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図 1-9 ： 「環境省の公表するレッドリスト」において絶滅の危険度の評価がなされた種、もしくは「改
訂・兵庫の貴重な自然：兵庫県版レッドデータブック 2003」において貴重性の評価がなされた種
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伊丹市昆虫館の 4 階展望台からは、遠く影のように見える六甲山から五月山へと続く北摂の山並みが見え
ます。そして奥深くまでヒトの開発の手が伸びているのがよくわかります。眼下には昆陽池の水面と、樹林
帯が広がっていて「伊丹は緑豊かでいい街ですね。」という感想を頂戴することがよくあります。

実際のところ、伊丹市が緑に覆われている割合は 10％にすぎず、その代表的な空間がここ昆陽池なのです。
伊丹にある 10％の空間が多くの種類の植物種で構成され、またその空間に、標高差や水辺、湿地、河原な
どの環境があれば、そこには多種多様な生き物が棲み、それぞれの命を育むために強いかかわりをもちなが
ら暮らしていることが想像できます。

今生きている私たちと、同じ時代・同じ空間で暮らしている生き物たちの今の状態を知る、ということが
この目録作りの大きな目的の一つです。みなさんから「自然破壊はすすんでいるの？」とか「昔より生き物
の数は減ったの？」という、素朴で誰もが感じる質問をお受けすることがあります。ところがこれまで根拠
を持ってこの疑問に答えることができませんでした。いつ、どこで、なんという種名の生き物がいたのかと
いう資料があれば、誰もが知りたいその答えを出すための手がかりを得ることができるのです。

ところが、今得られた情報は、1 年たてば昔の情報になってしまいます。多くのヒトの目で生き物を観察し、
継続して資料を蓄積し、目録に厚みを増していくことは、その地域の自然を守っていくためにとても大切な
ことなのです。

目録というと、細かい字が、ある規則性を伴って延々と続く退屈な記録と思われがちですが、そこには未
来のヒトに伝えるべきかけがえのない情報がつまっているのです。活用できるかどうかはこの本を手に取っ
たあなたしだいです。未記録種採取に挑戦したり、環境の変化と生物相のことを調べたり考えたりするのに
役立てていただければと思います。

2012（平成 24）年 3 月
伊丹市昆虫館　館長　後北峰之

発刊にあたって
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はじめに

昆陽池公園は伊丹市昆虫館（以下当館）が立地する、当館にとって最も身近なフィールドであると同時に、
伊丹市内では貴重な緑の残る場所でもある。都市公園でありながら林内、水辺、草地など多様な環境がみら
れる昆陽池公園の昆虫相を明らかにするために、当館ではさまざまな調査活動および観察会を開催してきた。
それらによって得られた標本のうち昆陽池公園で採集された標本を記録したものが本目録である。

昆陽池公園の自然概要

昆陽池は 731 年（奈良時代）に農業用のため池として、僧行基の指導によって造成された。その後、伊丹
市が 1968 年に一部公園化し、1972 年から 1973 年にかけて伊丹市が都市の中のオアシスとして公園整備を
行い、現在の姿がほぼ出来上がった。従って、昆陽池公園には原生的な自然はほとんど残されていないが、
公園内にはいろいろな生き物がすみやすいよう、植栽する樹種の選定に配慮がなされ、園路も未舗装の部分
が多く設けられている。尚、公園の広さは 27.8 ヘクタール（そのうち自然池 12.5 ヘクタール、貯水池 4.5
ヘクタール）、造成時に植栽された樹木は約 170 種、約 72,000 本であった。

昆陽池公園内の植生について概説すると、公園東～北～西側にかけてはコナラ、クヌギ、アキニレやエノ
キのような落葉樹の他、シラカシ、アラカシ、ウバメガシやクスノキなどの常緑樹が生育する林である。特
に北東部や北西部は林齢を重ねるにつれ常緑樹の高木化が進み、冬期でも林床部は暗くなりつつある。公園
北側の一部には造成前からあった二次林が残っているようだ。公園西側の一部にタケ林、昆陽池公園駐車場
周辺にはカロリナポプラの並木が設けられているのも特徴的である。

一方、公園南部にはシロツメクサやヤハズソウなど背丈の低い草本が自生する「草生地広場」や、サクラ ‘ ソ
メイヨシノ ’ やプラタナスが植栽された「多目的広場」といった、空間的に開けた部分が多い。過去の昆陽
池の堤防の名残であるクロマツの並木もその周辺に存在し、水際にはアカメヤナギ、ジャヤナギが生育して
いる。つまり、人の手によってほぼ全域が造成された公園であるが、現在は伊丹市内で最も緑のある場所の
ひとつである。

図 112　昆陽池公園

・伊丹市昆虫館・

・昆陽池公園駐車場・

・草生地広場・

・多目的広場・
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調査方法
1．伊丹市昆虫館スタッフ等による任意調査

1-1. 概要
開館以来、当館スタッフや協力者が特定のプロジェクトによらず調査したものである。昆陽池公園で実施

された自然観察会で採集された個体、昆虫館周辺カンキツ畑およびビオトープ等での管理作業時等に採集さ
れた個体、伊丹市昆虫館友の会（以下友の会）会員等からの寄贈による昆虫標本も含まれている。

方法は、ルッキング、スウィーピング、ライトトラップ、バナナトラップ、ピットフォールトラップ等多
岐にわたり、調査に関わった人数も多い。

1-2. 調査場所　　昆陽池公園内全域

1-3. 調査年及び調査点数
1990 年（6 点）、1991 年（1 点）、1992 年 (6 点 )、1993 年（1 点）、1994 年（2 点）、1995 年（18 点）、

1996 年（1 点）、1997 年（229 点）、1998 年（9 点）、1999 年（1 点）、2000 年 (1 点 )、2001 年（3 点）、
2002 年（6 点）、2003 年（9 点）、2004 年 (13 点 )、2005 年 (30 点 )、2006 年 (56 点 )、2007 年（65 点）、
2008 年（33 点）、2009 年（83 点）、2010 年（138 点）、2011 年（27 点）、2012 年（3 点）、不明（1 点）、
計 742 点

1-4. 調査者（ラベル標記）
◎伊丹市昆虫館スタッフ ( ＯＢ含む )
井本聡、後北峰之、 大垣浩亮、 大橋昭仁、奥山清市、 角正美雪、河上仁之、 堺勝重、 坂本昇、高田敏雄、 高

津一男、 田中梓、 豊倉貞吉、辻博夫、槌谷紀久夫、中島健治、 長島聖大、 西﨑恵美子、 野本康太、 久安賢一、
前田直樹、 村川視紀子（敬称略・五十音順）

◎協力者（個人）
井上治彦、 池田大、五十川謙、大塩拓美、 大隅有理子、越智愼一郎、 岡勇以知、 川越俊平、國村和伯、柴

田未来、 鈴木日出子、高橋晃一、南部祥宏、 野村拓志、星元規、丸橋壽夫、向真代、村上敦子、森本斐、安
岡竜作、山本史生（敬称略・五十音順）

◎協力団体等
伊丹市昆虫館友の会、 こやトープの会（敬称略・五十音順）

2．伊丹市昆虫館友の会活動による昆虫調査

2-1．概要
友の会は、当館と連携し会員同士の交流を行いながら、昆虫や自然と親しみ学ぶ人々の集まりとして

2004 年に発足した。友の会の行っている様々な事業の中で、昆陽池公園内における観察会や昆虫調査は発
足当初から年に 10 回程度継続して行われ、2012 年 3 月現在で合計 92 回、延べ 1,426 人の会員が参加して
いる。友の会行事で観察・採集された生きものの名前やトピックは、行事ごとに記録がつけられ、一部は標
本として残され、昆陽池公園の昆虫相や四季により変化する自然を知る上で大切な調査資料となっている。
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※今回の目録の中で標本が収蔵されていないカブトムシとジャ
コウアゲハは、友の会行事において何度も確認され、写真の記
録も残されていたためリストへ加えることとした（図 110、図
111）。
　

2-2．調査場所
　昆陽池公園内（ふるさと小径、第 1 および第 2 ビオト
ープ、昆虫館周辺）

2-3．方法
ふるさと小径を含む公園内を歩き、任意採集による調

査を基本として行った。観察会の内容によってはライトトラップやバナナトラップ、竹筒を用いたハチの営
巣トラップなども行った。

2-4．調査日時等
表 1　伊丹市昆虫館友の会活動による昆虫調査開催記録
年度 回数 のべ人数 行事名 時期と参加者数

2004
( 平成 16) 16 回 201名

カブトムシをふやそう 3月〜 12月計 5回：60名
竹筒トラップでハチを観察しよう 3月〜 12月計 5回：50名
こも巻き調査 10/17、1/30：計 38名
昆陽池調査 4/25、7/24、9/26：計 53名
春のバタフライガーデンと昆陽池公園のチョウ 4月〜 5月：　名

2005
( 平成 17) 11 回 292名

カブトムシをふやそう 3月〜 12月計 5回：169名
昆陽池のいきもの調査 4/24、7/23、9/25：51名
バタフライガーデンに集まるチョウと昆陽池公園で見
られるチョウ

4月〜 5月：45名

こも巻き調査 10/16、1/30：計 27名

2006
( 平成 18) 16 回 288名

カブトムシをふやそう 3月〜 12月計 5回：141名
昆陽池のいきもの調査 4/23、7/22、9/30：計 55名
バタフライガーデンに集まるチョウと昆陽池公園で見
られるチョウ

6月〜 8月：8名

竹筒トラップでハチを観察しよう 3月〜 10月計 5回：74名
こも巻き調査 10/22、1/29：計 10・名

2007
( 平成 19) 13 回 193名

カブトムシをふやそう 5月〜 12月計 3回：67名
昆陽池のいきもの調査 4/22、7/21、9/29：14名 +17名 +26名
バタフライガーデンに集まるチョウと昆陽池公園で見
られるチョウ

6月〜 8月：8名

竹筒トラップでハチを観察しよう 5月〜 10月計 4回：45名
こも巻き調査 10/21、1/27：9名 +7名

2008
( 平成 20) 4 回 66名 昆陽池のカブトムシを観察しよう 7月〜 12月計 2回：45名

昆陽池のいきものを調べよう！ 7/19、12/6：計 21名

2009
( 平成 21) 11 回 133名

昆陽池のカブトムシを観察しよう 5月〜 12月計 3回：116名
昆陽池のいきものを調べよう！ 6/6、9/26：計 17名
昆陽池公園の観察ガイド（春〜夏）制作のための調査 4/26、5/9、5/23、6/28、9/26、11/22

2010
( 平成 22) 17 回 109名

夜のカブトムシ観察会 7/24：43名
昆陽池ビオトープの昆虫調査 5/16、9/25：19名 +9名
ビオトープの水抜き調査 11/3：19名
昆陽池で冬越しの昆虫探し 12/4：19名
昆陽池公園の観察ガイド（春〜夏）制作のための調査 4/5、4/18、5/3、5/22、6/12、7/10、

7/24、9/2、9/21、9/25、9/29、11/22

2011
( 平成 23) 4 回 144名

夜のカブトムシ観察会 7/31：57名
ビオトープ池の水抜き調査 10/29：28名
昆陽池で冬越しの昆虫探し 11/26：25名
ビオトープの朽ち木割り 3/12：34名

＊「昆陽池公園の観察ガイド（春〜夏）」（2011）は公益信託コベルコ自然環境保全基金の助成を受けて制作（昆陽池の自然観察ガイ
ド調査グループ：五十川謙、井上治彦、片山俊治、河上仁之、中井富子、藻川芳彦、坂本昇、長島聖大、野本康太）

写真 113　調査のようす
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3．ゴミムシ調査

3-1. 概要および調査方法
2006 年および 2007 年に友の会行事の一環で、地上歩行性昆虫、おもにオサムシ・ゴミムシ類の調査を

目的に、ピットフォールトラップを用いた「ゴミムシ調査」を行った。

3-2．調査場所
昆陽池公園第１ビオトープ、カンキツ畑、ふるさと小径、昆虫館周辺

3-3．方法
　ピットフォールトラップ

3-4．調査日時等
表 2　ゴミムシ調査の開催記録

年度 回 開催日と集合時間 実施内容 のべ参加者数

2006
( 平成 19)

第１回
4月 16日（土） トラップ設置　・

53 名

4月 23日（日） 午前 10時集合 回収・記録・標本づくり

第２回
7月 15日（土） 午後 1時集合 トラップ設置
7月 22日（土） 午後 1時集合 回収・記録・標本づくり

第３回
9月 16日（土） 午後 1時集合 トラップ設置　
9月 23日（土） 午後 1時集合 ・回収・記録・標本づくり

2007
( 平成 20)

第 1回
4月 14日（土） 午後 1時集合 トラップ設置

24名

4月 21日（土） 午後 1時集合 回収・記録・標本づくり

第 2回
7月 7日（土） 午後 1時集合 トラップ設置
7月 14日（土） 午後 1時集合 回収・記録・標本づくり

第 3回
9月 1日（土） 午後 1時集合 トラップ設置
9月 8日（土） 午後 1時集合 回収・記録・標本づくり

4．昆陽池公園夜の観察・調査会

4-1. 概要
2004（平成 16）年 11 月より開始し月に 1 回程度の頻度で継続的に実施している、昆陽池公園内に夜間

に出現する昆虫の調査である。調査開始のきっかけは、2004（平成 16）年 4 月から 9 月にかけて夜間に実
施した昆陽池公園のコオロギ・キリギリス類調査である。この調査において、夜間の昆陽池公園ではコオロ
ギ・キリギリス類以外にも日中あまり見られない種や、それらの行動が観察できることがわかった。そのた
め対象分類群を特定せず実施することになった調査である。

写真 114　調査のようす 写真 115　標本づくり
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4-2. 目的
昆陽池公園に夜間出現する昆虫を調査することで、公園

内に生息する昆虫種及びその発生時期と推移、生態の情報
及び資料の充実をはかることを目的としている。加えて、
担当者以外の当館職員、友の会役員や近隣の博物館職員、
研究者らも参加可とし観察会的要素を持った会として実施
することで、調査データの蓄積に役立てると共に各自の研
鑽と交流の機会と位置づけている。

4-3. 方法
月に 1 回、18 時 30 分頃から 20 時 30 分ごろまでふる

さと小径を含む公園内を歩き、任意採集にて調査。調査ル
ートは館出口からふるさと小径を松ヶ丘方面にすすみ、松
ヶ丘側ゲートを通過し昆陽池センター前を経て、給餌池の
西側に位置するトイレまで到達、その後同コースを引き返
す（図 116）。調査日の状況に応じ、第 1 および第 2 ビオ
トープでの任意採集や第 1 ビオトープでの灯火採集も不定
期に実施した。

4-4. 調査者
2004（平成 16）年 11 月より 2011（平成 23）年 3 月までの調査に 1 回以上参加した者は、以下の通りである。
荒木薫、Anja Sliwa、市川顕彦、井上治彦、植田義輔、後北峰之、大塩拓美、大橋昭仁、奥山清市、片山俊治、

神原美和、中野彰人、西川勝彦、槐正史、角正美雪、河合正人、河上仁之、河島明子、木村友美、長島（佐
伯）知香、佐分恵子、坂本昇、下野誠之、白石卓也、高田みちよ、辻芳枝、中井富子、野本康太、平田慎一
郎、松下宏幸、丸橋壽夫、村尾竜起、望月昌美、森本然、前田亮、長島聖大、平田慎一郎、伴光哲、廣瀬淳、
釋知恵子、藻川芳彦（順不同、敬称略）

図 116　昆陽池公園夜の観察・調査会の調査ルート（太線）

ふるさと小径
伊丹市昆虫館

松ヶ丘側ゲート

昆陽池センター

第 1ビオトープ

トイレ

第 2ビオトープ

給餌池



8

結果と分析

1. 標本の収集状況
標本の採集年ごとの増加点数と累計点数を図 3 に示した。当館の設立された 1990 年以前の標本数は 143

点である。それらの大部分は昆陽池整備計画（1973)、河上（1984 ～ 1987）などによる市内の生物相調査
によって得られ、伊丹市立博物館に収蔵されていたものが当館へ移管された標本である。その後、1998 年
に開催した企画展「街にすむ伊丹の昆虫」、および 1994 年の友の会発足のそれぞれの前後で標本点数の著
しい増加がみられた。

 

図 117・・昆陽池公園産標本の採集年ごとの標本点数

表 3　昆虫標本の目ごとの科数と種数

図118　昆虫標本の目ごとの種数割合（％）

目名 科数 種数
コウチュウ 33 195
チョウ 22 123
カメムシ 35 109
ハチ 17 84
バッタ 13 36
ハエ 12 26
トンボ 7 22
アミメカゲロウ 2 5
ハサミムシ 2 4
カマキリ 1 4
ゴキブリ 2 3
ラクダムシ 1 1
シミ 1 1
シロアリ 1 1
ナナフシ 1 1
ネジレバネ 1 1

16目 151科 616種

（点）

（年）
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2. 昆虫相の概要
昆陽池公園で採集された昆虫標本の種構成は 16 目 151 科 616 種（表 3）であった。目ごとの構成種数上

位 5 目はそれぞれコウチュウ目（33 科 195 種）、チョウ目（22 科 123 種）、カメムシ目（35 科 109 種）、
ハチ目（17 科 84 種）、バッタ目（13 科 36 種）である。

3. 昆陽池公園に生息する昆虫類の特徴
平坦な低標高地にあり、そのほとんどの面積を造成と植栽によって造られた昆陽池公園の自然環境は、関

西地方における都市公園の典型例といえる。そのような環境を特徴づける昆虫類としては、後に述べる外来
種やクマゼミやナガサキアゲハなどの近年分布を拡大している種の確認数が多いことがまずあげられる。ま
た、昆陽池公園は周辺地域でも最大規模の水域を有するが、現時点で確認できる水生の昆虫相は決して豊か
なものとは言えない。これは水生昆虫のすみかとして重要な要因となる抽水植物の衰退が原因と考えられる。
いっぽう、ノコギリクワガタやナミハンミョウ、ラクダムシに代表される、他の昆虫と比較すると移動性が
低く周囲に生息地から分断されたような種も記録されている。

4.「環境省の公表するレッドリスト」において絶滅の危険度の評価がなされた種、もしく
は「改訂・兵庫の貴重な自然：兵庫県版レッドデータブック2003」において貴重性の評
価がなされた種

環境省 (2006) の公表するレッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト ; 以下 RL）および兵
庫県版のレッドデータブック（兵庫県 2003; 以下 県 RDB）の掲載種は合計 9 種が記録されている。RL に
おいて準絶滅危惧に指定されているリンゴクロカスミカメの標本はいずれも昆陽池公園内のフジ棚やエノキ
より得られたもので、バラ科の植物で発生した個体は確認されていない。

表 4　「環境省の公表するレッドリスト」において絶滅の危険度の評価がなされた種、もしくは「改訂・兵庫の貴重な自
然：兵庫県版レッドデータブック 2003」において貴重性の評価がなされた種リスト

目名 科名 種名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考

トンボ目 サナエトンボ科 フタスジサナエ Trigomphus interruptus 1 河上仁之 19720508 RL　準絶滅危惧（NT)
バッタ目 ツユムシ科 ヒメクダマキモドキ Phaulula gracilis 2 昆陽池夜の観察会G 20111129 県 RDB・要注目

カメムシ目 カスミカメムシ科 リンゴクロカスミカメ Pseudophylus flavipes 2 長島聖大 20100522 RL　準絶滅危惧（NT)

チョウ目 シロチョウ科 ツマグロキチョウ Eurema laeta betheseba 1 河上仁之 20101202 RL　絶滅危惧Ⅱ類（VU）
チョウ目 ヤガ科 アサマキシタバ Catocala streckeri 1 不明 20090430 県 RDB・C ランク

コウチュウ目 テントウムシ科 ジュウサンホシテントウ Hippodamia 
tredecimpunctata timberlakei 2 昆陽池夜の観察会G 20041015 県 RDB・C ランク

コウチュウ目 ツチハンミョウ科 ヒラズゲンセイ Cissites cephalotes 1 野本康太 20110627 県 RDB・C ランク
コウチュウ目 カミキリムシ科 クワカミキリ Apriona japonica 1 久安賢一 19970804 県 RDB・要調査

ハチ目 ドロバチモドキ科 キアシハナダカバチモドキ Stizus pulcherrimus 1 長島聖大 20090718 RL　準絶滅危惧（NT)

5. 外来種
昆陽池公園で確認されている昆虫類のうち、外来種は 18 種で、これは全体種数の約 3%にあたる。近年

になって特に目立って増えている外来種はアワダチソウグンバイ、プラタナスグンバイ、ヘクソカズラグン
バイのいずれもカメムシ目グンバイムシ科の種である。これら 3 種はいずれもその名を冠した植物（それぞ
れセイタカアワダチソウ、プラタナス属、ヘクソカズラ）を主な寄主とし、昆陽池公園のみならず市内外の
周辺地域では寄主植物があればほぼまちがいなくみられる。
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表５　外来種リスト
目名 科名 種名 学名 点数 採集者 採集年月日

シミ目 シミ科 セイヨウシミ Lepisma saccharina 1 長島聖大 20100522
ゴキブリ目 ゴキブリ科 クロゴキブリ Periplaneta fuliginosa 1 昆陽池夜の観察会G 20110329
バッタ目 マツムシ科 アオマツムシ Truljalia hibinonis 1 坂本昇 199808**
カメムシ目 サシガメ科 ヨコヅナサシガメ Agriosphodrus dohrni 1 長島聖大 20090505
カメムシ目 グンバイムシ科 プラタナスグンバイ Corythucha ciliata 2 長島聖大 20100503
カメムシ目 グンバイムシ科 アワダチソウグンバイ Corythucha marmorata 5 長島聖大 20080815
カメムシ目 グンバイムシ科 ヘクソカズラグンバイ Dulinius conchatus 7 長島聖大 20100925
カメムシ目 アメンボ科 トガリアメンボ Rhagadotarsus kraepelini 1 長島聖大 20080907
チョウ目 イラガ科 ヒロヘリアオイラガ Parasa lepida lepida 1 河上仁之 19850824
チョウ目 シロチョウ科 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970902
ハエ目 ミズアブ科 アメリカミズアブ Hermetia illucens 1 長島聖大 20070929
コウチュウ目 カツオブシムシ科 フイリカツオブシムシ Dermestes frischii 3 河上仁之 19860808
コウチュウ目 ヒョウホンムシ科 ナガヒョウホンムシ Ptinus japonicus 1 昆陽池夜の観察会G 20100420
コウチュウ目 テントウムシ科 クモガタテントウ Psyllobora vigintimaculata 1 長島聖大 20090415
コウチュウ目 ゴミムシダマシ科 コメノゴミムシダマシ Tenebrio obscurus 1 河上仁之 20050422
コウチュウ目 ゾウムシ科 ヤサイゾウムシ Listroderes costirostris 1 昆陽池夜の観察会G 20051122
ハチ目 アナバチ科 アメリカジガバチ Sceliphron caementarium 1 井上治彦 20050914
ハチ目 ミツバチ科 セイヨウミツバチ Apis mellifera 1 大垣浩亮 20100710
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収蔵資料目録
表記注釈

