
博物館西の山におけるきのこの採集と調査 

群馬県立高崎女子高等学校 1 年 山田珠生 

1.目的 

小さい頃に祖父ときのこ狩りに行き、身近できのこを目にすることも多く、小さい頃からきのこに興

味があった。そして、非常に小さな菌から成るきのこの美しさに惹かれた。博物館の西の山は私の家の

近くで、どのような種類がどのくらいあるのか詳しく知りたいと思った。きのこマップを作る事で、ど

こに、どんなきのこが、いつ発生するかを、知ることができるので、マップを作ろうと思った。 

 

2.調査場所 

北部運動公園の一部で、富岡市立美術館や野球場裏の山、（以下、博物館西の山と呼ぶ）を調査した。

調査場所を図 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.調査方法、調査日 

調査は、山道及びその周辺を主に森林内を可能な限り行った。発生していたきのこは、生体写真を撮

影した後、採集日、採集氏名、採集時間、きのこの外観や質感を記入した。採集したきのこは凍結乾燥

を行い標本にした後、同定を行った。また、同じ子実体が複数発生していた場合は、形の良いものを選

んで採取した。調査日は、9 月 16 日、9 月 24 日、10 月 6 日の 3 日間である。 

 

 

図 1． 調査場所 

調査場所 



4.調査結果 

（1）採集日と採集個数 

3 日間の採集個数を図 2 に示した。9 月 16 日は

15科 34 個、9月 24 日は 25 科 51個、10月 6日 は

7 科 18 個を採集した。 

 

 

 

 

（2）採集日ごとのきのこリスト  

3 日間で採集したきのこのリスト、採集したきのこの写真、採集マップをそれぞれ以下に示した。なお、

写真の番号と採集マップの番号は、採集リストに対応している。 

① 9 月 16 日に採集したきのこは 15 科 32 種で、採集リストを表 1 に示した。採取したきの 

この写真（抜粋）を図 3 に、採集マップを図 4 に示した。 

 

番号 名前 学名 科名 採集環境 基質 

1 チャヒラタケ属のなかま Crepidotus sp. アセタケ科 広葉樹 切り株 

2 スエヒロタケ Schizophyllum commune  スエヒロタケ科 広葉樹 切り株 

3 ヒイロタケ Pycnoporus coccineus  タマチョレイタケ科 広葉樹 切り株 

4 ツチグリ Astraeus hygrometricus  ディプロシスチジア科 広葉樹 地面 

5 ホウキタケ属のなかま Ramaria sp. ラッパタケ科 広葉樹 地面 

6 アオゾメタケ Postia caesius           ツガサルノコシカケ科 広葉樹 落枝 

7 ツチグリ Astraeus hygrometricus  ディプロシスチジア科 広葉樹 地面 

8 ニガイグチモドキ Tylopilus neofelleus  イグチ科 広葉樹 地面 

9 アセタケ属のなかま lnocybe sp. アセタケ科 広葉樹 地面 

10 カラマツチチタケ Lactarius porninsis ベニタケ科 広葉樹 地面 

11 エリマキツチグリ Geastrum triplex  ヒメツチグリ科 広葉樹 地面 

12 オクヤマニガイグチ Tylopilus rigens  イグチ科 広葉樹 地面 

13 イッポンシメジ属のなかま Entoloma sp. イッポンシメジ科 広葉樹 地面 

14 クヌギタケ属のなかま Mycena sp. ラッシタケ科 広葉樹 落枝 

15 ハナオチバタケ Marasmius pulcherripes  ホウライタケ科 広葉樹 落ち葉 

16 ブナノモリツエタケ Hymenopellis orientaris タマバリタケ科 広葉樹 地面 

17 ホテイダマシ Clitocybe sp.  キシメジ科 広葉樹 地面 

18 ハラタケ属のなかま Agaricus sp. ハラタケ科 広葉樹 地面 

19 ハナオチバタケ Marasmius pulcherripes  ホウライタケ科 広葉樹 落ち葉 

20 ホウライタケ属のなかま Marasmius sp. ホウライタケ科 広葉樹 倒木 
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図 2． 採集日と採集した個数 

表１． 9月 16日に採集したきのこリスト 



21 ホウキタケ属のなかま Ramaria sp. ラッパタケ科 広葉樹 倒木 

22 ミヤマオチバタケ Marasmius cohaerens ホウライタケ科 広葉樹 落ち葉 

23 アカヨヘイジ   Russula integra  ベニタケ科 広葉樹 地面 

24 コキイロウラベニタケ Entoloma atrum イッポンシメジ科 広葉樹 地面 

25 フクロツルタケ Amanita clarisquamosa         テングタケ科 広葉樹 地面 

26 ハラタケモドキ  Agaricus placomyces ハラタケ科 広葉樹 地面 

27 ハラタケ属のなかま Agaricus sp. ハラタケ科 広葉樹 地面 

28 アイタケ Russula virescens  ベニタケ科 広葉樹 地面 

29 ツルタケ Amanita vaginata   テングタケ科 広葉樹 地面 

30 オオニガシメジ Tricholoma acerbum キシメジ科 広葉樹 地面 

31 クロホコリタケ Lycoperdon nigrescens ハラタケ科 広葉樹 地面 

32 クサウラベニタケ Entoloma rhodopolium  イッポンシメジ科 広葉樹 地面 

33 モエギビョウタケ Bisporella sulfurina 所属科未確定 広葉樹 落枝 

34 シロオニタケ Amanita virgineoides  テングタケ科 広葉樹 地面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16．ブナノモリツエタケ 

