
絶滅危惧種の紹介

哺乳類

①カヤネズミ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.64
　�（齧歯目ネズミ科）

③カヤネズミ（巣）� 絶滅危惧Ⅱ類　P.64
　�（齧歯目ネズミ科）

②カヤネズミ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.64
　�（齧歯目ネズミ科）

④ヤマネ� 準絶滅危惧　P.66
　�（齧歯目ヤマネ科）

⑤ホンドオコジョ� 準絶滅危惧　P.67
　�（食肉目イタチ科）

⑥ホンドオコジョ� 準絶滅危惧　P.67
　�（食肉目イタチ科）



⑧チチブコウモリ� 情報不足　P.68
　�（翼手目ヒナコウモリ科）

⑨ウサギコウモリ� 情報不足　P.69
　�（翼手目ヒナコウモリ科）

⑩ツキノワグマ� 情報不足　P.70
　�（食肉目クマ科）

⑪ツキノワグマ� 情報不足　P.70
　�（食肉目クマ科）

⑫カモシカ� 情報不足　P.71
　�（偶蹄目ウシ科）

⑦テン� 準絶滅危惧　P.66
　�（食肉目イタチ科）



鳥類

①マガン� 絶滅危惧ⅠＢ類　P.78
　�（カモ目カモ科）

②サシバ� 絶滅危惧ⅠＢ類　P.78
　�（タカ目タカ科）

③オオジシギ� 絶滅危惧ⅠＢ類　P.80
　�（チドリ目シギ科）

④コアジサシ� 絶滅危惧ⅠＢ類　P.80
　�（チドリ目カモメ科）

⑤ヨシゴイ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.82
　�（コウノトリ目サギ科）

⑥チュウサギ� 準絶滅危惧　P.83
　�（コウノトリ目サギ科）

⑦オオバン� 準絶滅危惧　P.85
　�（ツル目クイナ科）



⑧タマシギ� 準絶滅危惧　P.85
　�（チドリ目タマシギ科）

⑪コハクチョウ� 情報不足　P.89
　�（カモ目カモ科）

⑬ツミ� 情報不足　P.92
　�（タカ目タカ科）

⑨シロチドリ� 準絶滅危惧　P.86
　�（チドリ目チドリ科）

⑫ミサゴ� 情報不足　P.91
　�（タカ目タカ科）

⑭コチドリ� 情報不足　P.94
　�（チドリ目チドリ科）

⑩ツバメチドリ� 準絶滅危惧　P.86
　�（チドリ目ツバメチドリ科）



⑮ケリ� 情報不足　P.94
　�（チドリ目チドリ科）

⑱コミミズク� 情報不足　P.99
　�（フクロウ目フクロウ科）

⑳ホオアカ� 情報不足　P.104
　�（スズメ目ホオジロ科）

⑯ツルシギ� 情報不足　P.96
　�（チドリ目シギ科）

⑲コシアカツバメ� 情報不足　P.101
　�（スズメ目ツバメ科）

�ニュウナイスズメ�情報不足　P.105
　�（スズメ目ハタオリドリ科）

⑰トラフズク� 情報不足　P.98
　�（フクロウ目フクロウ科）



爬虫類

①ニホンヤモリ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.110
　�（トカゲ目ヤモリ科）

②クサガメ� 準絶滅危惧　P.110
　�（カメ目イシガメ科）

③タカチホヘビ� 準絶滅危惧　P.111
　�（トカゲ目ナミヘビ科）

⑤ニホンスッポン� 情報不足　P.111
　�（カメ目スッポン科）

⑥ニホンスッポン
情報不足　P.111

　�（カメ目スッポン科）

④シロマダラ� 準絶滅危惧　P.111
　�（トカゲ目ナミヘビ科）



両生類

①ヒダサンショウウオ� 絶滅危惧ⅠA類　P.116
　�（サンショウウオ目サンショウウオ科）

②ヒダサンショウウオ（卵のう）�
絶滅危惧ⅠA類　P.116

　�（サンショウウオ目サンショウウオ科）

③トウホクサンショウウオ�絶滅危惧Ⅱ類　P.116
　�（サンショウウオ目サンショウウオ科）

④アカハライモリ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.116
　�（サンショウウオ目イモリ科）