●生物種の配列および学名について
生物種の配列や学名は基本的に国交省 web サイト「河川環境データベース」ページにおいて公開されて

いる「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」にしたがった。

●種名についた記号について
目録において種名の前に記載された記号はそれぞれ下記を表す。

「☆」＝「全国版レッドリスト（2006）」もしくは「改訂・兵庫の貴重な自然：兵庫県版レッドデータブ 
　　　　　ック 2003」において貴重性の評価がなされた種。
「近」＝近年（2001 年以降）に採集された標本のない種。
「外」＝外来種。主に「外来種ハンドブック（2002）」に外来種として掲載された種。

●採集年月日の表記について
標本の採集年は西暦を用いた。採集年月日は年（4 桁）＋月（2 桁）＋日（2 桁）の 8 桁の数字で表した。

※例：20120331 は 2012 年 3 月 31 日を表す

1．シミ目
 世界に約 400 種、日本国内では 14 種が知られる。原始的な昆虫で、幼虫から成虫までの形態はほとん

ど変化がなく、無変態である。屋内では紙類やそれについた糊、屋外では樹皮などの動植物性乾物を食物と
しているものが多い。昆陽池公園では 1 種が確認されている。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
シミ科 外 セイヨウシミ Lepisma saccharina 1 長島聖大 20100522

2．トンボ目
世界に約 5,000 種、日本国内では約 200 種が知られる。不完全変態。幼虫は水中生活し、小型の水生生

物を食物としている。成虫は飛翔に適した形態をしており、やはり肉食で飛翔性の昆虫を捕食して生活して
いる。昆陽池公園では 22 種が確認されている。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
アオイトトンボ科 オオアオイトトンボ Lestes temporalis 2 久安賢一 19940914
アオイトトンボ科 オオアオイトトンボ Lestes temporalis 2 伊丹市昆虫館友の会 20050925
アオイトトンボ科 オオアオイトトンボ Lestes temporalis 2 不明 20070929
アオイトトンボ科 オオアオイトトンボ Lestes temporalis 1 角正美雪 20081102
アオイトトンボ科 オオアオイトトンボ Lestes temporalis 1 河上仁之 20100911
アオイトトンボ科 オオアオイトトンボ Lestes temporalis 1 長島聖大 20100925
イトトンボ科 近 キイトトンボ Ceriagrion melanurum 1 河上仁之 19720813
イトトンボ科 近 アオモンイトトンボ Ischnura senegalensis 1 國村和伯 19970831
イトトンボ科 クロイトトンボ Paracercion calamorum 1 河上仁之 19720623
イトトンボ科 クロイトトンボ Paracercion calamorum 1 伊丹市昆虫館友の会 20050925
イトトンボ科 クロイトトンボ Paracercion calamorum 1 長島聖大 20090608
イトトンボ科 近 セスジイトトンボ Paracercion hieroglyphicum 1 河上仁之 19720804
イトトンボ科 セスジイトトンボ Paracercion hieroglyphicum 1 久安賢一 19970707
カワトンボ科 ハグロトンボ Calopteryx atrata 1 長島聖大 20080705
ヤンマ科 クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus nigrofasciatus 1 長島聖大 20080705
ヤンマ科 クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus nigrofasciatus 1 長島聖大 20100812
ヤンマ科 ギンヤンマ Anax parthenope julius 1 村川視紀子 20100827
サナエトンボ科 コオニヤンマ Sieboldius albardae 1 中島健治 20110624
サナエトンボ科 ☆近 フタスジサナエ Trigomphus interruptus 1 河上仁之 19720508 RL　準絶滅危惧 （NT)

オニヤンマ科 オニヤンマ Anotogaster sieboldii 1 高田敏雄 19720529



12

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
オニヤンマ科 オニヤンマ Anotogaster sieboldii 1 井本聡 19960920
オニヤンマ科 オニヤンマ Anotogaster sieboldii 1 井本聡 19970824
オニヤンマ科 オニヤンマ Anotogaster sieboldii 1 奥山清市 19970902
オニヤンマ科 オニヤンマ Anotogaster sieboldii 1 久安賢一 19970919
オニヤンマ科 オニヤンマ Anotogaster sieboldii 1 野本康太 20090919
トンボ科 近 ショウジョウトンボ Crocothemis servilia mariannae 1 河上仁之 19720622
トンボ科 近 ショウジョウトンボ Crocothemis servilia mariannae 1 河上仁之 19720628
トンボ科 近 ショウジョウトンボ Crocothemis servilia mariannae 1 河上仁之 19720721
トンボ科 近 ショウジョウトンボ Crocothemis servilia mariannae 1 河上仁之 19720812
トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum 1 河上仁之 19840802
トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum 3 久安賢一 19970629
トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum 1 久安賢一 19970701
トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum 1 久安賢一 19970705
トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum 1 久安賢一 19970706
トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum 2 久安賢一 19970707
トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum 1 久安賢一 19970708 ♀
トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum 1 久安賢一 19970716
トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum 1 久安賢一 19970731 ♀
トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum 4 國村和伯 19970831
トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum 1 久安賢一 19970904 ♂
トンボ科 シオカラトンボ Orthetrum albistylum speciosum 1 長島聖大 20080705
トンボ科 オオシオカラトンボ Orthetrum triangulare melania 1 岡勇以知 19970913
トンボ科 オオシオカラトンボ Orthetrum triangulare melania 1 友の会図鑑G 20090628
トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens 1 河上仁之 19720813
トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens 1 久安賢一 19970701
トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens 2 久安賢一 19970707
トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens 1 久安賢一 19970714
トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens 1 久安賢一 19970716
トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens 1 久安賢一 19970902
トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens 2 久安賢一 19970907
トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens 2 久安賢一 19970919
トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens 1 角正美雪 20031001
トンボ科 ウスバキトンボ Pantala flavescens 1 伊丹市昆虫館友の会 20050925
トンボ科 コシアキトンボ Pseudothemis zonata 1 久安賢一 19950625
トンボ科 コシアキトンボ Pseudothemis zonata 1 久安賢一 19970626
トンボ科 コシアキトンボ Pseudothemis zonata 1 久安賢一 19970706
トンボ科 コシアキトンボ Pseudothemis zonata 1 久安賢一 19970707
トンボ科 コシアキトンボ Pseudothemis zonata 1 久安賢一 19970717
トンボ科 コシアキトンボ Pseudothemis zonata 2 長島聖大 20080705
トンボ科 コシアキトンボ Pseudothemis zonata 2 長島聖大 20080721
トンボ科 コシアキトンボ Pseudothemis zonata 2 長島聖大 20100612
トンボ科 チョウトンボ Rhyothemis fuliginosa 1 高津一男 19930725
トンボ科 チョウトンボ Rhyothemis fuliginosa 1 村川視紀子 20100801
トンボ科 ナツアカネ Sympetrum darwinianum 1 河上仁之 19720918
トンボ科 ナツアカネ Sympetrum darwinianum 1 久安賢一 19970724
トンボ科 ナツアカネ Sympetrum darwinianum 1 久安賢一 19971011
トンボ科 ナツアカネ Sympetrum darwinianum 1 角正美雪 20031001
トンボ科 マユタテアカネ Sympetrum eroticum eroticum 2 伊丹市昆虫館友の会 20050925
トンボ科 マユタテアカネ Sympetrum eroticum eroticum 1 長島聖大 20070929
トンボ科 近 アキアカネ Sympetrum frequens 1 河上仁之 19720921
トンボ科 近 マイコアカネ Sympetrum kunckeli 2 河上仁之 19720922
トンボ科 リスアカネ Sympetrum risi risi 1 角正美雪 20031001
トンボ科 リスアカネ Sympetrum risi risi 2 角正美雪 20031002
トンボ科 リスアカネ Sympetrum risi risi 1 長島聖大 20100925
トンボ科 リスアカネ Sympetrum risi risi 1 村川視紀子 20101002

3．ゴキブリ目
世界に約 4,500 種、日本国内では約 50 種が知られる。多くの種が森林に棲息し、雑食性の種が多い。い

くつかの種は家屋害虫として知られる。昆陽池公園では 3 種が確認されている。
科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考

ゴキブリ科 外 クロゴキブリ Periplaneta fuliginosa 1 昆陽池夜の観察会G 20090818
ゴキブリ科 外 クロゴキブリ Periplaneta fuliginosa 1 友の会図鑑G 20090818
ゴキブリ科 外 クロゴキブリ Periplaneta fuliginosa 1 昆陽池夜の観察会G 20110329
チャバネゴキブリ科 近 モリチャバネゴキブリ Blattella nipponica 1 久安賢一 19970612
チャバネゴキブリ科 ヒメクロゴキブリ Chorisoneura nigra 1 昆陽池夜の観察会G 20050624

4．カマキリ目
世界に約 2,300 種、日本国内では 11 種が知られる。草むらから林縁にかけてくらす種が多い。獲物を捕

食するためカマ状に発達した前脚、三角形をした頭部が特徴。草木の枝などに複数の卵が入った卵しょうを
産みつける。不完全変態。昆陽池公園では 4 種が確認されている。
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科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
カマキリ科 ハラビロカマキリ Hierodula patellifera 1 久安賢一 19771111
カマキリ科 ハラビロカマキリ Hierodula patellifera 1 長島聖大 20101013
カマキリ科 ハラビロカマキリ Hierodula patellifera 1 角正美雪 20111128
カマキリ科 コカマキリ Statilia maculata 1 河上仁之 19970910
カマキリ科 コカマキリ Statilia maculata 1 久安賢一 19971011
カマキリ科 コカマキリ Statilia maculata 1 久安賢一 19971030
カマキリ科 コカマキリ Statilia maculata 1 長島聖大 20071104
カマキリ科 コカマキリ Statilia maculata 1 長島聖大 20080925
カマキリ科 コカマキリ Statilia maculata 1 河上仁之 20100911
カマキリ科 コカマキリ Statilia maculata 3 長島聖大 20101013
カマキリ科 チョウセンカマキリ Tenodera angustipennis 2 長島聖大 20080925
カマキリ科 オオカマキリ Tenodera aridifolia 1 長島聖大 20080925

5．シロアリ目
世界に約 2,800 種、日本国内では約 20 種が知られる。木材を食べる種が多く、植物繊維の分解は体内に

共生する微生物に依存している。女王アリ、王アリ、働きアリ、兵アリなど高度に発達した社会生活を営む。
不完全変態。昆陽池公園では 1 種が確認されている。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ミゾガシラシロアリ科 ヤマトシロアリ Reticulitermes speratus 16 長島聖大 20090608

6．ハサミムシ目
世界に約 1,900 種、日本国内では 35 種以上が知られる。一般にハサミ状の捕獲器を腹端に備え、小さな

生き物を捕食して生活している。昆陽池公園では 4 種が確認されている。そのうち最も普通にみられる種は
ヒゲジロハサミムシで、朽ち木や落ち葉の中などに生息する。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
マルムネハサミムシ科 ハマベハサミムシ Anisolabis maritima 1 昆陽池夜の観察会G 20110524 ♂
マルムネハサミムシ科 キアシハサミムシ Euborellia plebeja 3 長島聖大 20090609
マルムネハサミムシ科 キアシハサミムシ Euborellia plebeja 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
マルムネハサミムシ科 ヒゲジロハサミムシ Gonolabis marginalis 3 伊丹市昆虫館友の会 20070422
マルムネハサミムシ科 ヒゲジロハサミムシ Gonolabis marginalis 1 長島聖大 20090531
マルムネハサミムシ科 ヒゲジロハサミムシ Gonolabis marginalis 3 長島聖大 20090609
マルムネハサミムシ科 ヒゲジロハサミムシ Gonolabis marginalis 1 坂本昇 20090628
マルムネハサミムシ科 ヒゲジロハサミムシ Gonolabis marginalis 2 伊丹市昆虫館友の会 20100516
マルムネハサミムシ科 ヒゲジロハサミムシ Gonolabis marginalis 1 長島聖大 20100925
マルムネハサミムシ科 ヒゲジロハサミムシ Gonolabis marginalis 1 昆陽池夜の観察会G 20110524 ♀
オオハサミムシ科 近 オオハサミムシ Labidura riparia 1 河上仁之 19720930
オオハサミムシ科 近 オオハサミムシ Labidura riparia 1 河上仁之 19721002

7．バッタ目
世界に約 23,000 種、日本国内では 400 種以上が知られる。草食性または雑食性で、ほとんどの種が発達

した後脚を持ち、跳躍することが出来る。キリギリス科やコオロギ科などではオスが前翅をこすり合わせて
発音する種が多い。昆陽池公園では 36 種が確認されている。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
コロギス科 コロギス Prosopogryllacris japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20090728
ツユムシ科 セスジツユムシ Ducetia japonica 3 角正美雪 20090829 ♂
ツユムシ科 サトクダマキモドキ Holochlora japonica 1 後北峰之 20041023 ♀
ツユムシ科 サトクダマキモドキ Holochlora japonica 1 坂本昇 20051126
ツユムシ科 サトクダマキモドキ Holochlora japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20071127
ツユムシ科 サトクダマキモドキ Holochlora japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20080827
ツユムシ科 サトクダマキモドキ Holochlora japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20110830 ♀
ツユムシ科 ツユムシ Phaneroptera falcata 1 坂本昇 20051015
ツユムシ科 ツユムシ Phaneroptera falcata 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
ツユムシ科 ☆ ヒメクダマキモドキ Phaulula gracilis 1 昆陽池夜の観察会G 20050804 県 RDB 要注目

ツユムシ科 ☆ ヒメクダマキモドキ Phaulula gracilis 1 昆陽池夜の観察会G 20051122 県 RDB 要注目

ツユムシ科 ☆ ヒメクダマキモドキ Phaulula gracilis 1 昆陽池夜の観察会G 20081230 県 RDB 要注目 ； 
産卵中死亡個体

ツユムシ科 ☆ ヒメクダマキモドキ Phaulula gracilis 3 昆陽池夜の観察会G 20090120 県 RDB 要注目 ； 卵

ツユムシ科 ☆ ヒメクダマキモドキ Phaulula gracilis 2 昆陽池夜の観察会G 20101026 県 RDB 要注目

ツユムシ科 ☆ ヒメクダマキモドキ Phaulula gracilis 2 昆陽池夜の観察会G 20111129 県 RDB 要注目
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科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
キリギリス科 ウスイロササキリ Conocephalus chinensis 2 坂本昇 20040921
キリギリス科 ウスイロササキリ Conocephalus chinensis 1 坂本昇 20051015
キリギリス科 ホシササキリ Conocephalus maculatus 1 昆陽池夜の観察会G 20070626
キリギリス科 ヒメギス Eobiana engelhardti subtropica 1 不明 200508**
キリギリス科 ヒメギス Eobiana engelhardti subtropica 1 久安賢一 19970716
キリギリス科 ヒメギス Eobiana engelhardti subtropica 1 昆陽池夜の観察会G 20080729
キリギリス科 ヒメギス Eobiana engelhardti subtropica 1 伊丹市昆虫館 20090711
キリギリス科 クビキリギス Euconocephalus varius 1 久安賢一 19970426
キリギリス科 クビキリギス Euconocephalus varius 1 伊丹市昆虫館友の会 20040924
キリギリス科 クビキリギス Euconocephalus varius 3 坂本昇 20041026
キリギリス科 クサキリ Ruspolia lineosa 1 坂本昇 20080826 ♂
キリギリス科 シブイロカヤキリ Xestophrys javanicus 1 坂本昇 20040518
ケラ科 ケラ Gryllotalpa orientalis 1 槌谷紀久夫 20041030
マツムシ科 ヒロバネカンタン Oecanthus euryelytra 1 坂本昇 200408**
マツムシ科 外 アオマツムシ Truljalia hibinonis 1 坂本昇 2003****
マツムシ科 外 アオマツムシ Truljalia hibinonis 1 坂本昇 199808**
コオロギ科 ハラオカメコオロギ Loxoblemmus campester 3 昆陽池夜の観察会G 20051028 ♂
コオロギ科 ハラオカメコオロギ Loxoblemmus campester 1 昆陽池夜の観察会G 20071029 ♂
コオロギ科 ハラオカメコオロギ Loxoblemmus campester 1 昆陽池夜の観察会G 20081125
コオロギ科 ミツカドコオロギ Loxoblemmus doenitzi 1 坂本昇 199711**
コオロギ科 ミツカドコオロギ Loxoblemmus doenitzi 1 河上仁之 19760930
コオロギ科 クマコオロギ Mitius minor 1 昆陽池夜の観察会G 20060927
コオロギ科 クマスズムシ Scleropterus puctatus 1 こやトープの会 20050903
コオロギ科 クマスズムシ Scleropterus puctatus 1 昆陽池夜の観察会G 20081028
コオロギ科 クマスズムシ Scleropterus puctatus 1 長島聖大 20100925
コオロギ科 クマスズムシ Scleropterus puctatus 1 昆陽池夜の観察会G 20100928
コオロギ科 エンマコオロギ Teleogryllus emma 2 坂本昇 20040901
コオロギ科 ツヅレサセコオロギ Velarifictorus mikado 1 坂本昇 20040901
コオロギ科 ツヅレサセコオロギ Velarifictorus mikado 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
コオロギ科 ツヅレサセコオロギ Velarifictorus mikado 1 昆陽池夜の観察会G 20060927 ♂
コオロギ科 ツヅレサセコオロギ Velarifictorus mikado 21 昆陽池夜の観察会G 20080827 ♂
カネタタキ科 カネタタキ Ornebius kanetataki 1 不明 199809**
カネタタキ科 カネタタキ Ornebius kanetataki 1 後北峰之 20041023
カネタタキ科 カネタタキ Ornebius kanetataki 2 昆陽池夜の観察会G 20101130
ヒバリモドキ科 マダラスズ Dianemobius nigrofasciatus 1 久安賢一 19970701
ヒバリモドキ科 マダラスズ Dianemobius nigrofasciatus 2 坂本昇 20040922
ヒバリモドキ科 マダラスズ Dianemobius nigrofasciatus 1 坂本昇 20041122
ヒバリモドキ科 キンヒバリ Natula matsuurai 2 昆陽池夜の観察会G 20080624 ♀
ヒバリモドキ科 近 シバスズ Polionemobius mikado 1 河上仁之 19721007
ヒバリモドキ科 近 キアシヒバリモドキ Trigonidium japonicum 1 河上仁之 19720123
ヒバリモドキ科 ウスグモスズ Usgumona genji 1 伊丹市昆虫館友の会 20081206
バッタ科 ショウリョウバッタ Acrida cinerea 1 不明 19620827
バッタ科 ショウリョウバッタ Acrida cinerea 1 坂本昇 20041026
バッタ科 近 トノサマバッタ Locusta migratoria 1 河上仁之 19770910
バッタ科 近 クルマバッタモドキ Oedaleus infernalis 1 河上仁之 19720918
バッタ科 クルマバッタモドキ Oedaleus infernalis 1 河上仁之 19720919
バッタ科 近 イボバッタ Trilophidia annulata japonica 1 河上仁之 19760925
バッタ科 イボバッタ Trilophidia annulata japonica 1 河上仁之 19770901
イナゴ科 コバネイナゴ Oxya yezoensis 1 河上仁之 19720925
イナゴ科 コバネイナゴ Oxya yezoensis 1 河上仁之 19820912
イナゴ科 コバネイナゴ Oxya yezoensis 1 長島聖大 20050929 ♀
イナゴ科 コバネイナゴ Oxya yezoensis 2 長島聖大 20070929
イナゴ科 ツチイナゴ Patanga japonica 1 長島聖大 20060423
オンブバッタ科 オンブバッタ Atractomorpha lata 1 久安賢一 19970903
オンブバッタ科 オンブバッタ Atractomorpha lata 1 久安賢一 19971014
オンブバッタ科 オンブバッタ Atractomorpha lata 1 長島聖大 20100925
ヒシバッタ科 トゲヒシバッタ Criotettix japonicus 1 河上仁之 19720920
ヒシバッタ科 トゲヒシバッタ Criotettix japonicus 1 長島聖大 20100522
ヒシバッタ科 ヒシバッタ属の 1種 Tetrix sp. 1 昆陽池夜の観察会G 20110524
ノミバッタ科 マダラノミバッタ Xya riparia 2 長島聖大 20100503

8．ナナフシ目
世界に約 2,800 種、日本国内では 18 種が知られる。体は一般的に細長く、葉や枝などの植物体に姿を似

せているものが多い。卵はフタのついた壺のような形で種によって形状が異なる。不完全変態。昆陽池公園
では 1 種が確認されている。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ナナフシ科 ナナフシモドキ Baculum irregulariterdentatum 1 坂本昇 200708**
ナナフシ科 ナナフシモドキ Baculum irregulariterdentatum 1 不明 19980818
ナナフシ科 ナナフシモドキ Baculum irregulariterdentatum 1 伊丹市昆虫館友の会 20080724
ナナフシ科 ナナフシモドキ Baculum irregulariterdentatum 1 長島聖大 20090726
ナナフシ科 ナナフシモドキ Baculum irregulariterdentatum 1 越智愼一郎 20110809
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9．カメムシ目
世界に約 50,000 種、日本には約 3,000 種が知られる。ストロー状の吸汁型口器を備えるという共通の特

