
牛久の子どもたちが見つけた生きもの

1 NPOアサザ基金作成

アカネズミ …ドングリが好き、家の中には入らない。 ヒヨドリ …よく見る。

ハツカネズミ ツバメ

カヤネズミ …数の少ないネズミ。草原が好きな日本最小のネズ ウグイス …森の中にある背の低い木が好き。

ノウサギ 　　ミ。 エナガ

モグラ …主にミミズを食べています。 メジロ

ヒミズ …モグラに似ているが、自然豊かな森にいる。 ムクドリ …よく見る。

アブラコウモリ …夕方よくとんでいる。 ジョウビタキ …冬鳥

キツネ …牛久にまだいます。 アカハラ

イタチ …水辺に多い。 ツグミ

タヌキ …市街地にもきます。 シロハラ

スズメ

キセキレイ

ハクセキレイ …市街地に多い。

キジ セグロセキレイ …農村部に多い。

コジュケイ …チョットコーイ、チョットコーイと大きな声で鳴く。 タヒバリ

カルガモ ビンズイ

コガモ アトリ

コブハクチョウ …外来種。 ベニマシコ

オオハクチョウ …昔から牛久沼に渡ってくる。とても減っている。 シメ

バン カワラヒワ

オオバン ウソ

タシギ ホオジロ

キジバト オオジュリン

カッコウ …卵を他の鳥の巣に産んで育ててもらう習性がある。カシラダカ

ホトトギス …広い縄張りを大きな声で鳴きながら飛ぶ。縄張り

カンムリカイツブリ 　内には10以上のウグイスの巣があり托卵をする。

カイツブリ …昔牛久沼にはたくさんいた。ムグッチョと呼んで

アオサギ 　いた。 ニホンカナヘビ …湿った土や草むらが好き。

ダイサギ ニホントカゲ …乾いた所、小石などがあるところにいる。

チュウサギ ニホンマムシ …性格が荒く、毒を持っている。

コサギ …よく見る白いサギ。 ヤマカガシ …カエルなどを食べる。毒があるがおとなしい。

アマサギ アオダイショウ …木に登ることができる。

ゴイサギ …主に夜活動する。 ヒバカリ …森からの湧き水のあるところにいる。

カワウ シマヘビ …田んぼに多い。

オオタカ …少ない。 ジムグリ

ツミ …とても小さなタカ。稀に市街地でも見られる。 クサガメ

サシバ …田んぼでカエルやヘビをとる。谷津田に多い。 ミシシッピアカミミガメ …増えて問題になっている外来種。

ノスリ

フクロウ …手入れの良い里山の森に住んでいる。地面にいる

ハヤブサ 　ネズミなどを食べる。森が荒れるといなくなる。

チョウゲンボウ アズマヒキガエル …カエルの中では乾燥に強い。

アカゲラ ニホンアマガエル …いろんな所で見られる。壁に張り付くことができる。

コゲラ …くちばしで強く木を叩き中にいる虫を探す。 ニホンアカガエル …２〜３月頃森の湧き水に卵を産む。暑さに弱い。

カワセミ …小野川や牛久沼などで見られる。小魚を食べる。 トウキョウダルマガエル …トノサマガエルと似ているためよく間違えられる。

モズ ツチガエル 　トノサマガエルは牛久にはいない。

サンコウチョウ …とても少ない ウシガエル …外来種。食べられる動く物ならなんでも食べる。

ハシブトガラス …街中にいるカラスはこのカラスが多い。 ヌマガエル …暑さに強いカエル。最近増えている。

ハシボソガラス …田舎でよく見られるカラス。 シュレーゲルアオガエル …木によく登る。田んぼの畦に穴を掘り白い泡の中

カケス …ドングリが大好物。 　に卵を産む。在来種。

シジュウカラ …街中でもよく見かける。巣箱をよく使う。

ヤマガラ …牛久の農村部の森にいる。

ヒガラ

ヒバリ

セッカ …草原が好き。

オオヨシキリ …ヨシ原に巣を作る夏鳥。

哺乳類

鳥類

カエル

…畑や野原の上を飛びながらさえずる。木の少ない広々した所がすき。

はちゅう類（トカゲ、ヘビ、カメの仲間）
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タナゴ …とても減っている。 ショウリョウバッタ