⑤アカハライモリ
� 絶滅危惧Ⅱ類　P.116
　�（サンショウウオ目イモリ科）



⑥ニホンアカガエル
� 絶滅危惧Ⅱ類　P.117
　�（カエル目アカガエル科）

⑦トウキョウダルマガエル
� 絶滅危惧Ⅱ類　P.117
　�（カエル目アカガエル科）

⑧ツチガエル
� 絶滅危惧Ⅱ類　P.117
　�（カエル目アカガエル科）

⑨クロサンショウウオ
� 準絶滅危惧　P.118
　�（サンショウウオ目

サンショウウオ科）

⑩クロサンショウウオ（卵のう）
� 準絶滅危惧　P.118
　�（サンショウウオ目サンショウウオ科）

⑪クロサンショウウオ（卵のう）
� 準絶滅危惧　P.118
　�（サンショウウオ目サンショウウオ科）



⑬モリアオガエル（産卵）
� 準絶滅危惧　P.118
　�（カエル目アオガエル科）

⑮カジカガエル� 情報不足　P.119
　�（カエル目アオガエル科）

⑫モリアオガエル� 準絶滅危惧　P.118
　�（カエル目アオガエル科）

⑭ナガレタゴガエル� 情報不足　P.118
　�（カエル目アカガエル科）



魚類

①キンブナ� 絶滅危惧ⅠA類　P.126
　�（コイ目コイ科）

④スナヤツメ（上：幼生、下：成体）
� 絶滅危惧ⅠＢ類　P.127
　�（ヤツメウナギ目ヤツメウナギ科）

⑦ギバチ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.128
　�（ナマズ目ギギ科）

②ヤリタナゴ� 絶滅危惧ⅠＡ類　P.126
　�（コイ目コイ科）

③ヤリタナゴ（生息地）�絶滅危惧ⅠＡ類　P.126
　�（コイ目コイ科）

⑥ホトケドジョウ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.128
　�（コイ目ドジョウ科）

⑤マルタ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.128
　�（コイ目コイ科）



⑧ウキゴリ属の一種（ジュズカケハゼ関東型）��
　�（スズキ目ハゼ科）� 絶滅危惧Ⅱ類　P.129

⑩ニッコウイワナ（無斑型）
　�（サケ目サケ科）� 準絶滅危惧　P.129

⑫ヤマメ（上：ヤマメ、下：サクラマス）
　�（サケ目サケ科）� 準絶滅危惧　P.130

⑪�ヤマメ（上：未成熟個体、中：銀毛個体、
下：成熟個体）� 準絶滅危惧　P.130

　�（サケ目サケ科）

⑬カジカ� 準絶滅危惧　P.131
　�（カサゴ目カジカ科）

⑨ニッコウイワナ� 準絶滅危惧　P.129
　�（サケ目サケ科）



昆虫類

①ベニイトトンボ� 絶滅危惧Ⅰ類　P.138
　�（トンボ目イトトンボ科）

⑥ムカシトンボ（幼虫）
� 準絶滅危惧　P.144
　�（トンボ目ムカシトンボ科）

②オオモノサシトンボ� 絶滅危惧Ⅰ類　P.138
　�（トンボ目モノサシトンボ科）

⑦カワラバッタ� 準絶滅危惧　P.152
　�（バッタ目バッタ科）

③モートンイトトンボ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.139
　�（トンボ目イトトンボ科）

④トラフトンボ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.142
　�（トンボ目エゾトンボ科）

⑧ツマグロバッタ� 情報不足　P.156
　�（バッタ目バッタ科）

⑤アオハダトンボ（産卵）� 準絶滅危惧　P.144
　�（トンボ目カワトンボ科）



⑨ショウリョウバッタモドキ�情報不足　P.157
　�（バッタ目バッタ科）

⑩セグロイナゴ� 情報不足　P.157
　�（バッタ目バッタ科）

⑫オオヒラタトックリゴミムシ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.164
　�（コウチュウ目オサムシ科）