徴はあるものの、外観的に多様な一群として知られる。
昆陽池公園では 109 種が確認されている。陸生のカメムシ類では樹木の幹に集団を作るヨコヅナサシガ

メがよくみられる。水域にはコオイムシやアメンボなどの水生・半水生の仲間がみられる。また、セミ科は
5 種が確認されているが、そのうちミンミンゼミは抜け殻の発見例がなく、周辺から飛来してくるものが確
認されているものと考えられる。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ウンカ科 ホソミドリウンカ Saccharosydne procerus 4 昆陽池夜の観察会G 20080527
ハネナガウンカ科 アカハネナガウンカ Diostrombus politus 1 昆陽池夜の観察会G 20080729
ハネナガウンカ科 アカハネナガウンカ Diostrombus politus 1 河上仁之 20100911
アオバハゴロモ科 アオバハゴロモ Geisha distinctissima 2 久安賢一 19970715
アオバハゴロモ科 アオバハゴロモ Geisha distinctissima 3 久安賢一 19970821
アオバハゴロモ科 アオバハゴロモ Geisha distinctissima 1 村川視紀子 20101103
ハゴロモ科 近 ベッコウハゴロモ Orosanga japonicus 10 久安賢一 19970715
ハゴロモ科 近 ベッコウハゴロモ Orosanga japonicus 4 久安賢一 19970802
ハゴロモ科 近 ベッコウハゴロモ Orosanga japonicus 2 久安賢一 19970812
セミ科 クマゼミ Cryptotympana facialis 2 久安賢一 19970731 ♂
セミ科 クマゼミ Cryptotympana facialis 1 久安賢一 19970812 ♀
セミ科 クマゼミ Cryptotympana facialis 1 長島聖大 20070802 ♂
セミ科 クマゼミ Cryptotympana facialis 1 昆陽池夜の観察会G 20090728
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 1 辻博夫 19900724
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 1 山本史生 19900904
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 1 久安賢一 19970720 ♂
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 1 奥山清市 19970723 ♂
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 1 久安賢一 19970724 ♂
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 1 久安賢一 19970731 ♀
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 2 久安賢一 19970802 ♀
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 2 久安賢一 19970812 ♀
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 3 長島聖大 20070802 ♀
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 1 長島聖大 20080720 ♂
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 1 昆陽池夜の観察会G 20090728
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 2 昆陽池夜の観察会G 20090818
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 1 長島聖大 20100718
セミ科 アブラゼミ Graptopsaltria nigrofuscata 1 角正美雪 20100731
セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera 1 河上仁之 19720823 ♂
セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera 1 河上仁之 19720831 ♂
セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera 1 河上仁之 19850824 ♂
セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera 1 久安賢一 19970902
セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera 2 星元規 20060811 ♂
セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera 1 大隅有理子 20090825
セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera 1 長島聖大 20090926
セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera 2 昆陽池夜の観察会G 20090929
セミ科 ツクツクボウシ Meimuna opalifera 1 昆陽池夜の観察会G 20110830
セミ科 ミンミンゼミ Oncotympana maculaticollis 1 野本康太 20080906
セミ科 ニイニイゼミ Platypleura kaempferi 1 久安賢一 19950716
セミ科 ニイニイゼミ Platypleura kaempferi 1 長島聖大 20090802 ♂
セミ科 ニイニイゼミ Platypleura kaempferi 1 長島聖大 20100717
セミ科 ニイニイゼミ Platypleura kaempferi 3 長島聖大 20100718
セミ科 ニイニイゼミ Platypleura kaempferi 1 角正美雪 20100721
アワフキムシ科 シロオビアワフキ Aphrophora intermedia 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
アワフキムシ科 ハマベアワフキ Aphrophora maritima 2 河上仁之 19720906
アワフキムシ科 ハマベアワフキ Aphrophora maritima 2 河上仁之 19720920
アワフキムシ科 ハマベアワフキ Aphrophora maritima 1 久安賢一 19970612
アワフキムシ科 ハマベアワフキ Aphrophora maritima 3 久安賢一 19970802
アワフキムシ科 ハマベアワフキ Aphrophora maritima 1 久安賢一 19971009
アワフキムシ科 ハマベアワフキ Aphrophora maritima 1 昆陽池夜の観察会G 20070530
アワフキムシ科 ハマベアワフキ Aphrophora maritima 2 昆陽池夜の観察会G 20080527
アワフキムシ科 ハマベアワフキ Aphrophora maritima 1 昆陽池夜の観察会G 20090526
アワフキムシ科 ハマベアワフキ Aphrophora maritima 3 伊丹市昆虫館友の会 20090606
ヨコバイ科 ミミズク Ledra auditura 1 安岡竜作 20101223
ヨコバイ科 コミミズク Ledropsis discolor 1 昆陽池夜の観察会G 20051228
ヨコバイ科 コミミズク Ledropsis discolor 1 不明 20060423
ヨコバイ科 コミミズク Ledropsis discolor 1 長島聖大 20090415
ヨコバイ科 コミミズク Ledropsis discolor 1 長島聖大 20100410
ヨコバイ科 コミミズク Ledropsis discolor 1 昆陽池夜の観察会G 20100420
ヨコバイ科 近 ツマグロヨコバイ Nephotettix cincticeps 1 河上仁之 19720622
ヨコバイ科 クロヒラタヨコバイ Penthimia nitida 1 不明 20090505
ヨコバイ科 クロスジホソサジヨコバイ Sophonia orientalis 1 昆陽池夜の観察会G 20081230
アブラムシ科 クリオオアブラムシ Lachnus tropicalis 4 伊丹市昆虫館友の会 20100516
アブラムシ科 クリオオアブラムシ Lachnus tropicalis 13 昆陽池夜の観察会G 20101130
ワタフキカイガラムシ科 オオワラジカイガラムシ Drosicha corpulenta 10 昆陽池夜の観察会G 20090429
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ワタフキカイガラムシ科 オオワラジカイガラムシ Drosicha corpulenta 4 長島聖大 20100503
サシガメ科 外 ヨコヅナサシガメ Agriosphodrus dohrni 1 國村和伯 19970524
サシガメ科 外 ヨコヅナサシガメ Agriosphodrus dohrni 1 坂本昇 20050424
サシガメ科 外 ヨコヅナサシガメ Agriosphodrus dohrni 1 長島聖大 20090505
サシガメ科 アカシマサシガメ Haematoloecha nigrorufa 2 昆陽池夜の観察会G 20050527
サシガメ科 アカシマサシガメ Haematoloecha nigrorufa 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
サシガメ科 アカシマサシガメ Haematoloecha nigrorufa 1 長島聖大 20070929
サシガメ科 アカシマサシガメ Haematoloecha nigrorufa 2 昆陽池夜の観察会G 20080429
サシガメ科 アカシマサシガメ Haematoloecha nigrorufa 1 昆陽池夜の観察会G 20081028
サシガメ科 アカシマサシガメ Haematoloecha nigrorufa 1 昆陽池夜の観察会G 20090429
サシガメ科 アカシマサシガメ Haematoloecha nigrorufa 1 昆陽池夜の観察会G 20090526
サシガメ科 アカシマサシガメ Haematoloecha nigrorufa 2 昆陽池夜の観察会G 20100420
サシガメ科 アカシマサシガメ Haematoloecha nigrorufa 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
サシガメ科 オオトビサシガメ Isyndus obscurus 1 長島聖大 20070910
サシガメ科 トビイロサシガメ Oncocephalus assimilis 1 昆陽池夜の観察会G 20080527
サシガメ科 クロモンサシガメ Peirates turpis 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
サシガメ科 クロモンサシガメ Peirates turpis 1 昆陽池夜の観察会G 20060423
サシガメ科 クロモンサシガメ Peirates turpis 1 丸橋壽夫 20060730
サシガメ科 クロモンサシガメ Peirates turpis 1 伊丹市昆虫館友の会 20070615
サシガメ科 クロモンサシガメ Peirates turpis 2 昆陽池夜の観察会G 20100224
サシガメ科 シマサシガメ Sphedanolestes impressicollis 1 伊丹市昆虫館友の会 20070615
サシガメ科 シマサシガメ Sphedanolestes impressicollis 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
サシガメ科 シマサシガメ Sphedanolestes impressicollis 1 長島聖大 20090609
サシガメ科 シマサシガメ Sphedanolestes impressicollis 3 長島聖大 20100701
サシガメ科 ヤニサシガメ Velinus nodipes 1 坂本昇 20050422
サシガメ科 ヤニサシガメ Velinus nodipes 1 昆陽池夜の観察会G 20051228
サシガメ科 ヤニサシガメ Velinus nodipes 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
サシガメ科 ヤニサシガメ Velinus nodipes 1 昆陽池夜の観察会G 20081125
サシガメ科 ヤニサシガメ Velinus nodipes 1 昆陽池夜の観察会G 20090331
サシガメ科 ヤニサシガメ Velinus nodipes 4 昆陽池夜の観察会G 20100224
サシガメ科 ヤニサシガメ Velinus nodipes 1 長島聖大 20100701
グンバイムシ科 外 プラタナスグンバイ Corythucha ciliata 2 長島聖大 20100503
グンバイムシ科 外 アワダチソウグンバイ Corythucha marmorata 5 長島聖大 20080815
グンバイムシ科 ヤブガラシグンバイ Cysteochila chiniana 1 昆陽池夜の観察会G 20080527
グンバイムシ科 外 ヘクソカズラグンバイ Dulinius conchatus 7 長島聖大 20100925
グンバイムシ科 ヤナギグンバイ Metasalis populi 1 昆陽池夜の観察会G 20081028
グンバイムシ科 ヤナギグンバイ Metasalis populi 1 昆陽池夜の観察会G 20090120
グンバイムシ科 ヤナギグンバイ Metasalis populi 6 長島聖大 20100503
グンバイムシ科 ナシグンバイ Stephanitis nashi 1 長島聖大 20100503
グンバイムシ科 ツツジグンバイ Stephanitis pyrioides 9 昆陽池夜の観察会G 20070530
グンバイムシ科 ヒメグンバイ Uhlerites debilis 1 長島聖大 20070505
グンバイムシ科 ヒメグンバイ Uhlerites debilis 1 長島聖大 20100925
ハナカメムシ科 クロハナカメムシ Anthocoris japonicus 5 昆陽池夜の観察会G 20090120
ハナカメムシ科 クロハナカメムシ Anthocoris japonicus 2 昆陽池夜の観察会G 20090224
ハナカメムシ科 クロハナカメムシ Anthocoris japonicus 1 長島聖大 20100925
カスミカメムシ科 ヤナギツヤマルカスミカメ Apolygus takaii 6 長島聖大 20100522
カスミカメムシ科 ヤナギツヤマルカスミカメ Apolygus takaii 10 長島聖大 20100525
カスミカメムシ科 ツヤクロカスミカメ Arbolygus glaber 1 長島聖大 20100701
カスミカメムシ科 シイノキクロカスミカメ Castanopsides hasegawai 3 長島聖大 20070505
カスミカメムシ科 シイノキクロカスミカメ Castanopsides hasegawai 1 長島聖大 20070606
カスミカメムシ科 シイノキクロカスミカメ Castanopsides hasegawai 1 長島聖大 20100701
カスミカメムシ科 クヌギカスミカメ Castanopsides kerzhneri 4 長島聖大 20060524
カスミカメムシ科 クヌギカスミカメ Castanopsides kerzhneri 2 長島聖大 20070505
カスミカメムシ科 カイガラツヤカスミカメ Cimidaeorus hasegawai 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
カスミカメムシ科 カイガラツヤカスミカメ Cimidaeorus hasegawai 1 伊丹市昆虫館友の会 20070615
カスミカメムシ科 ケブカキベリナガカスミカメ Dryophilocoris miyamotoi 1 長島聖大 20100503
カスミカメムシ科 コブヒゲカスミカメ Harpocera orientalis 1 昆陽池夜の観察会G 20070530
カスミカメムシ科 コブヒゲカスミカメ Harpocera orientalis 44 長島聖大 20080418
カスミカメムシ科 コブヒゲカスミカメ Harpocera orientalis 7 昆陽池夜の観察会G 20080429
カスミカメムシ科 コブヒゲカスミカメ Harpocera orientalis 1 長島聖大 20100503 ♀
カスミカメムシ科 ダルマカメムシ Isometopus japonicus 1 長島聖大 20100617 ♂
カスミカメムシ科 クヌギトビカスミカメ Psallus bagjonicus 13 長島聖大 20060524
カスミカメムシ科 クヌギトビカスミカメ Psallus bagjonicus 13 長島聖大 20070505
カスミカメムシ科 クヌギトビカスミカメ Psallus bagjonicus 12 昆陽池夜の観察会G 20080429
カスミカメムシ科 クヌギトビカスミカメ Psallus bagjonicus 1 長島聖大 20100503
カスミカメムシ科 ☆ リンゴクロカスミカメ Pseudophylus flavipes 3 長島聖大 20060524 RL　準絶滅危惧 （NT)

カスミカメムシ科 ☆ リンゴクロカスミカメ Pseudophylus flavipes 8 長島聖大 20070505 RL　準絶滅危惧 （NT)

カスミカメムシ科 ☆ リンゴクロカスミカメ Pseudophylus flavipes 1 昆陽池夜の観察会G 20080429 RL　準絶滅危惧 （NT)

カスミカメムシ科 ☆ リンゴクロカスミカメ Pseudophylus flavipes 6 長島聖大 20080506 RL　準絶滅危惧 （NT)

カスミカメムシ科 ☆ リンゴクロカスミカメ Pseudophylus flavipes 10 不明 20090505 RL　準絶滅危惧 （NT)

カスミカメムシ科 ☆ リンゴクロカスミカメ Pseudophylus flavipes 2 長島聖大 20100522 RL　準絶滅危惧 （NT)

カスミカメムシ科 ケブカカスミカメ Tinginotum perlatum 2 昆陽池夜の観察会G 20081230
カスミカメムシ科 ケブカカスミカメ Tinginotum perlatum 1 昆陽池夜の観察会G 20090331
カスミカメムシ科 オオケナガカスミカメ Tolongia pilosa 1 昆陽池夜の観察会G 20111227
マキバサシガメ科 ハネナガマキバサシガメ Nabis stenoferus 1 昆陽池夜の観察会G 20041015
マキバサシガメ科 アシブトマキバサシガメ Prostemma hilgendorfii 1 伊丹市昆虫館友の会 20060611
マキバサシガメ科 アシブトマキバサシガメ Prostemma hilgendorfii 1 長島聖大 20100503
マキバサシガメ科 キバネアシブトマキバサシガメ Prostemma kiborti 1 池田大 20070421
オオホシカメムシ科 ヒメホシカメムシ Physopelta cincticollis 2 昆陽池夜の観察会G 20051028
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オオホシカメムシ科 ヒメホシカメムシ Physopelta cincticollis 1 昆陽池夜の観察会G 20101026
オオホシカメムシ科 オオホシカメムシ Physopelta gutta 1 久安賢一 19970511
オオホシカメムシ科 オオホシカメムシ Physopelta gutta 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
オオホシカメムシ科 オオホシカメムシ Physopelta gutta 1 昆陽池夜の観察会G 20051122
オオホシカメムシ科 オオホシカメムシ Physopelta gutta 1 昆陽池夜の観察会G 20071029
オオホシカメムシ科 オオホシカメムシ Physopelta gutta 1 昆陽池夜の観察会G 20081125
オオホシカメムシ科 オオホシカメムシ Physopelta gutta 1 昆陽池夜の観察会G 20101026
ホシカメムシ科 クロホシカメムシ Pyrrhocoris sinuaticollis 1 河上仁之 19720918
ホシカメムシ科 クロホシカメムシ Pyrrhocoris sinuaticollis 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
ホシカメムシ科 クロホシカメムシ Pyrrhocoris sinuaticollis 1 長島聖大 20110807
ホソヘリカメムシ科 クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis 1 昆陽池夜の観察会G 20041015
ホソヘリカメムシ科 クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
ホソヘリカメムシ科 クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
ホソヘリカメムシ科 クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis 1 伊丹市昆虫館友の会 20060722
ホソヘリカメムシ科 クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis 1 昆陽池夜の観察会G 20070530
ホソヘリカメムシ科 クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis 3 長島聖大 20100925
ホソヘリカメムシ科 クモヘリカメムシ Leptocorisa chinensis 1 昆陽池夜の観察会G 20111227
ホソヘリカメムシ科 ホソヘリカメムシ Riptortus clavatus 1 河上仁之 19721002
ホソヘリカメムシ科 ホソヘリカメムシ Riptortus clavatus 1 久安賢一 19950507
ホソヘリカメムシ科 ホソヘリカメムシ Riptortus clavatus 1 長島聖大 20060423
ホソヘリカメムシ科 ホソヘリカメムシ Riptortus clavatus 1 昆陽池夜の観察会G 20100420
ホソヘリカメムシ科 ホソヘリカメムシ Riptortus clavatus 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
ヘリカメムシ科 ホオズキカメムシ Acanthocoris sordidus 2 伊丹市昆虫館友の会 20090606
ヘリカメムシ科 ホソハリカメムシ Cletus punctiger 2 久安賢一 19970528
ヘリカメムシ科 ホソハリカメムシ Cletus punctiger 1 久安賢一 19970709
ヘリカメムシ科 ホソハリカメムシ Cletus punctiger 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
ヘリカメムシ科 ホソハリカメムシ Cletus punctiger 1 長島聖大 20060423
ヘリカメムシ科 ホソハリカメムシ Cletus punctiger 2 昆陽池夜の観察会G 20070530
ヘリカメムシ科 ホソハリカメムシ Cletus punctiger 1 昆陽池夜の観察会G 20080527
ヘリカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus 4 久安賢一 19970612
ヘリカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus 2 久安賢一 19970613
ヘリカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus 1 久安賢一 19970715
ヘリカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus 1 昆陽池夜の観察会G 20050527
ヘリカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
ヘリカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus 1 伊丹市昆虫館友の会 20060722
ヘリカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
ヘリカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus 1 長島聖大 20100701
ヘリカメムシ科 ホシハラビロヘリカメムシ Homoeocerus unipunctatus 1 長島聖大 20100925
ヘリカメムシ科 ツマキヘリカメムシ Hygia opaca 2 久安賢一 19970604
ヘリカメムシ科 ツマキヘリカメムシ Hygia opaca 14 久安賢一 19970610
ヘリカメムシ科 ツマキヘリカメムシ Hygia opaca 1 久安賢一 19970714
ヘリカメムシ科 ツマキヘリカメムシ Hygia opaca 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
ヘリカメムシ科 ツマキヘリカメムシ Hygia opaca 1 長島聖大 20060423
ヘリカメムシ科 ツマキヘリカメムシ Hygia opaca 2 昆陽池夜の観察会G 20070530
ヘリカメムシ科 ミナミトゲヘリカメムシ Paradasynus spinosus 1 昆陽池夜の観察会G 20051122
ヘリカメムシ科 ミナミトゲヘリカメムシ Paradasynus spinosus 1 昆陽池夜の観察会G 20100330
ヘリカメムシ科 ミナミトゲヘリカメムシ Paradasynus spinosus 1 昆陽池夜の観察会G 20101026
ヘリカメムシ科 近 キバラヘリカメムシ Plinachtus bicoloripes 6 R.・KATO 19910722
ヒメヘリカメムシ科 スカシヒメヘリカメムシ Liorhyssus hyalinus 1 伊丹市昆虫館友の会 20060722
ヒメヘリカメムシ科 ブチヒゲヒメヘリカメムシ Stictopleurus minutus 1 伊丹市昆虫館友の会 20060722
イトカメムシ科 イトカメムシ Yemma exilis 1 河上仁之 19840802
イトカメムシ科 イトカメムシ Yemma exilis 1 長島聖大 20070505
イトカメムシ科 イトカメムシ Yemma exilis 1 昆陽池夜の観察会G 20100420
ナガカメムシ科 オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus 3 昆陽池夜の観察会G 20050418
ナガカメムシ科 オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus 1 昆陽池夜の観察会G 20050527
ナガカメムシ科 オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus 2 昆陽池夜の観察会G 20051122
ナガカメムシ科 オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus 2 昆陽池夜の観察会G 20070530
ナガカメムシ科 オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus 1 昆陽池夜の観察会G 20071127
ナガカメムシ科 オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus 1 伊丹市昆虫館友の会 20080418
ナガカメムシ科 オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus 1 昆陽池夜の観察会G 20090429
ナガカメムシ科 オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus 1 昆陽池夜の観察会G 20100629
ナガカメムシ科 オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus 1 長島聖大 20100925
ナガカメムシ科 オオモンシロナガカメムシ Metochus abbreviatus 1 昆陽池夜の観察会G 20101026
ナガカメムシ科 オオチャイロナガカメムシ Neolethaeus assamensis 1 昆陽池夜の観察会G 20100629
ナガカメムシ科 ホソメダカナガカメムシ Ninomimus flavipes 1 昆陽池夜の観察会G 20070530
ナガカメムシ科 ホソメダカナガカメムシ Ninomimus flavipes 1 長島聖大 20100503
ナガカメムシ科 ヒゲナガカメムシ Pachygrontha antennata 1 長島聖大 20070505
ナガカメムシ科 ヒゲナガカメムシ Pachygrontha antennata 2 昆陽池夜の観察会G 20070530
ナガカメムシ科 ヒゲナガカメムシ Pachygrontha antennata 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
ナガカメムシ科 ヒゲナガカメムシ Pachygrontha antennata 1 昆陽池夜の観察会G 20080527
ナガカメムシ科 オオメナガカメムシ Piocoris varius 1 長島聖大 20070505
ナガカメムシ科 コバネヒョウタンナガカメムシ Togo hemipterus 2 長島聖大 20101025
ナガカメムシ科 ヒメジュウジナガカメムシ Tropidothorax sinensis 1 伊丹市昆虫館友の会 20050925
ツノカメムシ科 セアカツノカメムシ Acanthosoma denticaudum 1 昆陽池夜の観察会G 20051122
ツノカメムシ科 オオツノカメムシ Acanthosoma giganteum 1 大橋昭仁 20100701
ツノカメムシ科 アオモンツノカメムシ Dichobothrium nubilum 1 昆陽池夜の観察会G 20100126
ツノカメムシ科 アオモンツノカメムシ Dichobothrium nubilum 1 昆陽池夜の観察会G 20120131
ツノカメムシ科 エサキモンキツノカメムシ Sastragala esakii 1 不明 20020213
ツノカメムシ科 モンキツノカメムシ Sastragala scutellata 1 昆陽池夜の観察会G 20100330
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科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ツチカメムシ科 ヨコヅナツチカメムシ Adrisa magna 1 坂本昇 20050422
ツチカメムシ科 ヨコヅナツチカメムシ Adrisa magna 1 伊丹市昆虫館友の会 20081206
ツチカメムシ科 ヨコヅナツチカメムシ Adrisa magna 1 昆陽池夜の観察会G 20090818
ツチカメムシ科 ヨコヅナツチカメムシ Adrisa magna 1 長島聖大 20100724
ツチカメムシ科 ヨコヅナツチカメムシ Adrisa magna 1 昆陽池夜の観察会G 20100826
ツチカメムシ科 ヨコヅナツチカメムシ Adrisa magna 2 昆陽池夜の観察会G 20100928
ツチカメムシ科 ヒメツチカメムシ Fromundus pygmaeus 2 長島聖大 20080506
ツチカメムシ科 コツチカメムシ Macroscytus fraterculus 3 昆陽池夜の観察会G 20080429
ツチカメムシ科 コツチカメムシ Macroscytus fraterculus 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
ツチカメムシ科 コツチカメムシ Macroscytus fraterculus 1 長島聖大 20100724
ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis 3 昆陽池夜の観察会G 20050418
ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis 1 坂本昇 20050422
ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis 1 河上仁之 20050505
ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis 1 昆陽池夜の観察会G 20050527
ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis 2 長島聖大 20060524
ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis 1 伊丹市昆虫館友の会 20060611
ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis 1 昆陽池夜の観察会G 20070327
ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis 1 昆陽池夜の観察会G 20070530
ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis 1 昆陽池夜の観察会G 20080325
ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis 8 昆陽池夜の観察会G 20080429
ツチカメムシ科 ツチカメムシ Macroscytus japonensis 1 昆陽池夜の観察会G 20080624
カメムシ科 ウズラカメムシ Aelia fieberi 1 久安賢一 19970610
カメムシ科 ウズラカメムシ Aelia fieberi 1 久安賢一 19970701
カメムシ科 ウズラカメムシ Aelia fieberi 1 久安賢一 19970709
カメムシ科 ウズラカメムシ Aelia fieberi 1 長島聖大 20070505
カメムシ科 ウズラカメムシ Aelia fieberi 6 昆陽池夜の観察会G 20070530
カメムシ科 ウズラカメムシ Aelia fieberi 1 昆陽池夜の観察会G 20080527
カメムシ科 ウシカメムシ Alcimocoris japonensis 1 昆陽池夜の観察会G 20060124
カメムシ科 ウシカメムシ Alcimocoris japonensis 1 伊丹市昆虫館友の会 20060722
カメムシ科 ウシカメムシ Alcimocoris japonensis 1 昆陽池夜の観察会G 20100126
カメムシ科 ウシカメムシ Alcimocoris japonensis 1 昆陽池夜の観察会G 20100420
カメムシ科 ウシカメムシ Alcimocoris japonensis 1 昆陽池夜の観察会G 20110329
カメムシ科 ブチヒゲカメムシ Dolycoris baccarum 1 久安賢一 19970423
カメムシ科 ブチヒゲカメムシ Dolycoris baccarum 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
カメムシ科 ハナダカカメムシ Dybowskyia reticulata 1 昆陽池夜の観察会G 20080527
カメムシ科 近 ナガメ Eurydema rugosum 5 久安賢一 19970627
カメムシ科 近 ナガメ Eurydema rugosum 8 久安賢一 19970629
カメムシ科 トゲシラホシカメムシ Eysarcoris aeneus 1 昆陽池夜の観察会G 20041015
カメムシ科 トゲシラホシカメムシ Eysarcoris aeneus 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
カメムシ科 トゲシラホシカメムシ Eysarcoris aeneus 3 長島聖大 20070505
カメムシ科 トゲシラホシカメムシ Eysarcoris aeneus 4 昆陽池夜の観察会G 20070530
カメムシ科 トゲシラホシカメムシ Eysarcoris aeneus 1 昆陽池夜の観察会G 20080527
カメムシ科 ツヤアオカメムシ Glaucias subpunctatus 1 不明 20030213
カメムシ科 ツヤアオカメムシ Glaucias subpunctatus 1 昆陽池夜の観察会G 20050418
カメムシ科 ツヤアオカメムシ Glaucias subpunctatus 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
カメムシ科 ツヤアオカメムシ Glaucias subpunctatus 1 昆陽池夜の観察会G 20051122
カメムシ科 ツヤアオカメムシ Glaucias subpunctatus 2 昆陽池夜の観察会G 20051228
カメムシ科 ツヤアオカメムシ Glaucias subpunctatus 1 長島聖大 20060524
カメムシ科 ツヤアオカメムシ Glaucias subpunctatus 2 昆陽池夜の観察会G 20081125
カメムシ科 ツヤアオカメムシ Glaucias subpunctatus 1 昆陽池夜の観察会G 20111227
カメムシ科 アカスジカメムシ Graphosoma rubrolineatum 1 井上治彦 20050613
カメムシ科 アカスジカメムシ Graphosoma rubrolineatum 1 長島聖大 20080720
カメムシ科 クサギカメムシ Halyomorpha halys 1 田中梓 19920528
カメムシ科 クサギカメムシ Halyomorpha halys 1 不明 20020213
カメムシ科 クサギカメムシ Halyomorpha halys 1 昆陽池夜の観察会G 20081125
カメムシ科 クサギカメムシ Halyomorpha halys 1 昆陽池夜の観察会G 20090120
カメムシ科 クサギカメムシ Halyomorpha halys 1 昆陽池夜の観察会G 20100420
カメムシ科 ミナミアオカメムシ Nezara viridula 2 昆陽池夜の観察会G 20041015
カメムシ科 ミナミアオカメムシ Nezara viridula 1 昆陽池夜の観察会G 20070530
カメムシ科 ミナミアオカメムシ Nezara viridula 1 昆陽池夜の観察会G 20100330
カメムシ科 イチモンジカメムシ Piezodorus hybneri 2 昆陽池夜の観察会G 20041015
カメムシ科 チャバネアオカメムシ Plautia crossota stali 1 昆陽池夜の観察会G 20050418
カメムシ科 チャバネアオカメムシ Plautia crossota stali 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
カメムシ科 チャバネアオカメムシ Plautia crossota stali 1 昆陽池夜の観察会G 20051122
カメムシ科 イネクロカメムシ Scotinophara lurida 8 昆陽池夜の観察会G 20080624
カメムシ科 ヒメクロカメムシ Scotinophara scotti 1 長島聖大 20100503
マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima 1 久安賢一 19970612
マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima 8 久安賢一 19970613
マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima 1 伊丹市昆虫館友の会 20050424
マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima 2 伊丹市昆虫館友の会 20100516
マルカメムシ科 マルカメムシ Megacopta punctatissima 1 昆陽池夜の観察会G 20100525
キンカメムシ科 オオキンカメムシ Eucorysses grandis 1 豊倉貞吉 20000326
キンカメムシ科 オオキンカメムシ Eucorysses grandis 1 前田直樹 20051220
クヌギカメムシ科 ヘラクヌギカメムシ Urostylis annulicornis 2 長島聖大 20060524
クヌギカメムシ科 クヌギカメムシ Urostylis westwoodii 2 長島聖大 20100701
クヌギカメムシ科 クヌギカメムシ Urostylis westwoodii 2 昆陽池夜の観察会G 20111227
アメンボ科 オオアメンボ Aquarius elongatus 8 昆陽池夜の観察会G 20080729
アメンボ科 アメンボ Aquarius paludum paludum 4 長島聖大 20060428
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科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
アメンボ科 アメンボ Aquarius paludum paludum 1 長島聖大 20060524
アメンボ科 外 トガリアメンボ Rhagadotarsus kraepelini 1 長島聖大 20080907
イトアメンボ科 ヒメイトアメンボ Hydrometra procera 1 長島聖大 20070911
カタビロアメンボ科 ケシカタビロアメンボ Microvelia douglasi 1 長島聖大 20100410
ミズギワカメムシ科 ウスイロミズギワカメムシ Saldula pallipes 1 長島聖大 20100503
ミズギワカメムシ科 ミズギワカメムシ Saldula saltatoria 1 長島聖大 20090415
メミズムシ科 メミズムシ Ochterus marginatus 1 長島聖大 20100503
タイコウチ科 タイコウチ Laccotrephes japonensis 1 村上敦子 20070427
タイコウチ科 タイコウチ Laccotrephes japonensis 1 長島聖大 20070715
タイコウチ科 近 ミズカマキリ Ranatra chinensis 1 河上仁之 19720525
マツモムシ科 コマツモムシ Anisops ogasawarensis 1 長島聖大 20070909
マツモムシ科 コマツモムシ Anisops ogasawarensis 1 長島聖大 20070911
マツモムシ科 コマツモムシ Anisops ogasawarensis 10 長島聖大 20101011
マルミズムシ科 マルミズムシ Paraplea japonica 1 長島聖大 20101011