タイリクバラタナゴ …外来種。 ツチイナゴ

コイ ヒナバッタ

ゲンゴロウブナ …ヘラブナのこと。 ヒロバネヒナバッタ

キンブナ ショウリョウバッタモドキ

ギンブナ トノサマバッタ …土がよく見える草がまばらな所にいる。

タモロコ クルマバッタ …あまりいない。

カマツカ マダラバッタ

モツゴ …クチボソと呼ばれている魚。 クルマバッタモドキ …よく見かける。

ドジョウ …昔の田んぼにはたくさんいた。 ハネナガイナゴ

アメリカナマズ …外来種。川や湖の生態系をおびやかしている。 コバネイナゴ …田んぼに多い。佃煮にして食べる。

メダカ …とても減っている。昔は田んぼなどに普通にいた。 ノミバッタ

カムルチー …外来魚。 オンブバッタ …都市部にもいるバッタ。

トウヨシノボリ ヒシバッタ

ヌマチチブ …霞ヶ浦や牛久沼に多い。 エンマコオロギ …所々土が見える草原や畑にいる。

ウキゴリ ツヅレサセコオロギ …家の近くにもいる。

ミツカドコオロギ …家の近くにもいる。

オカメコオロギ

オオイトトンボ ハラオカメコオロギ

アジアイトトンボ …多い。 クサヒバリ

アオモンイトトンボ …多い。 キンヒバリ …水辺の草地にいる。

キイトトンボ …少ない。 カンタン

クロイトトンボ カネタタキ

ムスジイトトンボ ケラ

オオアオイトトンボ …秋の木の枝に卵をうむ。 シバスズ …芝生や背の低い草地でジーと鳴いている。

ホソミオツネントンボ カマドウマ

ハグロトンボ …緩やかな川や水辺に住んでいる。羽が黒い。 キリギリス …草原が好き。最近減っている。

ニホンカワトンボ …とても少ない。 クツワムシ …ガチャガチャと大きな音で鳴く。暗い森が好き。

ギンヤンマ …水草に卵をうむ。 ウマオイ

サラサヤンマ アオマツムシ …外来種。公園や街路樹に多い。鳴き声が大きい。

ヤブヤンマ …森に住み、水辺の土に卵をうむ。 ヒメギス

クロスジギンヤンマ …水辺に卵をうむ。木陰の多い水辺がすき。 ウスイロササキリ

オニヤンマ …日本最大のトンボ。車と同じくらいの速さで飛べる。ササキリ

ヤマサナエ …谷津田にいる。 ヤブキリ …木の上でジリジリと鳴く。

ウチワヤンマ …霞ヶ浦沿いや大きな水辺で見られる。 クサキリ

コオニヤンマ クビキリギス

キイロヤマトンボ

コヤマトンボ

シオカラトンボ …よく見るトンボ。

オオシオカラトンボ …木陰がすき。 オオカマキリ

シオヤトンボ コカマキリ

コフキトンボ チョウセンカマキリ

ナツアカネ ハラビロカマキリ

アキアカネ …暑いのが苦手、夏は高い山で過ごす。稲刈り後の

リスアカネ 　田んぼで産卵。

マイコアカネ

マユタテアカネ ナガメ

ノシメトンボ …よく見る赤とんぼ、羽の先が黒い。 ヒメナガメ

コシアキトンボ チャバネアオカメムシ

ハラビロトンボ アカスジキンカメムシ …きれいなカメムシ

チョウトンボ …青むらさき色のきれいなトンボ。チョウのようにひら マルカメムシ

ヨツボシトンボ 　ひらと飛ぶ。水草の多い水辺がすき。 クモヘリカメムシ …田んぼに多い。

ショウジョウトンボ …夏に見かける赤いトンボ。赤とんぼの仲間ではない。 ホソヘリカメムシ

ウスバキトンボ …台湾や沖縄から海を渡ってくる。 アカサシガメ

※トンボに似た昆虫 ヤニサシガメ

ウスバカゲロウ …幼虫はアリジゴクと呼ばれます。

キバネツノトンボ

カマキリ

カメムシ、セミの仲間

魚類

トンボ

バッタ、キリギリスの仲間
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ヨコヅナサシガメ …外来種 イタドリハムシ

