proteus  Distant ●
コバネナガカメムシ科 ニッポンコバネナガカメムシ Dimorphopterus japonicus  (Hidaka) ●
コバネナガカメムシ科 ホソコバネナガカメムシ Macropes obnubilus  (Distance) ●
ヒメヒラタナガカメムシ科 ホソヒメヒラタナガカメムシ Cymus koreanus  Josifov et Kerzhner ●
マダラナガカメムシ科 セスジナガカメムシ Arocatus melanostoma  Scott ●
ヒラタカメムシ科 ホソオオヒラタカメムシ Mezira ludviki  Josifov et Kerzhner ●
サシガメ科 アカヘリサシガメ Rhynocoris rubromarginatus  (Jakovlev) ●
グンバイムシ科 ヤブガラシグンバイ Cysteochila consueta  Drake ●
グンバイムシ科 コアカソグンバイ Cysteochila fieberi  (Scott) ●
グンバイムシ科 ナシグンバイ Stephanitis nashi  Esaki et Takeya ●
カスミカメムシ科 ズアカシダカスミカメ Monalocoris filicis  (Linnaeus) ●
カスミカメムシ科 ウスモンカスミカメ Adelphocoris demissus  Horváth ●
カスミカメムシ科 クロバカスミカメ Apolygus nigritulus  （Linnavuori) ●
カスミカメムシ科 クヌギカスミカメ Castanopsides kerzhneri  （Josifov) ●
カスミカメムシ科 ベニナガムギカスミカメ Stenodema(Stenodema) longula  Zheng ●
ハナカメムシ科 ヒメダルマハナカメムシ Bilia japonica  Carayon et Miyamoto ●
ツノトンボ科 キバネツノトンボ Ascalaphus  ramburi   MacLachlan ●
ヒメカゲロウ科 ホソバヒメカゲロウ Micromus  linearis  (Hagen) ●
ヒロバカゲロウ科 ウンモンヒロバカゲロウ Osmylus tessellatus  MacLachlan ●
オサムシ科 ミカワオサムシ基亜種 Carabus (Ohomopterus)  arrowianus  arrowianus  (Breuning) ●
オサムシ科 ヨツモンコミズギワゴミムシ Tachyura (Tachyura)  laetifica   (Bates) ●
オサムシ科 ジュウジアトキリゴミムシ Lebia (Poecilothais)  retrofasciata   Motschulsky ●
オサシデムシ科 クロツヤシデムシ Pteroloma  koebelei   Van Dyke ●
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Necrophila (Eusilpha)  japonica   (Motschulsky) ●
ハネカクシ科 クロチビマルクビハネカクシ Coproporus  scitulus   (Weise) ●
ハネカクシ科 オオズオオキバハネカクシ Oxyporus  parcus   Sharp ●
コガネムシ科 マグソコガネ Aphodius (Phaeaphodius)  rectus   Motschulsky ●
コガネムシ科 アカビロウドコガネ Maladera (Cephaloserica)  castanea  castanea  (Arrow) ●
コガネムシ科 ナミハナムグリ Cetonia (Eucetonia)  pilifera  pilifera  (Motschulsky) ●
タマムシ科 クロナガタマムシ Agrilus cyaneoniger E. Saunders ●
タマムシ科 ヒラタチビタマムシ Habroloma  subbicorne   (Motschulsky) ●
タマムシ科 コウゾチビタマムシ Trachys broussonetiae   Y. Kurosawa ●
タマムシ科 ズミチビタマムシ Trachys toringoi   Y. Kurosawa ●
ヒメドロムシ科 アワツヤドロムシ Zaitzevia  awana   (Kono) ●
ナガハナノミ科 エダヒゲナガハナノミ基亜種 Epilichas flavellatus flavellatus  (Kiesenwetter) ●
ナガハナノミ科 コヒゲナガハナノミ Ptilodactyla chujoi Nakane ●
コメツキムシ科 クロクシコメツキ？ Melanotus (Melanotus)  senilis  senilis  Candeze ●
コメツキムシ科 クチブトコメツキ基亜種 Silesis  musculus  musculus  Candeze ●
コメツキムシ科 クロコハナコメツキ？ Paracardiophorus  opacus   (Lewis) ●
ホタル科 オオオバボタル Lucidina  accensa   Gorham ●
カツオブシムシ科 カマキリタマゴカツオブシムシ Thaumaglossa  rufocapillata   Redtenbacher ●
ヒョウホンムシ科 オオギシバンムシ Deroptilinus  obscurus   Sakai ●
サビカッコウムシ科 キマダラチビカッコウムシ Isoclerus  pictus   Lewis ●
ジョウカイモドキ科 クロアオケシジョウカイモドキ Dasytes (Mesodasytes)  japonicus   Kiesenwetter ●