10．ラクダムシ目
世界に 225 種程度、日本国内では 2 種のみが知られる。成虫、幼虫共に肉食で、細長い体に長い首（前胸）

を持つ。完全変態。昆陽池公園では 1 種が確認されている。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ラクダムシ科 ラクダムシ Inocellia japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
ラクダムシ科 ラクダムシ Inocellia japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20090224
ラクダムシ科 ラクダムシ Inocellia japonica 1 坂本昇 20110513

11．アミメカゲロウ目
世界に約 5,700 種、日本国内では約 160 種が知られる。細長い体と、翅脈の多い大きな翅を持つ。成虫・

幼虫共に肉食で完全変態。昆陽池公園では 5 種が確認されている

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
クサカゲロウ科 ヨツボシクサカゲロウ Chrysopa pallens 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
クサカゲロウ科 ヨツボシクサカゲロウ Chrysopa pallens 1 昆陽池夜の観察会G 20081029
クサカゲロウ科 ヨツボシクサカゲロウ Chrysopa pallens 1 昆陽池夜の観察会G 20090429
クサカゲロウ科 ヨツボシクサカゲロウ Chrysopa pallens 1 昆陽池夜の観察会G 20110628
クサカゲロウ科 ヤマトクサカゲロウ Chrysoperla carnea 1 昆陽池夜の観察会G 20081230
クサカゲロウ科 ヤマトクサカゲロウ Chrysoperla carnea 1 昆陽池夜の観察会G 20090224
クサカゲロウ科 スズキクサカゲロウ Chrysoperla suzukii 2 昆陽池夜の観察会G 20081230
クサカゲロウ科 アミメクサカゲロウ Nacaura matsumurae 2 昆陽池夜の観察会G 20051228
クサカゲロウ科 アミメクサカゲロウ Nacaura matsumurae 1 昆陽池夜の観察会G 20090526
ウスバカゲロウ科 ホシウスバカゲロウ Glenuroides japonicus 1 昆陽池夜の観察会G 20080729

12．チョウ目
世界に約 157,000 種、日本国内では 6,300 種以上が知られ、その大部分はガの仲間である。はねや体が

鱗粉（りんぷん）におおわれている。成虫はストロー状の口器で花のミツや樹液、果実の汁などを吸い、餌
としているもののほか、口器が退化しているものもみられる。幼虫は植食性であるが単食性、狭食性、広食
性など種によってさまざまである。昆陽池公園ではチョウの仲間 39 種、ガの仲間 84 種が確認されている。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ハマキガ科 ビロードハマキ Cerace xanthocosma 1 高田敏雄 199205**
ハマキガ科 ヘリオビヒメハマキ Cryptaspasma marginifasciata 2 昆陽池夜の観察会G 20101026
イラガ科 外近 ヒロヘリアオイラガ Parasa lepida lepida 1 河上仁之 19850824
マダラガ科 近 ウスバツバメガ Elcysma westwoodii 1 久安賢一 19971009
マダラガ科 リンゴハマキクロバ Illiberis pruni 1 昆陽池夜の観察会G 20090526
マダラガ科 ブドウスカシクロバ Illiberis tenuis 1 長島聖大 20100612
マダラガ科 ミノウスバ Pryeria sinica 1 昆陽池夜の観察会G 20051122
マダラガ科 ミノウスバ Pryeria sinica 1 昆陽池夜の観察会G 20061031
セセリチョウ科 イチモンジセセリ Parnara guttata guttata 3 久安賢一 19970902
セセリチョウ科 イチモンジセセリ Parnara guttata guttata 1 久安賢一 19970903
セセリチョウ科 イチモンジセセリ Parnara guttata guttata 2 昆陽池夜の観察会G 20100525
セセリチョウ科 キマダラセセリ Potanthus flavus flavus 1 河上仁之 19720813
セセリチョウ科 キマダラセセリ Potanthus flavus flavus 1 伊丹市昆虫館友の会 20090606
マダラチョウ科 アサギマダラ Parantica sita niphonica 1 長島聖大 20090608 ♂
テングチョウ科 テングチョウ Libythea celtis celtoides 1 角正美雪 20090423
シジミチョウ科 近 ルリシジミ Celastrina argiolus ladonides 1 久安賢一 19970416
シジミチョウ科 ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta 1 昆陽池夜の観察会G 20041115
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科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
シジミチョウ科 ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta 1 昆陽池夜の観察会G 20051128
シジミチョウ科 ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta 1 昆陽池夜の観察会G 20051228
シジミチョウ科 ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta 2 昆陽池夜の観察会G 20100224 ♀
シジミチョウ科 ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta 1 村川視紀子 20111010 ♂
シジミチョウ科 ツバメシジミ Everes argiades hellotia 1 河上仁之 19720919 ♀
シジミチョウ科 ツバメシジミ Everes argiades hellotia 1 角正美雪 20071002 ♀1
シジミチョウ科 ウラナミシジミ Lampides boeticus 2 河上仁之 19720919
シジミチョウ科 ウラナミシジミ Lampides boeticus 1 久安賢一 19971010
シジミチョウ科 ウラナミシジミ Lampides boeticus 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
シジミチョウ科 ウラナミシジミ Lampides boeticus 1 村川視紀子 20111010
シジミチョウ科 ベニシジミ Lycaena phlaeas daimio 1 友の会図鑑G 20090628
シジミチョウ科 ムラサキシジミ Narathura japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
シジミチョウ科 ムラサキシジミ Narathura japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20090120
シジミチョウ科 ムラサキシジミ Narathura japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20100224 ♀
シジミチョウ科 ムラサキシジミ Narathura japonica 1 長島聖大 20100903
シジミチョウ科 ヤマトシジミ Pseudozizeeria maha argia 1 久安賢一 19971006 ♂
シジミチョウ科 ヤマトシジミ Pseudozizeeria maha argia 1 昆陽池夜の観察会G 20051128
シジミチョウ科 トラフシジミ Rapala arata 1 五十川謙 20100503
タテハチョウ科 コムラサキ Apatura metis substituta 1 河上仁之 20080724
タテハチョウ科 コムラサキ Apatura metis substituta 1 長島聖大 20100719
タテハチョウ科 近 ミドリヒョウモン Argynnis paphia tsushimana 1 河上仁之 19721002
タテハチョウ科 ツマグロヒョウモン Argyreus hyperbius hyperbius 1 後北峰之 20030915 ♀
タテハチョウ科 近 ヒメアカタテハ Cynthia cardui 1 久安賢一 19970918
タテハチョウ科 ゴマダラチョウ Hestina japonica 1 角正美雪 20090601
タテハチョウ科 ゴマダラチョウ Hestina japonica 1 五十川謙 20100522
タテハチョウ科 ルリタテハ Kaniska canace nojaponicum 1 久安賢一 19970619
タテハチョウ科 ルリタテハ Kaniska canace nojaponicum 2 伊丹市昆虫館 20110903
タテハチョウ科 ホシミスジ Neptis pryeri pryeri 1 久安賢一 19970604
タテハチョウ科 ホシミスジ Neptis pryeri pryeri 1 久安賢一 19970621
タテハチョウ科 ホシミスジ Neptis pryeri pryeri 1 久安賢一 19979621
タテハチョウ科 ホシミスジ Neptis pryeri pryeri 4 長島聖大 20100612
タテハチョウ科 ホシミスジ Neptis pryeri pryeri 1 長島聖大 20110606
タテハチョウ科 ヒオドシチョウ Nymphalis xanthomelas japonica 1 長島聖大 20100706
タテハチョウ科 近 キタテハ Polygonia c-aureum c-aureum 1 久安賢一 19971011
アゲハチョウ科 近 ジャコウアゲハ Byasa alcinous alcinous 1 久安賢一 19980613 生態写真

アゲハチョウ科 アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum 1 高津一男 19950513
アゲハチョウ科 アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum 1 久安賢一 19970903
アゲハチョウ科 アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum 1 不明 19970919
アゲハチョウ科 アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum 1 久安賢一 19970924
アゲハチョウ科 アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum 1 大橋昭仁 20090418
アゲハチョウ科 カラスアゲハ Papilio dehaanii dehaanii 1 鈴木日出子 20110730
アゲハチョウ科 モンキアゲハ Papilio helenus nicconicolens 1 河上仁之 20070810
アゲハチョウ科 モンキアゲハ Papilio helenus nicconicolens 1 長島聖大 20100830
アゲハチョウ科 モンキアゲハ Papilio helenus nicconicolens 2 角正美雪 20100913
アゲハチョウ科 モンキアゲハ Papilio helenus nicconicolens 1 角正美雪 20101004
アゲハチョウ科 近 キアゲハ Papilio machaon hippocrates 1 河上仁之 19970914
アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii 3 池田 19900710
アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii 1 高津一男 19950519
アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii 1 久安賢一 19971022
アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii 1 久安賢一 19971023
アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii 1 久安賢一 19971027
アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii 4 久安賢一 19971029
アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii 1 久安賢一 19971031
アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii 1 久安賢一 19971101
アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii 3 久安賢一 19971102
アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii 1 長島聖大 20070618
アゲハチョウ科 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii 1 五十川謙 20100503
アゲハチョウ科 近 クロアゲハ Papilio protenor demetrius 1 河上仁之 19750726
アゲハチョウ科 近 クロアゲハ Papilio protenor demetrius 1 久安賢一 19970924
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 河上仁之 19720831
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 高津一男 19950427
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 久安賢一 19970507
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 久安賢一 19970624
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 久安賢一 19970716
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 久安賢一 19970720
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 久安賢一 19970801
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 久安賢一 19970902
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 3 久安賢一 19970907
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 久安賢一 19970918
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 久安賢一 19970919
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 長島聖大 20070618
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 森本斐 20070729
アゲハチョウ科 ナミアゲハ Papilio xuthus 1 角正美雪 20090428
シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus 1 久安賢一 19940410
シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus 1 高津一男 19950411
シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus 3 高津一男 19950413
シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus 1 高津一男 19950417
シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus 1 高津一男 19950427
シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus 1 久安賢一 19970404
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シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus 3 久安賢一 19970410
シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus 5 久安賢一 19970416 ♀
シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus 1 角正美雪 20090415
シロチョウ科 ツマキチョウ Anthocharis scolymus 1 角正美雪 20110406
シロチョウ科 近 モンキチョウ Colias erate poliographus 2 河上仁之 19720922 ♂
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 1 河上仁之 19720919
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 1 高津一男 19950417
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 2 高津一男 19950420
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 1 久安賢一 19970715
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 3 久安賢一 19970902
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 1 河上仁之 19970910
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 1 久安賢一 19970913
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 1 久安賢一 19971006
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 3 久安賢一 19971016
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 1 久安賢一 19971023
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 1 久安賢一 19971102
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 1 久安賢一 19971111
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 1 久安賢一 19971227
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 2 久安賢一 19980623
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 2 久安賢一 19980625
シロチョウ科 キタキチョウ Eurema mandarina 2 長島聖大 20070617
シロチョウ科 ☆ ツマグロキチョウ Eurema laeta betheseba 1 河上仁之 19720919 RL　絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

シロチョウ科 ☆ ツマグロキチョウ Eurema laeta betheseba 1 河上仁之 20071108 RL　絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