⑮ダイコクコガネ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.167
　�（コウチュウ目コガネムシ科）

⑪ホソハンミョウ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.164
　�（コウチュウ目ハンミョウ科）

⑭ゲンゴロウ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.166
　�（コウチュウ目ゲンゴロウ科）

⑯コトラカミキリ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.168
　�（コウチュウ目カミキリムシ科）

⑬オオイチモンジシマゲンゴロウ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.165
　�（コウチュウ目ゲンゴロウ科）



⑰オニホソコバネカミキリ
� 絶滅危惧Ⅱ類　P.175
　�（コウチュウ目カミキリムシ科）

⑲オオチャイロハナムグリ� 準絶滅危惧　P.182
　�（コウチュウ目コガネムシ科）

�ヒメホソアシナガバチ
　（トウヨウホソアシナガバチ）（巣）�情報不足　P.195
　�（ハチ（膜翅）目スズメバチ科）

�ルリモンハナバチ
� 情報不足　P.196
　�（ハチ（膜翅）目コシブトハナバチ科）

⑱オオシロカミキリ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.176
　�（コウチュウ目カミキリムシ科）

⑳ヤマトアシナガバチ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.191
　�（ハチ（膜翅）目スズメバチ科）

�チャイロスズメバチ
� 情報不足　P.195
　�（ハチ（膜翅）目スズメバチ科）

�トモンハナバチ
� 情報不足　P.198
　�（ハチ（膜翅）目ハキリバチ科）



�ミヤマシロチョウ� 絶滅危惧Ⅰ類　P.208
　�（チョウ目シロチョウ科）

�チャマダラセセリ� 絶滅危惧Ⅰ類　P.210
　�（チョウ目セセリチョウ科）

�アサマシジミ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.211
　�（チョウ目シジミチョウ科）

�オオナガレトビケラ（幼虫）�絶滅危惧Ⅱ類　P.203
　�（トビケラ目ナガレトビケラ科）

�ミヤマシジミ� 絶滅危惧Ⅰ類　P.209
　�（チョウ目シジミチョウ科）

�アカセセリ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.211
　�（チョウ目セセリチョウ科）

�コヒョウモンモドキ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.212
　�（チョウ目タテハチョウ科）