アブラゼミ …乾燥に強い。都市にもいる。 ヤナギルリハムシ

ニイニイゼミ …土が湿った森に住む。都市にはいない。 イチモンジカメノコハムシ

ミンミンゼミ シロコブゾウムシ

ハルゼミ …減っている。 オジロアシナガゾウムシ

ツクツクボウシ …ツクツクボーシとなく。 コフキゾウムシ

ヒグラシ …夏の夕方ごろ、かナカナカナとなく。

アオバハゴロモ …幼虫は白い綿をまとって草の茎にいてピョンピョン

ツマグロヨコバイ 　はねる。

オオチョウバエ

ハグロケバエ

ハナアブ

アオオサムシ アオメアブ

コニワハンミョウ ホソヒラタアブ

アオゴミムシ シオヤアブ

ミイデラゴミムシ ビロードツリアブ

セアカヒラタゴミムシ ヒトスジシマカ …ヤブカと呼ばれる。

ヒメマイマイカブリ ミカドガガンボ …大きな蚊の様な虫。

オオヒラタシデムシ キリウジガガンボ

コクワガタ

ノコギリクワガタ …ドングリのなる木（クヌギやコナラ）の林を好む。

コガネムシ

クロコガネ アゲハチョウ …明るい所が好き。

マメコガネ アオスジアゲハ …幼虫は公園などにあるクスノキなどを食べる。

コアオハナムグリ クロアゲハ …木陰を好む。

シロテンハナムグリ キアゲハ …明るい所が好き。

クロハナムグリ ナガサキアゲハ …最近見られるようになった。

アオドウガネ …市街地に多い。よく見る。 カラスアゲハ …木陰を好む。

カナブン ジャコウアゲハ

アオカナブン モンキアゲハ

クロカナブン モンシロチョウ …明るい野原や畑にいる。

ドウガネブイブイ スジグロシロチョウ …木陰のある所にいる。

カブトムシ …ドングリのなる木（クヌギやコナラ）の林を好む。 キチョウ

タマムシ …幼虫はサクラやエノキの枯れ木を食べる。 モンキチョウ …明るい草原にいる。

サビキコリ ウラギンシジミ

オバボタル ベニシジミ

ヘイケボタル …昔は小野川などの川や、あちこちの田んぼにもい ムラサキシジミ

ヨツボシケシキスイ 　たが、減ってしまい今は谷津田に多くいる。 ヤマトシジミ …よく見られる青くて小さなチョウ。

ヨツボシテントウダマシ ルリシジミ

ナミテントウ ミズイロオナガシジミ …里山にいたチョウ。少ない。

キイロテントウ ツバメシジミ

ヒメカメノコテントウ ウラナミシジミ

ナナホシテントウ ウラナミアカシジミ …里山にいたチョウ。

アカホシテントウ ヒョウモンチョウ …里山にいたチョウ。減っている。

ゴミムシダマシ ツマグロヒョウモン …パンジーによく来て卵をうむ。

ニホンキマワリ アカボシゴマダラ …最近見られるようになった外来種。

ノコギリカミキリ コミスジ

アカハナカミキリ アカタテハ

クワカミキリ ヒメアカタテハ

ゴマダラカミキリ キタテハ

ベニカミキリ コムラサキ

ラミーカミキリ イチモンジチョウ

リンゴカミキリ ヒカゲチョウ

シロスジカミキリ …とても大きい。 ジャノメチョウ …大きな目の模様が入ったチョウ。この模様は自分

クロウリハムシ ヒメウラナミジャノメ 　が食べられにくくするためにある。

ハエ、アブ、蚊の仲間

甲虫

チョウ、蛾
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コジャノメ ウズキコモリグモ …畑や庭に多い。