シロチョウ科 ☆ ツマグロキチョウ Eurema laeta betheseba 1 河上仁之 20101202 RL　絶滅危惧Ⅱ類 （VU）

シロチョウ科 スジグロシロチョウ Pieris melete melete 1 野本康太 20080409
シロチョウ科 スジグロシロチョウ Pieris melete melete 1 伊丹市昆虫館 20081006
シロチョウ科 ヤマトスジグロシロチョウ Pieris nesis 1 角正美雪 20090415
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 河上仁之 19720914
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 河上仁之 19770903
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 2 高津一男 19950417
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 高津一男 19950427
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970331
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970408
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 2 久安賢一 19970410
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970416
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970417
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 2 久安賢一 19970422
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970423
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970426
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970507
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 2 久安賢一 19970511
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970522
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970610
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970614
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 2 久安賢一 19970621
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970715
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970716
シロチョウ科 外近 モンシロチョウ Pieris rapae crucivora 1 久安賢一 19970902
ジャノメチョウ科 クロコノマチョウ Melanitis phedima oitensis 1 河上仁之 20071101
ジャノメチョウ科 クロコノマチョウ Melanitis phedima oitensis 1 伊丹市昆虫館 20110903
ジャノメチョウ科 クロコノマチョウ Melanitis phedima oitensis 1 長島聖大 20111128
ジャノメチョウ科 ヒメジャノメ Mycalesis gotama fulginia 1 大垣浩亮 20090531
ジャノメチョウ科 ヒメジャノメ Mycalesis gotama fulginia 1 伊丹市昆虫館友の会 20090606
ジャノメチョウ科 ヒメジャノメ Mycalesis gotama fulginia 1 長島聖大 20100612
ジャノメチョウ科 近 ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus 1 河上仁之 19720419
ツトガ科 タイワンウスキノメイガ Botyodes diniasalis 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
ツトガ科 オオキノメイガ Botyodes principalis 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
ツトガ科 オオキノメイガ Botyodes principalis 1 昆陽池夜の観察会G 20051128
ツトガ科 オオキノメイガ Botyodes principalis 1 村川視紀子 20111215
ツトガ科 コブノメイガ Cnaphalocrocis medinalis 1 昆陽池夜の観察会G 20060927
ツトガ科 モンキクロノメイガ Herpetogramma luctuosalis zelleri 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
ツトガ科 マエアカスカシノメイガ Palpita nigropunctalis 1 井本聡 19950602
ツトガ科 マエアカスカシノメイガ Palpita nigropunctalis 1 昆陽池夜の観察会G 20090224
ツトガ科 マエアカスカシノメイガ Palpita nigropunctalis 1 昆陽池夜の観察会G 20100224
ツトガ科 マエアカスカシノメイガ Palpita nigropunctalis 2 昆陽池夜の観察会G 20100525
ツトガ科 近 シロオビノメイガ Spoladea recurvalis 1 河上仁之 19721013
メイガ科 カバイロトガリメイガ Endotricha theonalis 1 昆陽池夜の観察会G 20070527
メイガ科 ハチノスツヅリガ Galleria mellonella 5 長島聖大 20100929
メイガ科 アオフトメイガ Orthaga olivacea 1 昆陽池夜の観察会G 20070626
シャクガ科 ユウマダラエダシャク Abraxas miranda miranda 1 昆陽池夜の観察会G 20090526
シャクガ科 シロフフユエダシャク Agriopis dira 3 昆陽池夜の観察会G 20070220
シャクガ科 シロフフユエダシャク Agriopis dira 1 昆陽池夜の観察会G 20090224
シャクガ科 シロフフユエダシャク Agriopis dira 1 昆陽池夜の観察会G 20100224
シャクガ科 シロオビフユシャク Alsophila japonensis 1 昆陽池夜の観察会G 20051228
シャクガ科 シロオビフユシャク Alsophila japonensis 1 昆陽池夜の観察会G 20070125
シャクガ科 近 ヨモギエダシャク Ascotis selenaria cretacea 1 井本聡 19970504
シャクガ科 ヒロオビトンボエダシャク Cystidia truncangulata 1 伊丹市昆虫館友の会 20090606
シャクガ科 キイロミミモンエダシャク Eilicrinia parvula 1 昆陽池夜の観察会G 20100420
シャクガ科 ウスミドリナミシャク Episteira nigrilinearia 1 昆陽池夜の観察会G 20061031
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シャクガ科 アザミカバナミシャク Eupithecia virgaureata invisa 1 昆陽池夜の観察会G 20090331
シャクガ科 セスジナミシャク Evecliptopera illitata 2 昆陽池夜の観察会G 20090429
シャクガ科 ナミガタエダシャク Heterarmia charon 1 昆陽池夜の観察会G 20070529
シャクガ科 ウスバフユシャク Inurois fletcheri fletcheri 1 昆陽池夜の観察会G 20070125
シャクガ科 ウスバフユシャク Inurois fletcheri fletcheri 2 昆陽池夜の観察会G 20070220
シャクガ科 ウスバフユシャク Inurois fletcheri fletcheri 2 昆陽池夜の観察会G 20090120
シャクガ科 ウスバフユシャク Inurois fletcheri fletcheri 2 昆陽池夜の観察会G 20100224
シャクガ科 ウスバフユシャク Inurois fletcheri fletcheri 4 昆陽池夜の観察会G 20120131 ♀
シャクガ科 ツマジロエダシャク Krananda latimarginaria 1 昆陽池夜の観察会G 20101013
シャクガ科 チャエダシャク Megabiston plumosaria 1 昆陽池夜の観察会G 20051228
シャクガ科 チャエダシャク Megabiston plumosaria 1 昆陽池夜の観察会G 20101130
シャクガ科 近 エグリヅマエダシャク Odontopera arida arida 1 河上仁之 19721013
シャクガ科 シロツバメエダシャク Ourapteryx maculicaudaria 1 河上仁之 20090523
シャクガ科 ウスキツバメエダシャク Ourapteryx nivea 1 昆陽池夜の観察会G 20051128
シャクガ科 ウスキツバメエダシャク Ourapteryx nivea 1 昆陽池夜の観察会G 20070529
シャクガ科 ウスキツバメエダシャク Ourapteryx nivea 1 昆陽池夜の観察会G 20071127
シャクガ科 ウスキツバメエダシャク Ourapteryx nivea 1 昆陽池夜の観察会G 20081029
シャクガ科 ウスキツバメエダシャク Ourapteryx nivea 1 昆陽池夜の観察会G 20101026
シャクガ科 クスアオシャク Pelagodes subquadrarius 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
シャクガ科 クスアオシャク Pelagodes subquadrarius 1 昆陽池夜の観察会G 20060927
シャクガ科 フタナミトビヒメシャク Pylargosceles steganioides 1 昆陽池夜の観察会G 20100420
シャクガ科 クロハグルマエダシャク Synegia esther 1 昆陽池夜の観察会G 20100525
シャクガ科 ベニスジヒメシャク Timandra recompta prouti 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
シャクガ科 ニトベエダシャク Wilemania nitobei 1 河上仁之 20101129
ツバメガ科 クロホシフタオ Dysaethria moza 1 昆陽池夜の観察会G 20101130
カレハガ科 近 ホシカレハ Gastropacha populifolia angustipennis 1 井本聡 19981105
スズメガ科 クロメンガタスズメ Acherontia lachesis 1 大橋昭仁 20110901
スズメガ科 近 メンガタスズメ Acherontia styx 1 坂本昇 19971109
スズメガ科 エビガラスズメ Agrius convolvuli 1 昆陽池夜の観察会G 20101026
スズメガ科 ウンモンスズメ Callambulyx tatarinovii gabyae 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
スズメガ科 近 オオスカシバ Cephonodes hylas 2 久安賢一 19970701
スズメガ科 ホシホウジャク Macroglossum pyrrhosticta 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
スズメガ科 モモスズメ Marumba gaschkewitschii echephron 1 河上仁之 19720512
スズメガ科 モモスズメ Marumba gaschkewitschii echephron 1 坂本昇 20080522
スズメガ科 ホシヒメホウジャク Neogurelca himachala 1 後北峰之 20010925
スズメガ科 ホシヒメホウジャク Neogurelca himachala 1 昆陽池夜の観察会G 20041115
スズメガ科 ホシヒメホウジャク Neogurelca himachala 1 角正美雪 20100720
スズメガ科 コスズメ Theretra japonica 1 角正美雪 20090526
シャチホコガ科 モンクロシャチホコ Phalera flavescens 1 久安賢一 19970802
シャチホコガ科 モンクロシャチホコ Phalera flavescens 1 角正美雪 20060808
シャチホコガ科 オオエグリシャチホコ Pterostoma gigantina 1 井本聡 20080530
シャチホコガ科 セダカシャチホコ Rabtala cristata 1 昆陽池夜の観察会G 20050729
シャチホコガ科 セダカシャチホコ Rabtala cristata 1 昆陽池夜の観察会G 20060927
シャチホコガ科 セダカシャチホコ Rabtala cristata 1 昆陽池夜の観察会G 20070529 ♀
ヒトリガ科 近 シロヒトリ Chionarctia nivea 1 河上仁之 19720813
カノコガ科 カノコガ Amata fortunei 1 久安賢一 19970618
カノコガ科 カノコガ Amata fortunei 1 久安賢一 19970624
カノコガ科 カノコガ Amata fortunei 1 大垣浩亮 20090531
カノコガ科 カノコガ Amata fortunei 2 昆陽池夜の観察会G 20110830
ドクガ科 チャドクガ Arna pseudoconspersa 1 昆陽池夜の観察会G 20061031
ドクガ科 チャドクガ Arna pseudoconspersa 2 昆陽池夜の観察会G 20071127
ドクガ科 チャドクガ Arna pseudoconspersa 1 昆陽池夜の観察会G 20101026
ドクガ科 チャドクガ Arna pseudoconspersa 1 昆陽池夜の観察会G 20101130
ドクガ科 チャドクガ Arna pseudoconspersa 1 昆陽池夜の観察会G 20111025
ドクガ科 マイマイガ Lymantria dispar japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
ドクガ科 マイマイガ Lymantria dispar japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20070627
ドクガ科 マイマイガ Lymantria dispar japonica 1 河上仁之 20100707
ヤガ科 ヒメモクメヨトウ Actinotia polyodon 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
ヤガ科 アケビコノハ Adris tyrannus 1 昆陽池夜の観察会G 20100223
ヤガ科 カブラヤガ Agrotis segetum 1 昆陽池夜の観察会G 20051128
ヤガ科 カラスヨトウ Amphipyra livida corvina 1 昆陽池夜の観察会G 20061031
ヤガ科 オオシマカラスヨトウ Amphipyra monolitha surnia 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
ヤガ科 オオシマカラスヨトウ Amphipyra monolitha surnia 1 昆陽池夜の観察会G 20070627
ヤガ科 オオシマカラスヨトウ Amphipyra monolitha surnia 1 長島聖大 20100824
ヤガ科 ウリキンウワバ Anadevidia peponis 1 角正美雪 20090708
ヤガ科 フクラスズメ Arcte coerula 1 河上仁之 20061218
ヤガ科 フクラスズメ Arcte coerula 1 昆陽池夜の観察会G 20071127
ヤガ科 キノカワガ Blenina senex 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
ヤガ科 キノカワガ Blenina senex 1 昆陽池夜の観察会G 20090331
ヤガ科 ☆ アサマキシタバ Catocala streckeri 1 不明 20090430 県 RDB　C ランク

ヤガ科 ニレキリガ Cosmia affinis 1 角正美雪 20100526
ヤガ科 エゾギクキンウワバ Ctenoplusia albostriata 1 不明 20071127
ヤガ科 ハガタクチバ Daddala lucilla 1 昆陽池夜の観察会G 20101026
ヤガ科 コウスチャヤガ Diarsia deparca 1 昆陽池夜の観察会G 20090429
ヤガ科 ウスヅマクチバ Dinumma deponens 1 昆陽池夜の観察会G 20090429
ヤガ科 シンジュキノカワガ Eligma narcissus narcissus 1 河上仁之 20060731
ヤガ科 アカテンクチバ Erygia apicalis 1 昆陽池夜の観察会G 20110329
ヤガ科 ヨスジノコメキリガ Eupsilia quadrilinea 1 昆陽池夜の観察会G 20110329
ヤガ科 コフサヤガ Eutelia adulatricoides 1 昆陽池夜の観察会G 20051228



23

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ヤガ科 アオアツバ Hypena subcyanea 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
ヤガ科 アオアツバ Hypena subcyanea 1 昆陽池夜の観察会G 20081029
ヤガ科 アオアツバ Hypena subcyanea 1 昆陽池夜の観察会G 20090331
ヤガ科 アオアツバ Hypena subcyanea 1 昆陽池夜の観察会G 20101130
ヤガ科 ヒメネジロコヤガ Maliattha signifera 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
ヤガ科 オオウンモンクチバ Mocis undata 1 昆陽池夜の観察会G 20070529
ヤガ科 クサシロキヨトウ Mythimna loreyi 1 昆陽池夜の観察会G 20051025
ヤガ科 マエシロモンキノカワガ Nycteola costalis 1 昆陽池夜の観察会G 20101130
ヤガ科 アカエグリバ Oraesia excavata 1 井本聡 1997****
ヤガ科 ウスアオリンガ Paracrama angulata 1 昆陽池夜の観察会G 20051228
ヤガ科 ウスアオリンガ Paracrama angulata 1 昆陽池夜の観察会G 20111227
ヤガ科 チャマダラキリガ Rhynchaglaea scitula 1 昆陽池夜の観察会G 20090120
ヤガ科 キバラケンモン Trichosea champa 1 角正美雪 20090624
ヤガ科 キバラケンモン Trichosea champa 4 昆陽池夜の観察会G 20110419
ヤガ科 ウスチャヤガ Xestia dilatata 2 昆陽池夜の観察会G 20051028
ヤガ科 キバラモクメキリガ Xylena formosa 1 河上仁之 20060113

13．ハエ目
世界に約 152,000 種、日本国内では約 5,000 種が知られる。成虫は多くの種が吸収型の口器を持ってお

り植物の花粉やミツを舐めたり、動物の血液や体液を吸うものなどがいる。後翅は退化して微小な平
へいきんこん

均棍と
なり、2 枚の前翅がよく発達し飛翔能力は高い。幼虫はウジムシ状で腐敗した動植物などの有機物を食べる
ものが多い。完全変態。昆陽池公園では 26 種が確認されている。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ガガンボ科 ホリカワクシヒゲガガンボ Ctenophora bifascipennis 1 昆陽池夜の観察会G 20070220
ガガンボ科 クロキリウジガガンボ Tipula patagiata 1 昆陽池夜の観察会G 20100330
ケバエ科 ハグロケバエ Bibio tenebrosus 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
ミズアブ科 外 アメリカミズアブ Hermetia illucens 1 河上仁之 19721013
ミズアブ科 外 アメリカミズアブ Hermetia illucens 1 長島聖大 20070929
ミズアブ科 コウカアブ Ptecticus tenebrifer 1 長島聖大 20090531
ミズアブ科 ルリミズアブ Sargus niphonensis 1 河上仁之 19721013
ミズアブ科 ルリミズアブ Sargus niphonensis 1 昆陽池夜の観察会G 20101026
ミズアブ科 近 ミズアブ Stratiomys japonica 1 河上仁之 19720620
アブ科 アカウシアブ Tabanus chrysurus 1 伊丹市昆虫館友の会 20100724
アブ科 ウシアブ Tabanus trigonus 1 河上仁之 19820721
ムシヒキアブ科 アオメアブ Cophinopoda chinensis 1 長島聖大 20070618
ムシヒキアブ科 アオメアブ Cophinopoda chinensis 1 昆陽池夜の観察会G 20080624
ムシヒキアブ科 アオメアブ Cophinopoda chinensis 1 友の会図鑑G 20090629
ムシヒキアブ科 マガリケムシヒキ Neoitamus angusticornis 1 昆陽池夜の観察会G 20050527
ムシヒキアブ科 マガリケムシヒキ Neoitamus angusticornis 1 昆陽池夜の観察会G 20080527
ムシヒキアブ科 マガリケムシヒキ Neoitamus angusticornis 1 坂本昇 20090426 ♂
ムシヒキアブ科 マガリケムシヒキ Neoitamus angusticornis 1 長島聖大 20090505
ムシヒキアブ科 シオヤアブ Promachus yesonicus 1 長島聖大 20070729
ツリアブ科 コウヤツリアブ Anthrax aygulus 1 村川視紀子 20090714
ツリアブ科 近 クロバネツリアブ Ligyra tantalus 1 久安賢一 19970707
ハナアブ科 ヒサマツハチモドキハナアブ Ceriana japonica 1 長島聖大 20100503
ハナアブ科 ホソヒラタアブ Episyrphus balteatus 1 長島聖大 20071104
ハナアブ科 キゴシハナアブ Eristalinus quinquestriatus 1 長島聖大 20071104
ハナアブ科 アシブトハナアブ Helophilus virgatus 1 久安賢一 19971016
ハナアブ科 アシブトハナアブ Helophilus virgatus 1 昆陽池夜の観察会G 20111019
ハナアブ科 オオハナアブ Phytomia zonata 1 河上仁之 19770830
ハナアブ科 オオハナアブ Phytomia zonata 1 久安賢一 19971020
ハナアブ科 オオハナアブ Phytomia zonata 2 長島聖大 20071104
ハナアブ科 近 キイロナミホシヒラタアブ Syrphus vitripennis 1 河上仁之 19721020
ハナアブ科 近 シロスジベッコウハナアブ Volucella pellucens tabanoides 1 久安賢一 19971009
ベッコウバエ科 ベッコウバエ Dryomyza formosa 1 昆陽池夜の観察会G 20041116
ベッコウバエ科 ベッコウバエ Dryomyza formosa 1 昆陽池夜の観察会G 20071127
ベッコウバエ科 ベッコウバエ Dryomyza formosa 1 昆陽池夜の観察会G 20111029
ミギワバエ科 ミナミカマバエ Ochthera circularis 1 長島聖大 20090415
ミギワバエ科 ミナミカマバエ Ochthera circularis 3 長島聖大 20101025
デガシラバエ科 ミツモンハチモドキバエ Paradapsilia trinotata 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
ミバエ科 ミスジミバエ Zeugodacus scutellatus 2 昆陽池夜の観察会G 20090120
クロバエ科 ツマグロキンバエ Stomorhina obsoleta 1 長島聖大 20071104