�ミヤマモンキチョウ� 準絶滅危惧　P.213
　�（チョウ目シロチョウ科）

�クロツバメシジミ� 準絶滅危惧　P.214
　�（チョウ目シジミチョウ科）

�コシロシタバ� 準絶滅危惧　P.216
　�（チョウ目ヤガ科）

�ヒメキシタヒトリ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.212
　�（チョウ目ヒトリガ科）

�クロツバメシジミ� 準絶滅危惧　P.214
　�（チョウ目シジミチョウ科）

�オオヒカゲ� 準絶滅危惧　P.215
　�（チョウ目ジャノメチョウ科）



�ギンイチモンジセセリ� 準絶滅危惧　P.217
　�（チョウ目セセリチョウ科）

�フタスジチョウ� 準絶滅危惧　P.219
　�（チョウ目タテハチョウ科）

�ツマジロウラジャノメ� 準絶滅危惧　P.220
　�（チョウ目ジャノメチョウ科）

�スジグロチャバネセセリ� 準絶滅危惧　P.217
　�（チョウ目セセリチョウ科）

�オオムラサキ� 準絶滅危惧　P.220
　�（チョウ目タテハチョウ科）

�ベニヒカゲ� 準絶滅危惧　P.222
　�（チョウ目ジャノメチョウ科）



クモ類

①カネコトタテグモ
� 準絶滅危惧　P.242
　�（クモ目カネコトタテグモ科）

③キノボリトタテグモ
� 準絶滅危惧　P.242
　�（クモ目トタテグモ科）

⑤ワスレナグモ（巣穴）�準絶滅危惧　P.243
　�（クモ目ジグモ科）

⑦コガネグモ� 情報不足　P.244
　�（クモ目コガネグモ科）

②キシノウエトタテグモ（巣穴）
� 準絶滅危惧　P.242
　�（クモ目トタテグモ科）

④ワスレナグモ� 準絶滅危惧　P.243
　�（クモ目ジグモ科）

⑥アカオニグモ�情報不足　P.243
　�（クモ目コガネグモ科）

⑧トゲグモ� 情報不足　P.244
　�（クモ目コガネグモ科）



甲殻類

①スジエビ� 準絶滅危惧　P.249
　�（エビ目テナガエビ科）

④モクズガニ� 情報不足　P.250
　�（エビ目イワガニ科）

⑥アジアカブトエビ（尾節）�準絶滅危惧　P.250
　�（カブトエビ目カブトエビ科）

②テナガエビ（上：雄、下：雌）
　�（エビ目テナガエビ科）� 準絶滅危惧　P.249

③ヌカエビ� 準絶滅危惧　P.249
　�（エビ目ヌマエビ科）

⑤アジアカブトエビ� 準絶滅危惧　P.250
　�（カブトエビ目カブトエビ科）



陸・淡水産貝類

①サドヤマトガイ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.255
　�（ニナ目ヤマタニシ科）

④ホラアナゴマオカチグサ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.256
　�（ニナ目カワザンショウガイ科）

⑦クリイロキセルガイモドキ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.259
　�（マイマイ目キセルガイモドキ科）

②オオタニシ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.255
　�（ニナ目タニシ科）

③マメタニシ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.256
　�（ニナ目エゾマメタニシ科）

⑤カワネジガイ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.256
　�（モノアラガイ目

ヒラマキガイ科）

⑥ナタネガイモドキ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.259
　�（マイマイ目ナタネガイモドキ科）

⑧ナミヒメベッコウ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.261
　�（マイマイ目ベッコウマイマイ科）

⑨ナミヒメベッコウ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.261
　�（マイマイ目ベッコウマイマイ科）



⑩オモイガケナマイマイ� 絶滅危惧Ⅰ類　P.261
　�（マイマイ目オナジマイマイ科）

⑬ニッコウオオベソマイマイ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.262
　�（マイマイ目オナジマイマイ科）

⑯マツカサガイ� 絶滅危惧Ⅰ類　P.263
　�（イシガイ目イシガイ科）

⑪オモイガケナマイマイ� 絶滅危惧Ⅰ類　P.261
　�（マイマイ目オナジマイマイ科）

⑫ニッコウオオベソマイマイ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.262
　�（マイマイ目オナジマイマイ科）

⑭ミヤマヒダリマキマイマイ
� 絶滅危惧Ⅰ類　P.262
　�（マイマイ目オナジマイマイ科）

⑮カラスガイ� 絶滅危惧Ⅰ類　P.262
　�（イシガイ目イシガイ科）

⑰モノアラガイ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.264
　�（モノアラガイ目モノアラガイ科）

⑱イシガイ� 準絶滅危惧　P.271
　�（イシガイ目イシガイ科）



ヒドロムシ類・ウズムシ類・コケムシ類

①マミズクラゲ� 絶滅危惧Ⅱ類　P.278
　�（ヒドロムシ目マミズクラゲ科）

③ヒメテンコケムシ（休芽）� 絶滅危惧Ⅱ類　P.279
　�（ハネコケムシ目ヒメテンコケムシ科）

②カズメウズムシ
� 絶滅危惧Ⅱ類　P.278
　�（ウズムシ目ヒラタウズムシ科）

④カンテンコケムシ（休芽）� 絶滅危惧Ⅱ類　P.279
　�（ハネコケムシ目ヒメテンコケムシ科）

⑤カンテンコケムシ（群体）� 絶滅危惧Ⅱ類　P.279
　�（ハネコケムシ目ヒメテンコケムシ科）