ケシキスイ科 ホソキヒラタケシキスイ Epuraea (Epuraea)  oblonga   (Herbst) ●
テントウムシ科 ウスキホシテントウ Oenopia  hirayamai   (Yuasa) ●
テントウムシ科 ハラグロオオテントウ Callicaria  superba   (Mulsant) ●
ゴミムシダマシ科 オオヒメツノゴミムシダマシ Cryphaeus  duellicus   (Lewis) ●
ゴミムシダマシ科 クロツヤバネクチキムシ Hymenalia unicolor  Nakane ●
カミキリモドキ科 アオグロカミキリモドキ Ischnomera  nigrocyanea   (Lewis) ●
アカハネムシ科 クシヒゲビロウドムシ Frontodendroidopsis  ocularis   (Lewis) ●
アカハネムシ科 オニアカハネムシ Pseudopyrochroa  japonica   (Heyden) ●
アリモドキ科 キアシクビボソムシ Macratria  japonica   Harold ●
カミキリムシ科 ヒトオビアラゲカミキリ Rhopaloscelis  unifasciatus   Blessig ●
カミキリムシ科 クリチビカミキリ Sybra kuri   Ohbayashi & Hayashi ●
カミキリムシ科 ヘリグロリンゴカミキリ Nupserha  marginella  marginella  (Bates) ●
カミキリムシ科 クワサビカミキリ Mesosella  simiola   Bates ●
ハムシ科 トゲアシクビボソハムシ Lema (Lema) coronata   Baly ●
ハムシ科 ヒメジンガサハムシ Cassida  fuscorufa   Motschulsky ●
ハムシ科 ヤナギルリハムシ Plagiodera  versicolora   (Laicharting) ●
ハムシ科 ヒゲナガルリマルノミハムシ Hemipyxis  plagioderoides   (Motschulsky) ●
ハムシ科 クビボソトビハムシ Pseudoliprus  hirtus   (Baly) ●
ハムシ科 イチゴハムシ Galerucella grisescens   (Joannis) ●
ハムシ科 キイロクワハムシ Monolepta  pallidula   (Baly) ●
ハムシ科 イモサルハムシ Colasposoma  dauricum   Mannerheim ●
ハムシ科 マルキバネサルハムシ Pagria  ussuriensis   Moseyko & Medvedev ●
オトシブミ科 ヒゲナガオトシブミ Paratrachelophorus  longicornis   (Roelofs) ●
オトシブミ科 オトシブミ Apoderus   jekelii   Roelofs ●



科名 標準和名 学名 外来種 美濃加茂市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村
ゾウムシ科 チビデオゾウムシ Acalyptus  carpini   (Fabricius) ●
ゾウムシ科 コナラシギゾウムシ Curculio (Curculio)  dentipes   (Roelofs) ●
ゾウムシ科 オニグルミオビアカサルゾウムシ Coeliodes sp.3 ●
ゾウムシ科 クリノミキクイムシ Coccotrypes cardamomi  C. F. C. Schaufuss ●
ガガンボ科 アヤヘリガガンボ Dolichopeza geniculata  (Alexander) ●
タマバエ科 エノキトガリタマバエ Celticecis  japonica   Yukawa et Tsuda ●
タマバエ科 ヨモギエボシタマバエ Rhopalomyia  yomogicola  (Matsumura) ●
タマバエ科 クワハコブタマバエ    ●
キアブモドキ科 ミツボシキアブモドキ Xylomya  moiwana   Matsumura ●
アブ科 アカウシアブ Tabanus chrysurus  Loew ●
コガシラアブ科 セダカコガシラアブ Oligoneura  nigroaenea    Motschulsky ●
ムシヒキアブ科 トラフムシヒキ Astochia  virgatipes   (Coquillett) ●
ムシヒキアブ科 ヒメキンイシアブ Choerades  japonicus  (Matsumura) ●
ハナアブ科 ニセクロオビハラブトハナアブ Mallota  yakushimana  Kassebeer ●
ハナアブ科 サッポロヒゲナガハナアブ Chrysotoxum  sapporense  Matsumura ●
ハナアブ科 シマアシブトハナアブ Mesembrius peregrinus  (Loew) ●
ハナアブ科 キアシマメヒラタアブ Paragus(Pandasyophthalmus) haemorrhous  (Meigen) ●
ナガズヤセバエ科 モンキアシナガヤセバエ Nerius femoratus  Coquillett ●
メバエ科 和名なし Zodion vsevolodi  Zimina ●
デガシラバエ科 フトハチモドキバエ Eurygota fusca  (Hendel) ●
シマバエ科 和名なし Homoneura  mayrhoferi  （Czemy) ●
ヒゲブトコバエ科 クロメマトイ Cryptochetum  nipponense   (Tokunaga) ●
ハナバエ科 クロオビハナバエ Anthomyia illocata  Walker ●
ヤドリバエ科 セスジナガハリバエ Dexia flavipes  Coquillett ●