14．コウチュウ目
昆虫類中最多種が属する目で、世界に約 370,000 種、日本で約 10,000 種が知られている。一般的に外骨

格が分厚く発達し、前翅が硬化し胸腹部上面を覆うのが特徴である。食性は様々に分化している。完全変態。
昆陽池公園では 195 種が観察されている。「日本昆虫図鑑 ( 上 ) (1963)」には 1941 年 10 月に伊丹市昆陽池
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で採集された標本としてコガシラミズムシ、ヒメコガシラミズムシ、マルコガタノゲンゴロウ、マルガタゲ
ンゴロウ、シマゲンゴロウ、ヒメゲンゴロウ、コシマゲンゴロウ、ケシゲンゴロウ、タテナミツブゲンゴロ
ウの写真が掲載されているが、これらの昆陽池産標本は当館の収蔵標本には確認されなかった。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ホソクビゴミムシ科 オオホソクビゴミムシ Brachinus scotomedes 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
ホソクビゴミムシ科 オオホソクビゴミムシ Brachinus scotomedes 1 河上仁之 20060605
ホソクビゴミムシ科 オオホソクビゴミムシ Brachinus scotomedes 1 柴田未来 20060722
ホソクビゴミムシ科 オオホソクビゴミムシ Brachinus scotomedes 2 昆陽池夜の観察会G 20070626
ホソクビゴミムシ科 オオホソクビゴミムシ Brachinus scotomedes 2 伊丹市昆虫館友の会 20090606
ホソクビゴミムシ科 オオホソクビゴミムシ Brachinus scotomedes 1 昆陽池夜の観察会G 20100629
ホソクビゴミムシ科 オオホソクビゴミムシ Brachinus scotomedes 1 昆陽池夜の観察会G 20100928
ホソクビゴミムシ科 ミイデラゴミムシ Pheropsophus jessoensis 1 河上仁之 20050511
オサムシ科 アオグロヒラタゴミムシ Agonum chalcomum 1 昆陽池夜の観察会G 20060418
オサムシ科 アオグロヒラタゴミムシ Agonum chalcomum 1 長島聖大 20090520
オサムシ科 マルガタゴミムシ Amara chalcites 3 昆陽池夜の観察会G 20090331
オサムシ科 マルガタゴミムシ Amara chalcites 2 長島聖大 20090520
オサムシ科 マルガタゴミムシ Amara chalcites 1 昆陽池夜の観察会G 20090526
オサムシ科 マルガタゴミムシ Amara chalcites 3 昆陽池夜の観察会G 20100224
オサムシ科 マルガタゴミムシ Amara chalcites 1 伊丹市昆虫館友の会 20120327
オサムシ科 コアオマルガタゴミムシ Amara chalcophaea 1 河上仁之 20050422
オサムシ科 コアオマルガタゴミムシ Amara chalcophaea 3 昆陽池夜の観察会G 20060423
オサムシ科 コアオマルガタゴミムシ Amara chalcophaea 1 昆陽池夜の観察会G 20070327
オサムシ科 コアオマルガタゴミムシ Amara chalcophaea 1 昆陽池夜の観察会G 20090429
オサムシ科 ナガマルガタゴミムシ Amara macronota ovalipennis 1 昆陽池夜の観察会G 20060418
オサムシ科 ナガマルガタゴミムシ Amara macronota ovalipennis 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
オサムシ科 コマルガタゴミムシ Amara simplicidens 1 昆陽池夜の観察会G 20110524
オサムシ科 コマルガタゴミムシ Amara simplicidens 1 昆陽池夜の観察会G 20110524
オサムシ科 コマルガタゴミムシ Amara simplicidens 1 昆陽池夜の観察会G 20111019
オサムシ科 オオホシボシゴミムシ Anisodactylus sadoensis 1 河上仁之 20050508
オサムシ科 オオホシボシゴミムシ Anisodactylus sadoensis 1 昆陽池夜の観察会G 20070626
オサムシ科 オオホシボシゴミムシ Anisodactylus sadoensis 4 昆陽池夜の観察会G 20080504
オサムシ科 オオホシボシゴミムシ Anisodactylus sadoensis 3 昆陽池夜の観察会G 20090429
オサムシ科 オオホシボシゴミムシ Anisodactylus sadoensis 1 昆陽池夜の観察会G 20100224
オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus 1 河上仁之 20050422
オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus 1 伊丹市昆虫館友の会 20050527
オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus 2 昆陽池夜の観察会G 20060418
オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus 1 長島聖大 20060524
オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus 1 河上仁之 20060605
オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus 1 長島聖大 20090520
オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus 4 長島聖大 20090529
オサムシ科 ゴミムシ Anisodactylus signatus 3 伊丹市昆虫館友の会 20100516
オサムシ科 近 キベリゴモクムシ Anoplogenius cyanescens 1 河上仁之 19720906
オサムシ科 キアシヌレチゴミムシ Archipatrobus flavipes 1 昆陽池夜の観察会G 20111019
オサムシ科 エゾカタビロオサムシ Campalita chinense 1 昆陽池夜の観察会G 20110830
オサムシ科 オオアトボシアオゴミムシ Chlaenius micans 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
オサムシ科 オオアトボシアオゴミムシ Chlaenius micans 1 昆陽池夜の観察会G 20070530
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 2 河上仁之 20050419
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 2 河上仁之 20050501
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 4 河上仁之 20050511
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 1 伊丹市昆虫館友の会 20050524
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 1 伊丹市昆虫館友の会 20050527
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 3 昆陽池夜の観察会G 20050624
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 3 伊丹市昆虫館友の会 20060404
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 1 柴田未来 20060423
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 1 南部祥宏 20060423
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 1 伊丹市昆虫館友の会 20060423
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 1 河上仁之 20060511
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 6 河上仁之 20060515
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 1 長島聖大 20060524
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 2 河上仁之 20060530
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 2 柴田未来 20060722
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 1 昆陽池夜の観察会G 20070626
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 1 昆陽池夜の観察会G 20071029
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 2 昆陽池夜の観察会G 20080418
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 1 昆陽池夜の観察会G 20090331
オサムシ科 アオゴミムシ Chlaenius pallipes 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
オサムシ科 コガシラアオゴミムシ Chlaenius variicornis 1 河上仁之 20050422
オサムシ科 コガシラアオゴミムシ Chlaenius variicornis 1 伊丹市昆虫館友の会 20050527
オサムシ科 コガシラアオゴミムシ Chlaenius variicornis 1 昆陽池夜の観察会G 20080624
オサムシ科 コガシラアオゴミムシ Chlaenius variicornis 1 昆陽池夜の観察会G 20100629
オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer 2 昆陽池夜の観察会G 20050624
オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer 2 長島聖大 20060524
オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer 1 柴田未来 20060722
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科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer 2 丸橋壽夫 20060730
オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer 1 昆陽池夜の観察会G 20070626
オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer 1 昆陽池夜の観察会G 20080410
オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer 1 昆陽池夜の観察会G 20081125
オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer 1 昆陽池夜の観察会G 20100629
オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer 1 昆陽池夜の観察会G 20111019
オサムシ科 アトワアオゴミムシ Chlaenius virgulifer 1 昆陽池夜の観察会G 20111129
オサムシ科 セアカヒラタゴミムシ Dolichus halensis 1 河上仁之 19970910
オサムシ科 セアカヒラタゴミムシ Dolichus halensis 1 昆陽池夜の観察会G 20060629
オサムシ科 セアカヒラタゴミムシ Dolichus halensis 1 昆陽池夜の観察会G 20060901
オサムシ科 セアカヒラタゴミムシ Dolichus halensis 1 昆陽池夜の観察会G 20080928
オサムシ科 セアカヒラタゴミムシ Dolichus halensis 1 昆陽池夜の観察会G 20090526
オサムシ科 セアカヒラタゴミムシ Dolichus halensis 1 長島聖大 20101013
オサムシ科 オオズケゴモクムシ Harpalus eous 1 伊丹市昆虫館友の会 20060923
オサムシ科 ウスアカクロゴモクムシ Harpalus sinicus 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
オサムシ科 ウスアカクロゴモクムシ Harpalus sinicus 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
オサムシ科 ウスアカクロゴモクムシ Harpalus sinicus 2 昆陽池夜の観察会G 20081125
オサムシ科 アカアシマルガタゴモクムシ Harpalus tinctulus 1 昆陽池夜の観察会G 20090331
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 昆陽池夜の観察会G 20050418
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 3 伊丹市昆虫館友の会 20050527
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 河上仁之 20060505
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 5 長島聖大 20060524
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 伊丹市昆虫館友の会 20060611
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 昆陽池夜の観察会G 20071127
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 河上仁之 20080530
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 昆陽池夜の観察会G 20090526
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 昆陽池夜の観察会G 20090526
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 伊丹市昆虫館友の会 20090606
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 昆陽池夜の観察会G 20090728
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 昆陽池夜の観察会G 20100928
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 昆陽池夜の観察会G 20100928
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 昆陽池夜の観察会G 20110524
オサムシ科 オオゴミムシ Lesticus magnus 1 昆陽池夜の観察会G 20110830
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 久安賢一 19970604
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 久安賢一 19970715
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 西﨑恵美子 19970818
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 昆陽池夜の観察会G 20010428
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 4 河上仁之 20050419
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 伊丹市昆虫館友の会 20050527
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 昆陽池夜の観察会G 20050627
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 2 伊丹市昆虫館友の会 20060404
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 2 伊丹市昆虫館友の会 20060406
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 伊丹市昆虫館友の会 20060423
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 河上仁之 20060513
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 川越俊平 20060722
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 伊丹市昆虫館友の会 20060722
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 伊丹市昆虫館友の会 20060725
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 伊丹市昆虫館友の会 20060922
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 4 向真代 20070908
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 昆陽池夜の観察会G 20080328
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 昆陽池夜の観察会G 20080729
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 河上仁之 20081005
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 昆陽池夜の観察会G 20090331
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 高橋晃一 20090606
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 3 長島聖大 20090704
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 長島聖大 20090715
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 昆陽池夜の観察会G 20090728
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 長島聖大 20090818
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 昆陽池夜の観察会G 20090818
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 昆陽池夜の観察会G 20100420
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 昆陽池夜の観察会G 20100928
オサムシ科 ヤコンオサムシ Ohomopterus yaconinus yaconinus 1 昆陽池夜の観察会G 20110524
オサムシ科 アオヘリアトキリゴミムシ Parena latecincta 1 大垣浩亮 20101003
オサムシ科 イグチケブカゴミムシ Peronomerus auripilis 1 不明 20060423
オサムシ科 オオヒラタゴミムシ Platynus magnus 1 昆陽池夜の観察会G 20050418
オサムシ科 オオヒラタゴミムシ Platynus magnus 1 昆陽池夜の観察会G 20120131
オサムシ科 オオヒラタゴミムシ Platynus magnus 3 伊丹市昆虫館友の会 20120327
オサムシ科 コヒラタゴミムシ Platynus protensus 1 昆陽池夜の観察会G 20080325
オサムシ科 コヒラタゴミムシ Platynus protensus 1 昆陽池夜の観察会G 20080504
オサムシ科 コヒラタゴミムシ Platynus protensus 1 昆陽池夜の観察会G 20081028
オサムシ科 コヒラタゴミムシ Platynus protensus 1 昆陽池夜の観察会G 20090526
オサムシ科 コヒラタゴミムシ Platynus protensus 1 昆陽池夜の観察会G 20091228
オサムシ科 コヒラタゴミムシ Platynus protensus 1 昆陽池夜の観察会G 20100126
オサムシ科 コヒラタゴミムシ Platynus protensus 3 昆陽池夜の観察会G 20100224
オサムシ科 コヒラタゴミムシ Platynus protensus 1 昆陽池夜の観察会G 20100928
オサムシ科 コヒラタゴミムシ Platynus protensus 1 昆陽池夜の観察会G 20101026
オサムシ科 コガシラナガゴミムシ Pterostichus microcephalus 1 昆陽池夜の観察会G 20051122
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オサムシ科 コガシラナガゴミムシ Pterostichus microcephalus 1 角正美雪 20060423
オサムシ科 コガシラナガゴミムシ Pterostichus microcephalus 3 伊丹市昆虫館友の会 20060423
オサムシ科 コガシラナガゴミムシ Pterostichus microcephalus 1 伊丹市昆虫館友の会 20060623
オサムシ科 コガシラナガゴミムシ Pterostichus microcephalus 1 丸橋壽夫 20060730
オサムシ科 ホソヒョウタンゴミムシ Scarites acutidens 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
オサムシ科 近 イツホシマメゴモクムシ Stenolophus quinquepustulatus 2 河上仁之 19860821
オサムシ科 マルガタツヤヒラタゴミムシ Synuchus arcuaticollis 2 河上仁之 19720906
オサムシ科 マルガタツヤヒラタゴミムシ Synuchus arcuaticollis 2 昆陽池夜の観察会G 20110524
オサムシ科 マルガタツヤヒラタゴミムシ Synuchus arcuaticollis 2 昆陽池夜の観察会G 20111019
オサムシ科 ヒメツヤヒラタゴミムシ Synuchus dulcigradus 1 昆陽池夜の観察会G 20110524
オサムシ科 ヒメツヤヒラタゴミムシ Synuchus dulcigradus 1 昆陽池夜の観察会G 20111019
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 1 河上仁之 20060511
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 1 河上仁之 20060513
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 1 昆陽池夜の観察会G 20061031
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 5 昆陽池夜の観察会G 20070530
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 2 昆陽池夜の観察会G 20071029
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 2 昆陽池夜の観察会G 20080624
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 4 昆陽池夜の観察会G 20081028
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 1 昆陽池夜の観察会G 20090526
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 1 昆陽池夜の観察会G 20100928
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 1 昆陽池夜の観察会G 20101130
オサムシ科 オオクロツヤヒラタゴミムシ Synuchus nitidus 1 昆陽池夜の観察会G 20110524
ハンミョウ科 ハンミョウ Cicindela japonica 1 前田直樹 20051008
ハンミョウ科 ハンミョウ Cicindela japonica 1 村川視紀子 20080815
ハンミョウ科 コニワハンミョウ Cicindela transbaicalica japanensis 1 河上仁之 19720825
ハンミョウ科 コニワハンミョウ Cicindela transbaicalica japanensis 1 長島聖大 20080720
ゲンゴロウ科 セスジゲンゴロウ Copelatus japonicus 1 野村拓志 20120214
ゲンゴロウ科 チビゲンゴロウ Hydroglyphus japonicus 1 長島聖大 20090415
ゲンゴロウ科 チビゲンゴロウ Hydroglyphus japonicus 1 長島聖大 20101011
ゲンゴロウ科 近 ツブゲンゴロウ Laccophilus difficilis 2 河上仁之 19721116
ミズスマシ科 近 ミズスマシ Gyrinus japonicus 1 高田敏雄 19720904
ミズスマシ科 近 ミズスマシ Gyrinus japonicus 1 高田敏雄 19920504
ガムシ科 近 タマガムシ Amphiops mater mater 1 河上仁之 19721116
ガムシ科 近 ヒメガムシ Sternolophus rufipes 1 河上仁之 19720906
ガムシ科 ヒメガムシ Sternolophus rufipes 1 河上仁之 19720906
ガムシ科 ヒメガムシ Sternolophus rufipes 2 河上仁之 19770910
エンマムシ科 近 ルリエンマムシ Saprinus splendens 1 河上仁之 19721123
シデムシ科 ベッコウヒラタシデムシ Eusilpha brunneicollis 1 堺勝重 200307**
シデムシ科 ベッコウヒラタシデムシ Eusilpha brunneicollis 1 長島聖大 20090601
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 4 國村和伯 19970530
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 久安賢一 19970802
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 4 久安賢一 19970812
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 久安賢一 19970819
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 久安賢一 19970821
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 河上仁之 20050505
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 4 河上仁之 20050508
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 河上仁之 20050530
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 河上仁之 20060505
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 河上仁之 20060508
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 河上仁之 20060513
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 伊丹市昆虫館友の会 20060611
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 2 川越俊平 20060923
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 2 南部祥宏 20060923
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 高橋晃一 20090606
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 伊丹市昆虫館友の会 20090606
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
シデムシ科 オオヒラタシデムシ Eusilpha japonica 1 河上仁之 20100911
ハネカクシ科 ムネビロハネカクシ Algon grandicollis 1 昆陽池夜の観察会G 20080624
ハネカクシ科 ムネビロハネカクシ Algon grandicollis 1 昆陽池夜の観察会G 20081028
ハネカクシ科 アオバアリガタハネカクシ Paederus fuscipes 1 井本聡 19981004
ハネカクシ科 アオバアリガタハネカクシ Paederus fuscipes 1 不明 19990317
ハネカクシ科 アオバアリガタハネカクシ Paederus fuscipes 2 長島聖大 20100503
ハネカクシ科 クロガネハネカクシ Platydracus inornatus 1 柴田未来 20060722
ハネカクシ科 クロガネハネカクシ Platydracus inornatus 1 川越 20060722
ハネカクシ科 クロガネハネカクシ Platydracus inornatus 1 向真代 20070908
ハネカクシ科 クロガネハネカクシ Platydracus inornatus 1 昆陽池夜の観察会G 20090728
クワガタムシ科 コクワガタ Dorcus rectus rectus 1 長島聖大 20060423
クワガタムシ科 コクワガタ Dorcus rectus rectus 3 伊丹市昆虫館友の会 20070422
クワガタムシ科 コクワガタ Dorcus rectus rectus 1 昆陽池夜の観察会G 20080929 ♂
クワガタムシ科 コクワガタ Dorcus rectus rectus 1 昆陽池夜の観察会G 20090728 ♀
クワガタムシ科 コクワガタ Dorcus rectus rectus 1 不明 20090808
クワガタムシ科 コクワガタ Dorcus rectus rectus 1 長島聖大 20100717
クワガタムシ科 コクワガタ Dorcus rectus rectus 2 長島聖大 20100724
クワガタムシ科 コクワガタ Dorcus rectus rectus 1 長島聖大 20110807
クワガタムシ科 ヒラタクワガタ Dorcus titanus pilifer 1 昆陽池夜の観察会G 20090526 ♀
クワガタムシ科 ヒラタクワガタ Dorcus titanus pilifer 3 長島聖大 20090726
クワガタムシ科 ヒラタクワガタ Dorcus titanus pilifer 2 昆陽池夜の観察会G 20090728 ♂
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クワガタムシ科 ヒラタクワガタ Dorcus titanus pilifer 1 昆陽池夜の観察会G 20090728
クワガタムシ科 ヒラタクワガタ Dorcus titanus pilifer 2 昆陽池夜の観察会G 20090818 ♂
クワガタムシ科 チビクワガタ Figulus binodulus 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
クワガタムシ科 チビクワガタ Figulus binodulus 1 昆陽池夜の観察会G 20090526
クワガタムシ科 チビクワガタ Figulus binodulus 4 昆陽池夜の観察会G 20090528
クワガタムシ科 チビクワガタ Figulus binodulus 1 伊丹市昆虫館友の会 20090606
クワガタムシ科 ノコギリクワガタ Prosopocoilus inclinatus inclinatus 4 長島聖大 20090726
コガネムシ科 アオドウガネ Anomala albopilosa albopilosa 1 伊丹市昆虫館友の会 20060722
コガネムシ科 アオドウガネ Anomala albopilosa albopilosa 1 河上仁之 20080729
コガネムシ科 アオドウガネ Anomala albopilosa albopilosa 19 長島聖大 20100724
コガネムシ科 ドウガネブイブイ Anomala cuprea 1 長島聖大 20060729
コガネムシ科 ツヤコガネ Anomala lucens 1 長島聖大 20100724
コガネムシ科 ヒメコガネ Anomala rufocuprea 1 伊丹市昆虫館友の会 20100724
コガネムシ科 セマダラマグソコガネ Aphodius nigrotessellatus 1 長島聖大 20120304
コガネムシ科 セマダラコガネ Blitopertha orientalis 1 久安賢一 19970612
コガネムシ科 セマダラコガネ Blitopertha orientalis 1 長島聖大 20100410
コガネムシ科 ハナムグリ Cetonia pilifera pilifera 2 久安賢一 19950523
コガネムシ科 ハナムグリ Cetonia pilifera pilifera 1 久安賢一 19950528
コガネムシ科 ハナムグリ Cetonia pilifera pilifera 1 久安賢一 19970511
コガネムシ科 ハナムグリ Cetonia pilifera pilifera 1 長島聖大 20060524
コガネムシ科 ハナムグリ Cetonia pilifera pilifera 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
コガネムシ科 ハナムグリ Cetonia pilifera pilifera 1 長島聖大 20090520
コガネムシ科 ハナムグリ Cetonia pilifera pilifera 2 長島聖大 20090531
コガネムシ科 アオハナムグリ Cetonia roelofsi roelofsi 1 久安賢一 19970528
コガネムシ科 アオハナムグリ Cetonia roelofsi roelofsi 2 久安賢一 19970604
コガネムシ科 アオハナムグリ Cetonia roelofsi roelofsi 1 久安賢一 19970624
コガネムシ科 アオハナムグリ Cetonia roelofsi roelofsi 1 河上仁之 20070525
コガネムシ科 アオハナムグリ Cetonia roelofsi roelofsi 1 長島聖大 20090520
コガネムシ科 コアオハナムグリ Gametis jucunda 2 久安賢一 19950523
コガネムシ科 コアオハナムグリ Gametis jucunda 1 長島聖大 20060524
コガネムシ科 コアオハナムグリ Gametis jucunda 2 伊丹市昆虫館友の会 20100516
コガネムシ科 コアオハナムグリ Gametis jucunda 1 長島聖大 20100522
コガネムシ科 ナガチャコガネ Heptophylla picea 4 伊丹市昆虫館友の会 20050527
コガネムシ科 ナガチャコガネ Heptophylla picea 1 長島聖大 20060524
コガネムシ科 クロコガネ Holotrichia kiotonensis 1 河上仁之 20050422
コガネムシ科 クロコガネ Holotrichia picea 1 長島聖大 20060524
コガネムシ科 クロコガネ Holotrichia kiotonensis 1 長島聖大 20060524
コガネムシ科 コクロコガネ Holotrichia picea 1 伊丹市昆虫館友の会 20050527
コガネムシ科 コクロコガネ Holotrichia picea 1 伊丹市昆虫館友の会 20100724
コガネムシ科 オオクロコガネ Holotrichia parallela 2 昆陽池夜の観察会G 20070626
コガネムシ科 オオクロコガネ Holotrichia parallela 4 昆陽池夜の観察会G 20080624
コガネムシ科 アカビロウドコガネ Maladera castanea 1 河上仁之 20010501
コガネムシ科 アカビロウドコガネ Maladera castanea 1 伊丹市昆虫館友の会 20050527
コガネムシ科 アカビロウドコガネ Maladera castanea 1 長島聖大 20060524
コガネムシ科 アカビロウドコガネ Maladera castanea 1 丸橋壽夫 20060730
コガネムシ科 アカビロウドコガネ Maladera castanea 1 昆陽池夜の観察会G 20090429
コガネムシ科 ヒメビロウドコガネ Maladera orientalis 1 伊丹市昆虫館友の会 20060423
コガネムシ科 コガネムシ Mimela splendens 1 河上仁之 20090527
コガネムシ科 クリイロコガネ Miridiba castanea 1 河上仁之 20050422
コガネムシ科 クリイロコガネ Miridiba castanea 1 伊丹市昆虫館友の会 20050527
コガネムシ科 クリイロコガネ Miridiba castanea 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
コガネムシ科 クリイロコガネ Miridiba castanea 1 昆陽池夜の観察会G 20100420
コガネムシ科 クリイロコガネ Miridiba castanea 1 昆陽池夜の観察会G 20100525
コガネムシ科 ヒラタハナムグリ Nipponovalgus angusticollis angusticollis 2 長島聖大 20100503
コガネムシ科 コブマルエンマコガネ Onthophagus atripennis 1 久安賢一 19970902 ♀
コガネムシ科 コブマルエンマコガネ Onthophagus atripennis 2 伊丹市昆虫館友の会 20060611
コガネムシ科 カドマルエンマコガネ Onthophagus lenzii 1 昆陽池夜の観察会G 20110830 ♀
コガネムシ科 ツヤエンマコガネ Onthophagus nitidus 1 昆陽池夜の観察会G 20110524
コガネムシ科 マメコガネ Popillia japonica 1 河上仁之 19720622
コガネムシ科 マメコガネ Popillia japonica 1 河上仁之 19770904
コガネムシ科 シラホシハナムグリ Protaetia brevitarsis brevitarsis 1 後北峰之 19900822
コガネムシ科 シラホシハナムグリ Protaetia brevitarsis brevitarsis 1 前田直樹 20060820
コガネムシ科 シラホシハナムグリ Protaetia brevitarsis brevitarsis 1 長島聖大 20070726 ♂
コガネムシ科 シラホシハナムグリ Protaetia brevitarsis brevitarsis 1 伊丹市昆虫館友の会 20090606
コガネムシ科 シラホシハナムグリ Protaetia brevitarsis brevitarsis 1 長島聖大 20090726 ♂
コガネムシ科 シラホシハナムグリ Protaetia brevitarsis brevitarsis 1 長島聖大 20100522
コガネムシ科 シラホシハナムグリ Protaetia brevitarsis brevitarsis 1 長島聖大 20100710
コガネムシ科 シラホシハナムグリ Protaetia brevitarsis brevitarsis 2 長島聖大 20100724
コガネムシ科 外 シロテンハナムグリ Protaetia orientalis submarmorea 8 後北峰之 19900820
コガネムシ科 外 シロテンハナムグリ Protaetia orientalis submarmorea 6 後北峰之 19900822
コガネムシ科 外 シロテンハナムグリ Protaetia orientalis submarmorea 1 久安賢一 19970630
コガネムシ科 外 シロテンハナムグリ Protaetia orientalis submarmorea 1 久安賢一 19970705
コガネムシ科 外 シロテンハナムグリ Protaetia orientalis submarmorea 1 長島聖大 20060708
コガネムシ科 外 シロテンハナムグリ Protaetia orientalis submarmorea 1 前田直樹 20060820
コガネムシ科 外 シロテンハナムグリ Protaetia orientalis submarmorea 1 長島聖大 20100522
コガネムシ科 外 シロテンハナムグリ Protaetia orientalis submarmorea 1 昆陽池夜の観察会G 20100928
コガネムシ科 カナブン Pseudotorynorrhina japonica 1 長島聖大 20100724
コガネムシ科 近 アオカナブン Rhomborrhina unicolor unicolor 1 河上仁之 19840802
コガネムシ科 カブトムシ Trypoxylus dichotomus 1 長島聖大 20110714 生態写真
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ヒラタドロムシ科 マルヒラタドロムシ Eubrianax ramicornis 1 不明 20090505
ヒラタドロムシ科 マルヒラタドロムシ Eubrianax ramicornis 11 長島聖大 20100503 ♂
タマムシ科 ウバタマムシ Chalcophora japonica japonica 1 河上仁之 1972****
タマムシ科 ヤマトタマムシ Chrysochroa fulgidissima fulgidissima 1 久安賢一 19970722
タマムシ科 ヤマトタマムシ Chrysochroa fulgidissima fulgidissima 1 高津一男 20100721
タマムシ科 ホソツツタマムシ Paracylindromorphus japanensis 1 河上仁之 20070517
タマムシ科 ホソツツタマムシ Paracylindromorphus japanensis 1 昆陽池夜の観察会G 20080527
タマムシ科 クズノチビタマムシ Trachys auricollis 1 河上仁之 20070530
タマムシ科 ヤノナミガタチビタマムシ Trachys yanoi 1 長島聖大 20110320
コメツキムシ科 サビキコリ Agrypnus binodulus binodulus 1 河上仁之 20050530
コメツキムシ科 サビキコリ Agrypnus binodulus binodulus 1 伊丹市昆虫館友の会 20050925
コメツキムシ科 サビキコリ Agrypnus binodulus binodulus 1 伊丹市昆虫館友の会 20060423
コメツキムシ科 サビキコリ Agrypnus binodulus binodulus 1 河上仁之 20060515
コメツキムシ科 サビキコリ Agrypnus binodulus binodulus 1 伊丹市昆虫館友の会 20090606
コメツキムシ科 サビキコリ Agrypnus binodulus binodulus 2 伊丹市昆虫館友の会 20100516
コメツキムシ科 サビキコリ Agrypnus binodulus binodulus 2 長島聖大 20100724
コメツキムシ科 サビキコリ Agrypnus binodulus binodulus 1 伊丹市昆虫館友の会 20120327
コメツキムシ科 ヒメサビキコリ Agrypnus scrofa scrofa 1 昆陽池夜の観察会G 20090429
コメツキムシ科 ヒメサビキコリ Agrypnus scrofa scrofa 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
コメツキムシ科 キバネホソコメツキ Dolerosomus gracilis 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
コメツキムシ科 キバネホソコメツキ Dolerosomus gracilis 1 昆陽池夜の観察会G 20110830
コメツキムシ科 クシコメツキ Melanotus legatus legatus 1 河上仁之 20090523
コメツキムシ科 クシコメツキ Melanotus legatus legatus 2 昆陽池夜の観察会G 20110524
コメツキムシ科 クロクシコメツキ Melanotus senilis senilis 1 昆陽池夜の観察会G 20110524
コメツキムシ科 ヒゲナガコメツキ Mulsanteus junior junior 2 伊丹市昆虫館友の会 20050527
コメツキムシ科 ヒゲナガコメツキ Mulsanteus junior junior 2 長島聖大 20060524
コメツキムシ科 ヒゲコメツキ Pectocera hige hige 1 不明 20050507
コメツキムシ科 ヒゲコメツキ Pectocera hige hige 1 伊丹市昆虫館友の会 20050527
コメツキムシ科 ヒゲコメツキ Pectocera hige hige 1 長島聖大 20060524 ♀
コメツキムシ科 ヒゲコメツキ Pectocera hige hige 1 昆陽池夜の観察会G 20080624
コメツキムシ科 ヒゲコメツキ Pectocera hige hige 1 野本康太 20090509 ♀
コメツキムシ科 ヒゲコメツキ Pectocera hige hige 1 昆陽池夜の観察会G 20090526 ♀
コメツキムシ科 ヒゲコメツキ Pectocera hige hige 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516 ♀
コメツキムシ科 マダラチビコメツキ Prodrasterius agnatus 2 河上仁之 20070530
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 1 伊丹市昆虫館友の会 20050527
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 3 長島聖大 20060524
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 7 昆陽池夜の観察会G 20070530
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 3 昆陽池夜の観察会G 20070626
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 2 昆陽池夜の観察会G 20080624
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 2 昆陽池夜の観察会G 20090526
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 1 長島聖大 20100522
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 1 昆陽池夜の観察会G 20100525
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 2 昆陽池夜の観察会G 20100629
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 1 長島聖大 20100724
コメツキムシ科 アカアシオオクシコメツキ Spheniscosomus cete cete 2 昆陽池夜の観察会G 20110524
コメツキムシ科 オオクロクシコメツキ Spheniscosomus cribricollis 1 長島聖大 20100522
コメツキムシ科 オオクシヒゲコメツキ Tetrigus lewisi 1 昆陽池夜の観察会G 20090728
ジョウカイボン科 ジョウカイボン Lycocerus suturellus suturellus 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
ジョウカイボン科 セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus 1 伊丹市昆虫館友の会 20050527
ジョウカイボン科 セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus 2 長島聖大 20060524
ジョウカイボン科 セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus 3 長島聖大 20070505
ジョウカイボン科 セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus 1 長島聖大 20080506
ジョウカイボン科 セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus 1 不明 20090505
ジョウカイボン科 セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus 1 昆陽池夜の観察会G 20080527
ジョウカイボン科 セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus 1 長島聖大 20090520
ジョウカイボン科 セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus 1 長島聖大 20100503
ジョウカイボン科 セボシジョウカイ Lycocerus vitellinus 2 昆陽池夜の観察会G 20110524
カツオブシムシ科 ヒメマルカツオブシムシ Anthrenus verbasci 1 長島聖大 20060524
カツオブシムシ科 外近 フイリカツオブシムシ Dermestes frischii 3 河上仁之 19860808
シバンムシ科 ヒメトサカシバンムシ Anhedobia capucina 1 昆陽池夜の観察会G 20050418
シバンムシ科 ヒメトサカシバンムシ Anhedobia capucina 2 昆陽池夜の観察会G 20070530
ヒョウホンムシ科 外 ナガヒョウホンムシ Ptinus japonicus 3 昆陽池夜の観察会G 20070220 ♀
ヒョウホンムシ科 外 ナガヒョウホンムシ Ptinus japonicus 1 昆陽池夜の観察会G 20080122 ♂
ヒョウホンムシ科 外 ナガヒョウホンムシ Ptinus japonicus 1 昆陽池夜の観察会G 20100420 ♀
ジョウカイモドキ科 近 ヒロオビジョウカイモドキ Intybia historio 1 河上仁之 19860808
ジョウカイモドキ科 近 ヒロオビジョウカイモドキ Intybia historio 1 河上仁之 19860821
キスイモドキ科 ツノブトホタルモドキ Xerasia variegata 1 野本康太 20120310
テントウムシ科 ムーアシロホシテントウ Calvia muiri 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
テントウムシ科 ムーアシロホシテントウ Calvia muiri 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
テントウムシ科 アカホシテントウ Chilocorus rubidus 1 昆陽池夜の観察会G 20081028
テントウムシ科 アカホシテントウ Chilocorus rubidus 1 昆陽池夜の観察会G 20101026
テントウムシ科 ナナホシテントウ Coccinella septempunctata 6 久安賢一 19970610
テントウムシ科 ナナホシテントウ Coccinella septempunctata 2 久安賢一 19970612
テントウムシ科 ナナホシテントウ Coccinella septempunctata 1 久安賢一 19971019
テントウムシ科 ナナホシテントウ Coccinella septempunctata 1 久安賢一 19971023
テントウムシ科 ナナホシテントウ Coccinella septempunctata 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
テントウムシ科 ナナホシテントウ Coccinella septempunctata 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
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テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis 1 久安賢一 19970416
テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis 1 久安賢一 19970610
テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis 1 久安賢一 19970612
テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis 1 不明 20020213
テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis 1 長島聖大 20060423
テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis 3 不明 20060423
テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
テントウムシ科 ナミテントウ Harmonia axyridis 1 昆陽池夜の観察会G 20110524
テントウムシ科 ニジュウヤホシテントウ Henosepilachna vigintioctopunctata 2 河上仁之 19860808
テントウムシ科 ニジュウヤホシテントウ Henosepilachna vigintioctopunctata 1 伊丹市昆虫館 20070503
テントウムシ科 ニジュウヤホシテントウ Henosepilachna vigintioctopunctata 2 長島聖大 20090520
テントウムシ科 ☆ ジュウサンホシテントウ Hippodamia tredecimpunctata timberlakei 2 昆陽池夜の観察会G 20041015 県 RDB　C ランク