ヒメジャノメ カバキコマチグモ

サトキマダラヒカゲ キクヅキコモリグモ …田んぼに多い。水面を走ってイネの害虫を食べて

ダイミョウセセリ イオウイロハシリグモ 　くれる。

イチモンジセセリ ササグモ

キマダラセセリ クサグモ …生垣によく網をはる。

ユウマダラエダシャク …幼虫はシャクトリ虫。 オオヒメグモ

チャバネセセリ イソウロウグモ

オオチャバネセセリ アシナガグモ

ビロードハマキ ジョロウグモ …森や林でよくみる。

イボタガ コガネグモ

ホタルガ ナガコガネグモ

クワゴマダラヒトリ サツマノミノダマシ

シロヒトリ ワキグロサツマノミダマシ

オビカレハ オオトリノフンダマシ

タケカレハ オニグモ

クスサン ナカムラオニグモ …田んぼに多い。

ヤママユガ ゴミグモ

オオミズアオ ギンメッキゴミグモ

ウスタビガ ヨツデゴミグモ

イラガ ハナグモ

オオスカシバ オオハエトリ

セスジスズメ アリグモ …アリにそっくりのクモ。

ホシホウジャク ジグモ

マイマイガ ミズグモ …世界で唯一水中生活をするクモ。

オオモンクロクモバチ …クモを狩ります。 キセルガイ …陸に住む貝。腐葉土の中にいる。

オオシロフクモバチ …〃 ミスジマイマイ

ハラナガツチバチ ヒタチマイマイ

クロアナバチ ウスカワマイマイ

サトジガバチ …ガの幼虫を狩リます。 コハクオナジマイマイ

二ホンミツバチ …大きな木の穴に巣を作る在来種。 ヤマナメクジ …寄生虫が付いていることがあるので触らないこと。

セイヨウミツバチ …外国から持ってきたミツバチ。 フトミミズ

クマバチ シマミミズ

クロマルハナバチ オオミスジコウガイビル …森に住んでいる。血は吸わない。１mくらいになる

コマルハナバチ 　こともある。

ニッポンヒゲナガハナバチ

オオフタオビドロバチ

キアシトックリバチ フタバカゲロウ

キボシアシナガバチ アメンボ

コアシナガバチ ヒメアメンボ …よく見られるアメンボの仲間。

キアシナガバチ イトアメンボ

フタモンアシナガバチ ミズムシ

スズバチ コミズムシ

オオスズメバチ …日本で一番大きなハチ。性格が荒いため人を襲う マツモムシ …背泳ぎで泳ぐ。刺されるといたい。

　こともある。 コマツモムシ

タイコウチ

ミズカマキリ

クロオオアリ コオイムシ …オスが背中に卵をくっつけている。

クロヤマアリ オオコオイムシ

アミメアリ ヒラタドロムシ

トビイロケアリ ヒメゲンゴロウ …多く見られる。

コシマゲンゴロウ

軟体動物（カタツムリなどの仲間）ハチ

アリ

クモ

水に住む昆虫
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クロズマメゲンゴロウ

ハイイロゲンゴロウ …多く見られる。

コガムシ

ヒメガムシ

ゴマフガムシ

カマバエ …水面をくるくる飛ぶ肉食の小さなハエ。ミズギワ

ユスリカ 　バエの仲間。

テナガエビ

スジエビ

ヨコエビ

アメリカザリガニ …自分が住みやすくするために水草や稲を切る。

サワガニ …森の綺麗な湧き水にいる。とても減っている。

サカマキガイ …水中にいる小さな貝。外来種。

モノアラガイ

カワニナ …森の湧き水が流れている小川にいる。少ない。

ヒメタニシ …田んぼなど水辺でよく見られるタニシの仲間。

マルタニシ

ハリガネムシ …針金のような形をした寄生虫。

ウマビル …田んぼなどでよく見られる。血を吸うヒルとは別の

イトミミズ 　種類。

オオマリコケムシ

コヒゲジロハサミムシ

モリチャバネゴキブリ …森にいるゴキブリ。みんなの家には入らないよ。

ヤマトシリアゲ …森にいる肉食の昆虫。

オカダンゴムシ …よく見かけるダンゴムシ。エビの仲間。

ゲジ

ワラジムシ

マクラギヤスデ

土に住む生きもの

水に住む生きもの