ヤドリバエ科 セスジハリバエ Tachina (Eudoromyia)  nupta micado ●
ホソハマキモドキガ科 ヘリグロホソハマキモドキ Glyphipterix nigromarginata   Issiki ●
ツトガ科 アメリカピンクノメイガ Pyrausta  inornatalis   (Fernald) ※ ●
スズメガ科 クロホウジャク Macroglossum saga  Butler ●
シャクガ科 クワトゲエダシャク Apochima excavata  (Dyar) ●
ヤガ科 ミツボシキリガ Eupsilia tripunctata  Butler ●
ヤガ科 マエフタモンアツバ Prolophota trigonifera  Hampson ●
ヒラタハバチ科 アオスネヒラタハバチ Onycholyda viriditibialis  (Takeuchi) ●
ミフシハバチ科 ウンモンチュウレンジ Arge jonasi  (Kirby) ●
ミフシハバチ科 アカスジチュウレンジ Arge nigronodosa  (Motschulsky) ●
ミフシハバチ科 クワガタハバチ Sterictiphora nipponica  Takeuchi ●
クキバチ科 クロズクビナガキバチ Konowia harai  Shinohara ●
ハバチ科 ハグロハバチ Allantus luctifer  (Smith) ●
ハバチ科 イタドリクロハバチ Ametastegia polygoni  Takeuchi ●
ハバチ科 クルミマルハバチ Eriocampa kurumivora  Togashi ●
ハバチ科 ツノキクロハバチ Taxonus fluvicornis  Matsumura ●
ハバチ科 イハバチ Eutomostethus apicalis  (Matsumura) ●
ハバチ科 ヤチダモハバチ？ Tomostethus nigritus  (Fabricius) ●
ハバチ科 スネブトハバチ Katsujia planaritibia  Togashi ●
ハバチ科 フトコシジロハバチ Corymbas nipponica  Takeuchi ●
ハバチ科 コシアキハバチ Tenthredo gifui  Marlatt ●
ハバチ科 ハラナガハバチ Tenthredo hilaris  Smith ●
タマバチ科 クヌギハマルタマバチ Aphelonyx  acutissimae   Monzen ●
アシブトバチ科 キアシブトコバチ Brachymeria lasus  (Walker) ●
トビコバチ科 シロオビタマゴバチ Anastatus  albitarsis  (Ashmead) ●
ナカコバチ科 和名なし Mesocomys  albitarsis  (Ashmead) ●
コマユバチ科（含旧アブラバチ科）クロヒゲアカコマユバチ Cremnops  desertor   (Linnaeus) ●
コマユバチ科（含旧アブラバチ科）ギンケハラボソコマユバチ Meteorus pulchricornis   (Wesmael) ●
ヒメバチ科 タマヌキケンヒメバチ Jezarotes tamanukii   Uchida ●
ヒメバチ科 カラフトコンボウアメバチ Heteropelma amictum   (Fabricius) ●
ヒメバチ科 シロテントガリヒメバチ Agrothereutes lanceolatus   (Walker) ●
ヒメバチ科 ハラアカアブヒメバチ Diplazon  laetatorius   (Fabricius) ●
ヒメバチ科 ニイクニヒメバチ Diphyus  niikunii   (Matsumura) ●
ヒメバチ科 チャイロツヤヒラタヒメバチ Theronia gestator   (Thunberg) ●
セイボウ科 オオセイボウ Stilbum  cyanurum  pacificum ●
ミツバチ科 ケブカコシブトハナバチ Anthophora plumipes  (Pallas) ●
ミツバチ科 ダイミョウキマダラハナバチ Nomada  japonica   Smith ●
ミツバチ科 ヤマトツヤハナバチ Ceratina (Ceratinidia)  japonica   Cockerell ●
ミツバチ科 キオビツヤハナバチ Ceratina(Ceratinidia) flavipes  Smith ●
ミコバチ科 チョウセンホソミコバチ Sapyga  coma   Yasumatsu & Sugihara ※ ●
スズメバチ科 ヤマトスジドロバチ Ancistrocerus japonicus  (Schulthess) ●
スズメバチ科 ハグロフタオビドロバチ Anterhynchium melanopterum   Sk.Yamane ●
スズメバチ科 クチビロハムシドロバチ Symmorphus decens  (Kostylev) ●
スズメバチ科 ハラナガハムシドロバチ Symmorphus foveolatus  Gussakovskij ●
アナバチ科 ヤマトルリジガバチ Chalybion  japonicum   (Gribodo) ●
ギングチバチ科 イワタギングチ Ectemnius schlettereri  (Kohl) ●
ギングチバチ科 オオエンモンバチ Carinostigmus filippovi  (Gussakovskij) ●
ヒメハナバチ科 オモゴヒメハナバチ Andrena omogensis  Hirashima ●
コハナバチ科 アトジマコハナバチ Halictus(Monilapis) tsingtouensis  Strand ●
ハキリバチ科 イマイツツハナバチ Osmia jacoti  Cockerell ※ ●