テントウムシ科 キイロテントウ Illeis koebelei koebelei 2 久安賢一 19970422
テントウムシ科 キイロテントウ Illeis koebelei koebelei 1 昆陽池夜の観察会G 20051228
テントウムシ科 キイロテントウ Illeis koebelei koebelei 2 昆陽池夜の観察会G 20070530
テントウムシ科 キイロテントウ Illeis koebelei koebelei 1 昆陽池夜の観察会G 20090120
テントウムシ科 キイロテントウ Illeis koebelei koebelei 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus 1 河上仁之 19720919
テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus 4 久安賢一 19970610
テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus 3 久安賢一 19970612
テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus 1 久安賢一 19970701
テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus 2 久安賢一 19970707
テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus 1 久安賢一 19971016
テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus 1 伊丹市昆虫館友の会 20050925
テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus 1 昆陽池夜の観察会G 20051028
テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus 1 昆陽池夜の観察会G 20070626
テントウムシ科 ダンダラテントウ Menochilus sexmaculatus 1 昆陽池夜の観察会G 20080527
テントウムシ科 セスジヒメテントウ Nephus patagiatus 4 長島聖大 20100522
テントウムシ科 ヨツボシテントウ Phymatosternus lewisii 1 長島聖大 20070505
テントウムシ科 ヨツボシテントウ Phymatosternus lewisii 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
テントウムシ科 ヨツボシテントウ Phymatosternus lewisii 1 昆陽池夜の観察会G 20080624
テントウムシ科 ヨツボシテントウ Phymatosternus lewisii 1 長島聖大 20090415
テントウムシ科 ヨツボシテントウ Phymatosternus lewisii 1 長島聖大 20100925
テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica 3 久安賢一 19970422
テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica 2 久安賢一 19970610
テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica 2 久安賢一 19970612
テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica 1 伊丹市昆虫館友の会 20051028
テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica 1 昆陽池夜の観察会G 20080624
テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica 1 伊丹市昆虫館友の会 20090606
テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
テントウムシ科 外 クモガタテントウ Psyllobora vigintimaculata 2 昆陽池夜の観察会G 20070626
テントウムシ科 外 クモガタテントウ Psyllobora vigintimaculata 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
テントウムシ科 外 クモガタテントウ Psyllobora vigintimaculata 1 昆陽池夜の観察会G 20081230
テントウムシ科 外 クモガタテントウ Psyllobora vigintimaculata 2 昆陽池夜の観察会G 20090120
テントウムシ科 外 クモガタテントウ Psyllobora vigintimaculata 1 長島聖大 20090415
テントウムシ科 アカイロテントウ Rodolia concolor 1 不明 20020213
テントウムシ科 ベニヘリテントウ Rodolia limbata 1 昆陽池夜の観察会G 20060418
テントウムシ科 ベニヘリテントウ Rodolia limbata 1 昆陽池夜の観察会G 20070626
テントウムシ科 ベニヘリテントウ Rodolia limbata 1 昆陽池夜の観察会G 20090331
テントウムシ科 ベニヘリテントウ Rodolia limbata 1 長島聖大 20090415
テントウムシ科 ベニヘリテントウ Rodolia limbata 5 昆陽池夜の観察会G 20090818
テントウムシ科 近 チビクロテントウ Telsimia nigra 1 河上仁之 19840802
テントウムシダマシ科 近 ヨツボシテントウダマシ Ancylopus pictus asiaticus 2 河上仁之 19720921
オオキノコムシ科 アカハバビロオオキノコ Neotriplax lewisii 10 昆陽池夜の観察会G 20080122
コメツキモドキ科 キムネヒメコメツキモドキ Anadastus atriceps 1 河上仁之 20070530
コメツキモドキ科 キムネヒメコメツキモドキ Anadastus atriceps 1 長島聖大 20100925
ケシキスイ科 アカマダラケシキスイ Lasiodactylus pictus 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
ケシキスイ科 ヨツボシケシキスイ Librodor japonicus 3 伊丹市昆虫館友の会 20050527
ケシキスイ科 ヨツボシケシキスイ Librodor japonicus 1 不明 20060512
ケシキスイ科 ヨツボシケシキスイ Librodor japonicus 2 伊丹市昆虫館友の会 20070615
ケシキスイ科 ヨツボシケシキスイ Librodor japonicus 4 伊丹市昆虫館友の会 20090606
ケシキスイ科 ヨツボシケシキスイ Librodor japonicus 1 昆陽池夜の観察会G 20090818
ケシキスイ科 ヨツボシケシキスイ Librodor japonicus 1 長島聖大 20100724
アリモドキ科 ホソクビアリモドキ Formicomus braminus coiffaiti 1 不明 20090505
アリモドキ科 近 オオクビボソムシ Stereopalpus gigas 1 河上仁之 19700622
ツチハンミョウ科 ☆ ヒラズゲンセイ Cissites cephalotes 1 野本康太 20110627 県 RDB　C ランク

カミキリモドキ科 アオカミキリモドキ Nacerdes waterhousei 3 昆陽池夜の観察会G 20070530
カミキリモドキ科 モモブトカミキリモドキ Oedemera lucidicollis lucidicollis 1 伊丹市昆虫館友の会 20040424
カミキリモドキ科 モモブトカミキリモドキ Oedemera lucidicollis lucidicollis 2 不明 20060423
カミキリモドキ科 モモブトカミキリモドキ Oedemera lucidicollis lucidicollis 2 伊丹市昆虫館友の会 20070422
カミキリモドキ科 モモブトカミキリモドキ Oedemera lucidicollis lucidicollis 4 長島聖大 20100410
ゴミムシダマシ科 オオクチキムシ Allecula fuliginosa 1 河上仁之 20050422
ゴミムシダマシ科 オオクチキムシ Allecula fuliginosa 1 長島聖大 20060524
ゴミムシダマシ科 オオクチキムシ Allecula fuliginosa 1 昆陽池夜の観察会G 20111019
ゴミムシダマシ科 クチキムシ Allecula melanaria 1 不明 20020213
ゴミムシダマシ科 クチキムシ Allecula melanaria 1 昆陽池夜の観察会G 20051122
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科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ゴミムシダマシ科 クチキムシ Allecula melanaria 1 昆陽池夜の観察会G 20051228
ゴミムシダマシ科 クチキムシ Allecula melanaria 1 昆陽池夜の観察会G 20070220
ゴミムシダマシ科 クリイロクチキムシ Borboresthes acicularis 1 昆陽池夜の観察会G 20070626
ゴミムシダマシ科 クリイロクチキムシ Borboresthes acicularis 1 昆陽池夜の観察会G 20100629
ゴミムシダマシ科 トビイロクチキムシ Borboresthes cruralis 3 昆陽池夜の観察会G 20070626
ゴミムシダマシ科 オオニジゴミムシダマシ Euhemicera pulchra 1 河上仁之 20050422
ゴミムシダマシ科 オオニジゴミムシダマシ Euhemicera pulchra 2 昆陽池夜の観察会G 20051228
ゴミムシダマシ科 オオニジゴミムシダマシ Euhemicera pulchra 1 昆陽池夜の観察会G 20060124
ゴミムシダマシ科 オオニジゴミムシダマシ Euhemicera pulchra 1 昆陽池夜の観察会G 20070220
ゴミムシダマシ科 オオニジゴミムシダマシ Euhemicera pulchra 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
ゴミムシダマシ科 オオニジゴミムシダマシ Euhemicera pulchra 1 昆陽池夜の観察会G 20110524
ゴミムシダマシ科 オオニジゴミムシダマシ Euhemicera pulchra 1 昆陽池夜の観察会G 20111019
ゴミムシダマシ科 ズビロキマワリモドキ Gnesis helopioides helopioides 1 昆陽池夜の観察会G 20070626
ゴミムシダマシ科 近 ヤマトスナゴミムシダマシ Gonocephalum coenosum 1 河上仁之 19860808
ゴミムシダマシ科 ヒゲブトハムシダマシ Luprops orientalis 2 不明 20020213
ゴミムシダマシ科 ヒゲブトハムシダマシ Luprops orientalis 2 昆陽池夜の観察会G 20050418
ゴミムシダマシ科 ヒゲブトハムシダマシ Luprops orientalis 1 昆陽池夜の観察会G 20060418
ゴミムシダマシ科 ヒゲブトハムシダマシ Luprops orientalis 1 昆陽池夜の観察会G 20070530
ゴミムシダマシ科 ヒゲブトハムシダマシ Luprops orientalis 1 昆陽池夜の観察会G 20080504
ゴミムシダマシ科 ヒゲブトハムシダマシ Luprops orientalis 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
ゴミムシダマシ科 キマワリ Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus 1 久安賢一 19970812
ゴミムシダマシ科 キマワリ Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus 1 長島聖大 20090726
ゴミムシダマシ科 キマワリ Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus 1 昆陽池夜の観察会G 20100620
ゴミムシダマシ科 ユミアシゴミムシダマシ Promethis valgipes 1 久安賢一 19970629
ゴミムシダマシ科 ユミアシゴミムシダマシ Promethis valgipes 2 久安賢一 19970705
ゴミムシダマシ科 ユミアシゴミムシダマシ Promethis valgipes 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
ゴミムシダマシ科 ユミアシゴミムシダマシ Promethis valgipes 1 長島聖大 20060423
ゴミムシダマシ科 ユミアシゴミムシダマシ Promethis valgipes 2 伊丹市昆虫館友の会 20070422
ゴミムシダマシ科 ユミアシゴミムシダマシ Promethis valgipes 1 河上仁之 20081030
ゴミムシダマシ科 ユミアシゴミムシダマシ Promethis valgipes 1 昆陽池夜の観察会G 20090429
ゴミムシダマシ科 ユミアシゴミムシダマシ Promethis valgipes 2 昆陽池夜の観察会G 20090818
ゴミムシダマシ科 ユミアシゴミムシダマシ Promethis valgipes 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
ゴミムシダマシ科 セスジナガキマワリ Strongylium cultellatum 1 河上仁之 19860808
ゴミムシダマシ科 セスジナガキマワリ Strongylium cultellatum 1 河上仁之 20060715
ゴミムシダマシ科 セスジナガキマワリ Strongylium cultellatum 2 昆陽池夜の観察会G 20080729
ゴミムシダマシ科 セスジナガキマワリ Strongylium cultellatum 2 昆陽池夜の観察会G 20090728
ゴミムシダマシ科 外 コメノゴミムシダマシ Tenebrio obscurus 1 河上仁之 20050422
ゴミムシダマシ科 ミツノゴミムシダマシ Toxicum tricornutum 2 長島聖大 20060524
ゴミムシダマシ科 ヨツコブゴミムシダマシ Uloma latimanus 1 河上仁之 20051105
ゴミムシダマシ科 ヨツコブゴミムシダマシ Uloma latimanus 2 長島聖大 20060423
ゴミムシダマシ科 ヨツコブゴミムシダマシ Uloma latimanus 1 長島聖大 20060524
ゴミムシダマシ科 エグリゴミムシダマシ Uloma marseuli marseuli 1 昆陽池夜の観察会G 20070530
ゴミムシダマシ科 エグリゴミムシダマシ Uloma marseuli marseuli 1 昆陽池夜の観察会G 20070626
カミキリムシ科 ゴマダラカミキリ Anoplophora malasiaca 1 久安賢一 19970612
カミキリムシ科 ゴマダラカミキリ Anoplophora malasiaca 1 久安賢一 19970615
カミキリムシ科 ゴマダラカミキリ Anoplophora malasiaca 2 久安賢一 19970624
カミキリムシ科 ゴマダラカミキリ Anoplophora malasiaca 2 久安賢一 19970626
カミキリムシ科 ゴマダラカミキリ Anoplophora malasiaca 1 久安賢一 19970707
カミキリムシ科 ゴマダラカミキリ Anoplophora malasiaca 2 長島聖大 20080719
カミキリムシ科 ☆近 クワカミキリ Apriona japonica 2 久安賢一 19970626 県 RDB　要調査

カミキリムシ科 ☆近 クワカミキリ Apriona japonica 1 久安賢一 19970714 県 RDB　要調査

カミキリムシ科 ☆近 クワカミキリ Apriona japonica 1 久安賢一 19970804 県 RDB　要調査

カミキリムシ科 ミドリカミキリ Chloridolum viride 1 長島聖大 20080506
カミキリムシ科 ヨツスジトラカミキリ Chlorophorus quinquefasciatus 1 久安賢一 19970720
カミキリムシ科 ヨツスジトラカミキリ Chlorophorus quinquefasciatus 1 昆陽池夜の観察会G 20090728
カミキリムシ科 ヨツスジトラカミキリ Chlorophorus quinquefasciatus 1 長島聖大 20100717
カミキリムシ科 アトモンマルケシカミキリ Exocentrus lineatus 1 昆陽池夜の観察会G 20080624
カミキリムシ科 ウスバカミキリ Megopis sinica sinica 1 久安賢一 19970730
カミキリムシ科 ウスバカミキリ Megopis sinica sinica 2 長島聖大 20060729
カミキリムシ科 ウスバカミキリ Megopis sinica sinica 1 長島聖大 20070802
カミキリムシ科 ウスバカミキリ Megopis sinica sinica 3 昆陽池夜の観察会G 20080729 ♀
カミキリムシ科 ウスバカミキリ Megopis sinica sinica 1 野本康太 20090715
カミキリムシ科 ナガゴマフカミキリ Mesosa longipennis 1 河上仁之 20050711
カミキリムシ科 ナガゴマフカミキリ Mesosa longipennis 1 河上仁之 20060615
カミキリムシ科 ナガゴマフカミキリ Mesosa longipennis 1 長島聖大 20100701
カミキリムシ科 オオシロカミキリ Olenecamptus cretaceus 1 角正美雪 20060812
カミキリムシ科 オオシロカミキリ Olenecamptus cretaceus 1 河上仁之 20080817
カミキリムシ科 キクスイカミキリ Phytoecia rufiventris 1 長島聖大 20100503
カミキリムシ科 キクスイカミキリ Phytoecia rufiventris 2 河上仁之 20110513
カミキリムシ科 ワモンサビカミキリ Pterolophia annulata 1 伊丹市昆虫館友の会 20120327
カミキリムシ科 アトモンサビカミキリ Pterolophia granulata 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
カミキリムシ科 クスベニカミキリ Pyrestes nipponicus 1 坂本昇 20100701
カミキリムシ科 ヒメクロトラカミキリ Rhaphuma diminuta diminuta 1 昆陽池夜の観察会G 20060418
カミキリムシ科 ヒメクロトラカミキリ Rhaphuma diminuta diminuta 1 長島聖大 20100503
カミキリムシ科 ヒメクロトラカミキリ Rhaphuma diminuta diminuta 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
カミキリムシ科 ヒトオビアラゲカミキリ Rhopaloscelis unifasciatus 1 昆陽池夜の観察会G 20080624
カミキリムシ科 アオスジカミキリ Xystrocera globosa 1 長島聖大 20070802
ハムシ科 テントウノミハムシ Argopistes biplagiatus 2 昆陽池夜の観察会G 20070327
ハムシ科 ジンガサハムシ Aspidomorpha indica 1 長島聖大 20100503
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科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ハムシ科 クロウリハムシ Aulacophora nigripennis nigripennis 3 昆陽池夜の観察会G 20090331
ハムシ科 クロウリハムシ Aulacophora nigripennis nigripennis 4 昆陽池夜の観察会G 20100331
ハムシ科 ウスイロサルハムシ Basilepta pallidula 1 長島聖大 20100710
ハムシ科 ヒメカメノコハムシ Cassida piperata 4 昆陽池夜の観察会G 20090224
ハムシ科 ヒメカメノコハムシ Cassida piperata 23 昆陽池夜の観察会G 20091229
ハムシ科 ヒメカメノコハムシ Cassida piperata 1 長島聖大 20100410
ハムシ科 ムシクソハムシ Chlamisus spilotus 2 長島聖大 20070505
ハムシ科 ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea 3 田中梓 19920614
ハムシ科 ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea 1 伊丹市昆虫館友の会 20050527
ハムシ科 ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea 1 昆陽池夜の観察会G 20051228
ハムシ科 ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea 1 昆陽池夜の観察会G 20060124
ハムシ科 ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea 1 昆陽池夜の観察会G 20070220
ハムシ科 ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea 1 不明 20090505
ハムシ科 ヨモギハムシ Chrysolina aurichalcea 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
ハムシ科 近 イモサルハムシ Colasposoma dauricum 2 河上仁之 19720622
ハムシ科 キアシルリツツハムシ Cryptocephalus fortunatus 1 坂本昇 20040927
ハムシ科 近 ジュンサイハムシ Galerucella nipponensis 1 河上仁之 19721116
ハムシ科 近 イタドリハムシ Gallerucida bifasciata 1 河上仁之 19720906
ハムシ科 コガタルリハムシ Gastrophysa atrocyanea 1 昆陽池夜の観察会G 20110830
ハムシ科 コガタルリハムシ Gastrophysa atrocyanea 1 昆陽池夜の観察会G 20110830
ハムシ科 クロオビカサハラハムシ Hyperaxis fasciata 1 昆陽池夜の観察会G 20090224
ハムシ科 キオビクビボソハムシ Lema delicatula 2 長島聖大 20100503
ハムシ科 アカクビボソハムシ Lema diversa 1 田中梓 19920508
ハムシ科 アカクビボソハムシ Lema diversa 1 昆陽池夜の観察会G 20070220
ハムシ科 アカクビボソハムシ Lema diversa 1 長島聖大 20080224
ハムシ科 アカクビボソハムシ Lema diversa 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
ハムシ科 アカクビボソハムシ Lema diversa 1 昆陽池夜の観察会G 20080624
ハムシ科 アカクビボソハムシ Lema diversa 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
ハムシ科 ユリクビナガハムシ Lilioceris merdigera 1 坂本昇 20070515
ハムシ科 キイロクビナガハムシ Lilioceris rugata 2 長島聖大 20100503
ハムシ科 ヤナギルリハムシ Plagiodera versicolora 3 伊丹市昆虫館友の会 20070422
ハムシ科 ヤナギルリハムシ Plagiodera versicolora 2 長島聖大 20100503
ハムシ科 サンゴジュハムシ Pyrrhalta humeralis 1 昆陽池夜の観察会G 20070530
ハムシ科 サンゴジュハムシ Pyrrhalta humeralis 1 昆陽池夜の観察会G 20080429
ハムシ科 ニレハムシ Pyrrhalta maculicollis 1 長島聖大 20070505
ハムシ科 ニレハムシ Pyrrhalta maculicollis 1 長島聖大 20100701
ハムシ科 アカタデハムシ Pyrrhalta semifulva 2 昆陽池夜の観察会G 20080429
ハムシ科 アカタデハムシ Pyrrhalta semifulva 1 昆陽池夜の観察会G 20080527
ハムシ科 エノキハムシ Pyrrhalta tibialis 2 河上仁之 19820701
ハムシ科 エノキハムシ Pyrrhalta tibialis 1 長島聖大 20070505
ハムシ科 エノキハムシ Pyrrhalta tibialis 2 伊丹市昆虫館友の会 20100516
ハムシ科 ドウガネサルハムシ Scelodonta lewisii 1 長島聖大 20070505
ハムシ科 ドウガネサルハムシ Scelodonta lewisii 3 昆陽池夜の観察会G 20080527
オトシブミ科 ハイイロチョッキリ Cyllorhynchites ursulus 1 不明 20060902
オトシブミ科 カシルリオトシブミ Euops splendidus 3 昆陽池夜の観察会G 20080624
ゾウムシ科 ヤナギシリジロゾウムシ Cryptorhynchus lapathi 1 昆陽池夜の観察会G 20080729
ゾウムシ科 クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis 1 伊丹市昆虫館友の会 20050925
ゾウムシ科 マダラアシゾウムシ Ectatorhinus adamsii 1 昆陽池夜の観察会G 20080624
ゾウムシ科 マツアナアキゾウムシ Hylobius haroldi 1 昆陽池夜の観察会G 20050418
ゾウムシ科 マツアナアキゾウムシ Hylobius haroldi 1 長島聖大 20100503
ゾウムシ科 外 ヤサイゾウムシ Listroderes costirostris 1 昆陽池夜の観察会G 20051122
ゾウムシ科 近 ハスジカツオゾウムシ Lixus acutipennis 1 河上仁之 19721122
ゾウムシ科 カツオゾウムシ Lixus impressiventris 1 昆陽池夜の観察会G 20050624
ゾウムシ科 カツオゾウムシ Lixus impressiventris 1 昆陽池夜の観察会G 20100928
ゾウムシ科 オジロアシナガゾウムシ Ornatalcides trifidus 1 久安賢一 19970715
ゾウムシ科 オジロアシナガゾウムシ Ornatalcides trifidus 1 長島聖大 20090520
ゾウムシ科 クスアナアキゾウムシ Pimelocerus hylobioides 1 河上仁之 20050422
ゾウムシ科 スグリゾウムシ Pseudocneorhinus bifasciatus 4 長島聖大 20100710
ゾウムシ科 カキゾウムシ Pseudocneorhinus obesus 1 久安賢一 19971016
ゾウムシ科 カキゾウムシ Pseudocneorhinus obesus 1 伊丹市昆虫館友の会 20081206
ゾウムシ科 ヒサゴクチカクシゾウムシ Simulatacalles simulator 1 長島聖大 20080506

15．ネジレバネ目
世界に約 450 種、日本国内では約 40 種が知られる。過変態。幼虫時代は他の昆虫に寄生する。メス成虫

はウジムシ状でそのまま寄主の体内で過ごし、オス成虫は翅をもつという雌雄の形態の差が大きい種である。
昆陽池公園ではスズバチネジレバネのみが確認されている。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ハチネジレバネ科 スズバチネジレバネ Pseudoxenos iwatai 2 井上治彦 20060824
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16．ハチ目
世界に約 145,000 種、日本国内では 4,200 種以上が知られる。幼虫が葉を食べる植食性の仲間、植物や

昆虫に寄生する仲間、捕食性など多様な食性をもつ。単独生活をおくる種や高度な社会性をもつ種など、そ
の生態はさまざまである。メスには針のように変化した産卵管がある。昆陽池公園では 84 種が確認されて
いる。

科名 和名 学名 点数 採集者 採集年月日 備考
ミフシハバチ科 ニレチュウレンジ Arge captiva 2 久安賢一 19970709
ミフシハバチ科 ニレチュウレンジ Arge captiva 1 久安賢一 19970715
ミフシハバチ科 ニレチュウレンジ Arge captiva 1 井上治彦 20070529
ミフシハバチ科 ルリチュウレンジ Arge similis 1 井上治彦 20060606
ハバチ科 ハグロハバチ Allantus luctifer 1 河上仁之 20050610
ハバチ科 セグロカブラハバチ Athalia infumata 1 河上仁之 19721020
ハバチ科 セグロカブラハバチ Athalia infumata 1 井上治彦 20050607
ハバチ科 セグロカブラハバチ Athalia infumata 1 井上治彦 20080521
ハバチ科 セグロカブラハバチ Athalia infumata 1 長島聖大 20090415
ハバチ科 セグロカブラハバチ Athalia infumata 1 長島聖大 20090505
ハバチ科 セグロカブラハバチ Athalia infumata 1 長島聖大 20110414 ♀
ハバチ科 ニホンカブラハバチ Athalia japonica 1 長島聖大 20090415
ハバチ科 ニホンカブラハバチ Athalia japonica 2 長島聖大 20100410
ハバチ科 近 イヌノフグリハバチ Athalia kashmirensis 1 河上仁之 19721021
ハバチ科 クロムネハバチ Lagidina irritans 1 長島聖大 20090505
ハバチ科 クロムネハバチ Lagidina irritans 1 長島聖大 20100503
ハバチ科 シマクロハバチ Macrophya falsifica 1 井上治彦 20050527
ハバチ科 シマクロハバチ Macrophya falsifica 1 長島聖大 20070505
ハバチ科 シマクロハバチ Macrophya falsifica 2 井上治彦 20080521
ハバチ科 シマクロハバチ Macrophya falsifica 2 長島聖大 20090501
ハバチ科 シマクロハバチ Macrophya falsifica 7 長島聖大 20090505
ハバチ科 シマクロハバチ Macrophya falsifica 2 不明 20090505
ハバチ科 シマクロハバチ Macrophya falsifica 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
ハバチ科 クロハバチ Macrophya ignava 1 不明 20060423
ハバチ科 クロハバチ Macrophya ignava 1 井上治彦 20080425
ハバチ科 クロハバチ Macrophya ignava 1 長島聖大 20110414 ♀
ハバチ科 マライセクロハバチ Macrophya malaisei malaisei 1 井上治彦 20080425
ハバチ科 コクロハバチ Macrophya timida 2 長島聖大 20110412 ♂
ハバチ科 コブシハバチ Megabeleses crassitarsis 10 長島聖大 20110428
ハバチ科 ノグサキモンハバチ Pachyprotasis nogusai 1 長島聖大 20100503
ハバチ科 オクタニキモンハバチ Pachyprotasis okutanii 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
ハバチ科 コシマキモンハバチ Pachyprotasis pallidiventris 1 長島聖大 20110411 ♀
ハバチ科 カエデヒゲナガハバチ Pristiphora albobalteata 1 長島聖大 20110414
キバチ科 近 ニトベキバチ Sirex nitobei 1 河上仁之 19720804
キバチ科 カタマルヒラアシキバチ Tremex contractus 1 長島聖大 20090415
キバチ科 近 キマダラヒラアシキバチ Tremex fuscicornis 2 河上仁之 19720921
ヒメバチ科 マイマイヒラタヒメバチ Coccygomimus luctuosus 1 井上治彦 20050524
ヒメバチ科 マダラヒメバチ Pterocormus generosus 1 河上仁之 19721002
ヒメバチ科 マダラヒメバチ Pterocormus generosus 2 井上治彦 20051020
ヒメバチ科 マダラヒメバチ Pterocormus generosus 1 井上治彦 20051027
ヒメバチ科 マダラヒメバチ Pterocormus generosus 1 井上治彦 20051109
ヒメバチ科 近 アゲハヒメバチ Trogus mactator 1 久安賢一 19970612
シリアゲコバチ科 オキナワシリアゲコバチ Leucospis sinensis 1 井上治彦 20050615
シリアゲコバチ科 オキナワシリアゲコバチ Leucospis sinensis 1 井上治彦 20050914
セイボウ科 オオセイボウ Stilbum cyanurum 1 河上仁之 19721002
セイボウ科 オオセイボウ Stilbum cyanurum 1 井上治彦 20050613
セイボウ科 オオセイボウ Stilbum cyanurum 1 井上治彦 20050722
セイボウ科 オオセイボウ Stilbum cyanurum 1 井上治彦 20050827
セイボウ科 オオセイボウ Stilbum cyanurum 1 井上治彦 20051014
セイボウ科 オオセイボウ Stilbum cyanurum 1 井上治彦 20051105
セイボウ科 オオセイボウ Stilbum cyanurum 1 丸橋壽夫 20081017
アリ科 クロオオアリ Camponotus japonicus 1 坂本昇 20050422
アリ科 クロオオアリ Camponotus japonicus 3 坂本昇 20050424
アリ科 クロオオアリ Camponotus japonicus 1 長島聖大 20060423
アリ科 クロオオアリ Camponotus japonicus 1 昆陽池夜の観察会G 20061031
アリ科 クロオオアリ Camponotus japonicus 1 昆陽池夜の観察会G 20081028
アリ科 クロオオアリ Camponotus japonicus 1 昆陽池夜の観察会G 20081125
アリ科 クロオオアリ Camponotus japonicus 1 長島聖大 20100925
アリ科 ヒラズオオアリ Camponotus nipponicus 13 昆陽池夜の観察会G 20090224
アリ科 キイロシリアゲアリ Crematogaster osakensis 11 昆陽池夜の観察会G 20081028
アリ科 トビイロケアリ Lasius japonicus 8 坂本昇 20090628
アリ科 クロクサアリ Lasius nipponensis 15 昆陽池夜の観察会G 20110830
アリ科 オオハリアリ Pachycondyla chinensis 8 伊丹市昆虫館友の会 20081206
アリ科 ムネボソアリ Temnothorax congruus 26 長島聖大 20090228
ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 河上仁之 19720623
ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 河上仁之 19720816
ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 河上仁之 19720823
ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 久安賢一 19970709
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ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 久安賢一 19970903
ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 井上治彦 20050611
ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 井上治彦 20050613
ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 井上治彦 20050614
ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 井上治彦 20050715
ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 井上治彦 20060704
ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 坂本昇 20070828
ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 伊丹市昆虫館友の会 20100724
ドロバチ科 オオフタオビドロバチ Anterhynchium flavomarginatum micado 1 長島聖大 20100925
ドロバチ科 ヤマトフタスジスズバチ Discoelius japonicus 1 井上治彦 20070710
ドロバチ科 キボシトックリバチ Eumenes fraterculus 1 井上治彦 20050613
ドロバチ科 キボシトックリバチ Eumenes fraterculus 1 井上治彦 20051013
ドロバチ科 ミカドトックリバチ Eumenes micado 1 河上仁之 19720813
ドロバチ科 ミカドトックリバチ Eumenes micado 1 井上治彦 20051006
ドロバチ科 ムモントックリバチ Eumenes rubronotatus rubronotatus 1 河上仁之 19720813
ドロバチ科 ムモントックリバチ Eumenes rubronotatus rubronotatus 1 久安賢一 19970707
ドロバチ科 ムモントックリバチ Eumenes rubronotatus rubronotatus 1 井上治彦 20050708
ドロバチ科 ムモントックリバチ Eumenes rubronotatus rubronotatus 1 井上治彦 20080521
ドロバチ科 ミカドドロバチ Euodynerus nipanicus nipanicus 1 井上治彦 20050715
ドロバチ科 オオカバフスジドロバチ Orancistrocerus drewseni 1 井上治彦 20050714
ドロバチ科 スズバチ Oreumenes decoratus 1 河上仁之 19720922
ドロバチ科 スズバチ Oreumenes decoratus 1 久安賢一 19970624
ドロバチ科 スズバチ Oreumenes decoratus 1 久安賢一 19970802
ドロバチ科 スズバチ Oreumenes decoratus 1 井上治彦 20050708
ドロバチ科 スズバチ Oreumenes decoratus 1 大垣浩亮 20100710
ドロバチ科 スズバチ Oreumenes decoratus 2 長島聖大 20100925
ドロバチ科 ナミカバフドロバチ Pararrhynchium ornatum 1 井上治彦 20050722
ドロバチ科 近 フカイドロバチ Rhynchium quinquecinctum fukaii 1 久安賢一 19970621
ドロバチ科 カタグロチビドロバチ Stenodynerus chinensis simillimus 1 長島聖大 20100925
スズメバチ科 フタモンアシナガバチ Polistes chinensis antennalis 1 河上仁之 19770830
スズメバチ科 フタモンアシナガバチ Polistes chinensis antennalis 1 久安賢一 19970902
スズメバチ科 フタモンアシナガバチ Polistes chinensis antennalis 1 井上治彦 20050708
スズメバチ科 フタモンアシナガバチ Polistes chinensis antennalis 1 井上治彦 20051013
スズメバチ科 フタモンアシナガバチ Polistes chinensis antennalis 1 井上治彦 20051020
スズメバチ科 フタモンアシナガバチ Polistes chinensis antennalis 1 伊丹市昆虫館友の会 20060722
スズメバチ科 フタモンアシナガバチ Polistes chinensis antennalis 1 長島聖大 20070618
スズメバチ科 ヤマトアシナガバチ Polistes japonicus japonicus 1 井上治彦 20050812
スズメバチ科 ヤマトアシナガバチ Polistes japonicus japonicus 1 井上治彦 20051013
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 河上仁之 19720525
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19770707
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 河上仁之 19770802
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 河上仁之 19770830
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 2 久安賢一 19970511
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19970612
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 2 久安賢一 19970624
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19970630
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19970701
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19970707
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19970714
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19970715
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19970724
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19970726
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19970802
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19970821
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19970920
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 久安賢一 19971020
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 3 井本聡 19980214
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 2 伊丹市昆虫館友の会 20050424
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 2 井上治彦 20050627
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 井上治彦 20050812
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 井上治彦 20050816
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 4 井上治彦 20050909
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 伊丹市昆虫館友の会 20060722
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 4 井上治彦 20070826
スズメバチ科 セグロアシナガバチ Polistes jokahamae jokahamae 1 大垣浩亮 20100503
スズメバチ科 キボシアシナガバチ Polistes nipponensis 1 久安賢一 19970715
スズメバチ科 キボシアシナガバチ Polistes nipponensis 1 井上治彦 20050527
スズメバチ科 キボシアシナガバチ Polistes nipponensis 1 井上治彦 20050714
スズメバチ科 キボシアシナガバチ Polistes nipponensis 1 井上治彦 20050816
スズメバチ科 キボシアシナガバチ Polistes nipponensis 1 井上治彦 20050902
スズメバチ科 キボシアシナガバチ Polistes nipponensis 1 井上治彦 20050914
スズメバチ科 キボシアシナガバチ Polistes nipponensis 1 井上治彦 20051013
スズメバチ科 キアシナガバチ Polistes rothneyi iwatai 1 井上治彦 20050708
スズメバチ科 キアシナガバチ Polistes rothneyi iwatai 1 井上治彦 20050812
スズメバチ科 キアシナガバチ Polistes rothneyi iwatai 1 井上治彦 20050816
スズメバチ科 キアシナガバチ Polistes rothneyi iwatai 1 井上治彦 20050909
スズメバチ科 キアシナガバチ Polistes rothneyi iwatai 1 井上治彦 20051105
スズメバチ科 キアシナガバチ Polistes rothneyi iwatai 1 長島聖大 20100503
スズメバチ科 コガタスズメバチ Vespa analis 2 伊丹市昆虫館 20050831
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スズメバチ科 コガタスズメバチ Vespa analis 1 井上治彦 20050907
スズメバチ科 コガタスズメバチ Vespa analis 1 長島聖大 20100925
スズメバチ科 モンスズメバチ Vespa crabro 1 井上治彦 20050816
スズメバチ科 ヒメスズメバチ Vespa ducalis 1 井上治彦 20050812
スズメバチ科 ヒメスズメバチ Vespa ducalis 2 井上治彦 20050907
スズメバチ科 ヒメスズメバチ Vespa ducalis 1 井上治彦 20060606
スズメバチ科 オオスズメバチ Vespa mandarinia 1 河上仁之 19920810
スズメバチ科 オオスズメバチ Vespa mandarinia 1 井上治彦 20050820
スズメバチ科 オオスズメバチ Vespa mandarinia 1 井上治彦 20050823
スズメバチ科 オオスズメバチ Vespa mandarinia 1 井上治彦 20051020
スズメバチ科 オオスズメバチ Vespa mandarinia 14 大橋昭仁 20081105
スズメバチ科 キイロスズメバチ Vespa simillima 1 河上仁之 19770830
スズメバチ科 キイロスズメバチ Vespa simillima 1 後北峰之 20030909
スズメバチ科 クロスズメバチ Vespula flaviceps 1 井本聡 19970712
スズメバチ科 クロスズメバチ Vespula flaviceps 1 井上治彦 20050610
スズメバチ科 クロスズメバチ Vespula flaviceps 1 大塩拓美 20070811
スズメバチ科 クロスズメバチ Vespula flaviceps 2 長島聖大 20071104
スズメバチ科 クロスズメバチ Vespula flaviceps 1 長島聖大 20100925
クモバチ科 オオモンクロクモバチ Anoplius samariensis 1 河上仁之 19720627
クモバチ科 オオモンクロクモバチ Anoplius samariensis 1 久安賢一 19970626
クモバチ科 オオモンクロクモバチ Anoplius samariensis 2 久安賢一 19970709
クモバチ科 オオモンクロクモバチ Anoplius samariensis 2 久安賢一 19970716
クモバチ科 オオモンクロクモバチ Anoplius samariensis 2 井上治彦 20050713
クモバチ科 オオモンクロクモバチ Anoplius samariensis 1 井上治彦 20060704
クモバチ科 ベッコウクモバチ Cyphononyx fulvognathus 2 井上治彦 20050708 （キバネオオベッコウ）
クモバチ科 ベッコウクモバチ Cyphononyx fulvognathus 1 長島聖大 20110902 （キバネオオベッコウ）
クモバチ科 オオシロフクモバチ Episyron arrogans 1 井上治彦 20050607
クモバチ科 オオシロフクモバチ Episyron arrogans 1 井上治彦 20050713
クモバチ科 ツマアカクモバチ Tachypompilus analis 1 野本康太 20110907
ツチバチ科 ヒメハラナガツチバチ Campsomeriella annulata annulata 2 久安賢一 19970731
ツチバチ科 ヒメハラナガツチバチ Campsomeriella annulata annulata 1 井上治彦 20051014
ツチバチ科 ヒメハラナガツチバチ Campsomeriella annulata annulata 1 井上治彦 20051105
ツチバチ科 ヒメハラナガツチバチ Campsomeriella annulata annulata 1 井上治彦 20051126
ツチバチ科 ヒメハラナガツチバチ Campsomeriella annulata annulata 1 長島聖大 20070618
ツチバチ科 オオハラナガツチバチ Megacampsomeris grossa matsumurai 1 井上治彦 20050914
ツチバチ科 キンケハラナガツチバチ Megacampsomeris prismatica 1 河上仁之 19720922
ツチバチ科 キンケハラナガツチバチ Megacampsomeris prismatica 1 伊丹市昆虫館友の会 20050925
ツチバチ科 キンケハラナガツチバチ Megacampsomeris prismatica 1 井上治彦 20051006
ツチバチ科 キンケハラナガツチバチ Megacampsomeris prismatica 1 井上治彦 20051013
ツチバチ科 キンケハラナガツチバチ Megacampsomeris prismatica 1 井上治彦 20051014
ツチバチ科 キンケハラナガツチバチ Megacampsomeris prismatica 1 井上治彦 20060606
ツチバチ科 キンケハラナガツチバチ Megacampsomeris prismatica 1 長島聖大 20100503
ツチバチ科 ウチダハラナガツチバチ Megacampsomeris uchidai 1 井上治彦 20050827
ツチバチ科 コモンツチバチ Scolia decorata ventralis 1 井上治彦 20050615
ツチバチ科 コモンツチバチ Scolia decorata ventralis 1 長島聖大 20100925
ツチバチ科 アカスジツチバチ Scolia fascinata fascinata 2 井上治彦 20050705
ツチバチ科 アカスジツチバチ Scolia fascinata fascinata 1 井上治彦 20050722
ツチバチ科 キオビツチバチ Scolia oculata 1 河上仁之 19720816
ツチバチ科 キオビツチバチ Scolia oculata 3 久安賢一 19970621
ツチバチ科 キオビツチバチ Scolia oculata 1 久安賢一 19970629
ツチバチ科 キオビツチバチ Scolia oculata 1 井上治彦 20050607
ツチバチ科 キオビツチバチ Scolia oculata 1 井上治彦 20050615
ツチバチ科 キオビツチバチ Scolia oculata 1 井上治彦 20050708
ギングチバチ科 イワタギングチ Ectemnius schlettereri japonicus 1 井上治彦 20050523
ギングチバチ科 イワタギングチ Ectemnius schlettereri japonicus 1 井上治彦 20050907
ドロバチモドキ科 ミスジアワフキバチ Gorytes tricinctus 1 井上治彦 20080609
ドロバチモドキ科 ☆ キアシハナダカバチモドキ Stizus pulcherrimus 1 井上治彦 20050802 RL　準絶滅危惧 （NT)

ドロバチモドキ科 ☆ キアシハナダカバチモドキ Stizus pulcherrimus 1 長島聖大 20090718 RL　準絶滅危惧 （NT)

アナバチ科 サトジガバチ Ammophila sabulosa nipponica 1 井上治彦 20050909
アナバチ科 ヤマトルリジガバチ Chalybion japonicum 1 井上治彦 20060704
アナバチ科 ミカドジガバチ Hoplammophila aemulans 1 井上治彦 20080712
アナバチ科 コクロアナバチ Isodontia nigella 1 河上仁之 19720525
アナバチ科 コクロアナバチ Isodontia nigella 1 久安賢一 19970907
アナバチ科 コクロアナバチ Isodontia nigella 1 井本聡 19980823
アナバチ科 コクロアナバチ Isodontia nigella 1 井上治彦 20050725
アナバチ科 コクロアナバチ Isodontia nigella 1 井上治彦 20050907
アナバチ科 外 アメリカジガバチ Sceliphron caementarium 2 河上仁之 19720623
アナバチ科 外 アメリカジガバチ Sceliphron caementarium 1 河上仁之 19720813
アナバチ科 外 アメリカジガバチ Sceliphron caementarium 2 河上仁之 19720922
アナバチ科 外 アメリカジガバチ Sceliphron caementarium 1 井上治彦 20050615
アナバチ科 外 アメリカジガバチ Sceliphron caementarium 1 井上治彦 20050909
アナバチ科 外 アメリカジガバチ Sceliphron caementarium 1 井上治彦 20050914
アナバチ科 クロアナバチ Sphex argentatus fumosus 1 河上仁之 19720813
アナバチ科 クロアナバチ Sphex argentatus fumosus 1 後北峰之 20010808
アナバチ科 クロアナバチ Sphex argentatus fumosus 1 井上治彦 20050812
アナバチ科 クロアナバチ Sphex argentatus fumosus 1 井上治彦 20051105
ミツバチ科 ニホンミツバチ Apis cerana japonica 1 井上治彦 20050907
ミツバチ科 外 セイヨウミツバチ Apis mellifera 1 河上仁之 19720930
ミツバチ科 外 セイヨウミツバチ Apis mellifera 2 河上仁之 19721021
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ミツバチ科 外 セイヨウミツバチ Apis mellifera 3 長島聖大 20071104
ミツバチ科 外 セイヨウミツバチ Apis mellifera 1 大垣浩亮 20100710
ミツバチ科 キオビツヤハナバチ Ceratina flavipes 1 井上治彦 20080508
ミツバチ科 キムネクマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans 1 河上仁之 19770730 ♀
ミツバチ科 キムネクマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans 2 久安賢一 19970426 ♂
ミツバチ科 キムネクマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans 1 久安賢一 19970606 ♀
ミツバチ科 キムネクマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans 1 久安賢一 19970621 ♀
ミツバチ科 キムネクマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans 1 久安賢一 19970624 ♀
ミツバチ科 キムネクマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans 1 井上治彦 20050523 ♂
ミツバチ科 キムネクマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans 1 伊丹市昆虫館友の会 20070422
ミツバチ科 キムネクマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans 1 長島聖大 20090115
ミツバチ科 キムネクマバチ Xylocopa appendiculata circumvolans 2 長島聖大 20100925
コハナバチ科 近 アオスジハナバチ Nomia punctulata 2 河上仁之 19720812
ハキリバチ科 トモンハナバチ Anthidium septemspinosum 1 井上治彦 20050715
ハキリバチ科 トモンハナバチ Anthidium septemspinosum 1 井上治彦 20050802
ハキリバチ科 トモンハナバチ Anthidium septemspinosum 1 伊丹市昆虫館友の会 20060722
ハキリバチ科 ヤノトガリハナバチ Coelioxys yanonis 1 井上治彦 20050914
ハキリバチ科 ハラアカヤドリハキリバチ Euaspis basalis 1 井上治彦 20080826
ハキリバチ科 ヤマトハキリバチ Megachile japonica 1 井上治彦 20050723
ハキリバチ科 オオハキリバチ Megachile sculpturalis 1 河上仁之 19720919
ハキリバチ科 オオハキリバチ Megachile sculpturalis 1 井上治彦 20050708
ハキリバチ科 マルバツツハナバチ Osmia taurus 1 伊丹市昆虫館友の会 20100516
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