Hymenopellis orientaris 

タマバリタケ科 

15．ハナオチバタケ 

Marasmius pulcherripes 

ホウライタケ科 

2．スエヒロタケ 

Schizophyllum commune 

スエヒロタケ科 

 図 3．9月 16日に採集したきのこの写真（抜粋） 

図 4．9月 16日採集マップ 



 

②  9 月 24 日に採集したきのこは 25 科 45 種で、採集リストを表 2 に示した。採取したきの 

この写真（抜粋）を図 5 に、採集マップを図 6 に示した。 

番号 名前 学名 科名 採集環境 基質 

35 ベニタケ属のなかま Russula sp. ベニタケ科 広葉樹 地面 

36 オシロイタケ Tyromyces chioneus   所属科未確定 広葉樹 落枝 

37 ヒメカタショウロ Scleroderma areolatum ニセショウロ科 広葉樹 地面 

38 ハラタケ属のなかま Agaricus sp. ハラタケ科 広葉樹 地面 

39 ホソネヒトヨタケ Coprinopsis strossmayeri ナヨタケ科 広葉樹 地面 

40 クリイロチャワンタケ Peziza badia  チャワンタケ科 広葉樹 落枝 

41 カワラタケ Trametes versicolor   タマチョレイタケ科 広葉樹 落枝 

42 ワタカラカサタケ Lepiota magnispora ハラタケ科 広葉樹 落ち葉 

43 チシオタケ Mycena haematopus   ラッシタケ科 広葉樹 地面 

44 ビロードツエタケ Xerula sinopudens タマバリタケ科 広葉樹 地面 

45 ササクレシロオニタケ Amanita eijii テングタケ科 広葉樹 地面 

46 イッポンシメジ属のなかま Entoloma sp. イッポンシメジ科 広葉樹 地面 

47 タマゴタケ Amanita hemibapha       テングタケ科 広葉樹 地面 

48 ホウキタケ属のなかま Ramaria sp. ラッパタケ科 広葉樹 地面 

49 ノウタケ Calvatia craniiformis  ハラタケ科 広葉樹 地面 

50 ツルタケダマシ Amanita spreta テングタケ科 広葉樹 地面 

51 クロコブタケ Hypoxylon truncatum  クロサイワイタケ科 広葉樹 落枝 

52 キイロイグチ Pulveroboletus ravenelii  イグチ科 広葉樹 地面 

53 タマゴタケモドキ Amanita subjunquillea  テングタケ科 広葉樹 地面 

54 エリマキツチグリ Geastrum triplex  ヒメツチグリ科 広葉樹 地面 

55 オキナタケの属なかま Bolbitius sp. オキナタケ科 広葉樹 地面 

56 ヒメコンイロイッポンシメジ Entoloma coelestinum イッポンシメジ科 広葉樹 地面 

57 ザラミノシメジ属のなかま Melanoleuca sp. 所属科未確定 広葉樹 地面 

58 アカチャツエタケ Gymnopus neofusipes ツキヨタケ科 広葉樹 地面 

59 アイゾメクロイグチ Porphyrellus fumosipe イグチ科 広葉樹 地面 

60 ハナビラニカワタケ Tremella foliacea シロキクラゲ科 広葉樹 落枝 

61 アカチャツエタケ Gymnopus neofusipes ツキヨタケ科 広葉樹 倒木 

62 キツネタケ属のなかま Clitocybe sp. キシメジ科 広葉樹 倒木 

63 アカチャツエタケ Gymnopus neofusipes ツキヨタケ科 広葉樹 地面 

64 ザラエノハラタケ Agaricus subrutilescence ハラタケ科 広葉樹 地面 

表 2． 9月 24日に採集したきのこリスト 



65 ザラエノハラタケ Agaricus subrutilescence ハラタケ科 広葉樹 地面 

66 ニオイワチチタケ Lactarius subzonarius ベニタケ科 広葉樹 落ち葉 

67 ヌメリハツ Lactarius  glutininitens ベニタケ科 広葉樹 地面 

68 ヌメリハツ Lactarius  glutininitens ベニタケ科 広葉樹 地面 

69 チャワンタケ属のなかま Peziza sp. チャワンタケ科 広葉樹 地面 

70 ミヤマオチバタケ Marasmius Cohaerens ホウライタケ科 広葉樹 地面 

71 ホウライタケ属のなかま Marasmius sp. ホウライタケ科 広葉樹 地面 

72 ヒメヌメリイグチ Suillus viscidipes イグチ科 広葉樹 地面 

73 ビョウタケ Bisporella citrina 所属科未確定 広葉樹 落枝 

74 オトメノカサ Cuphophyllus virgineus ヌメリガサ科 広葉樹 落ち葉 

75 フウセンタケ属のなかま Cortinarius sp. フウセンタケ科 広葉樹 地面 

76 ノウタケ Calvatia craniiformis ハラタケ科 広葉樹 地面 

77 チャツムタケ属のなかま Gymnopilus sp. フウセンタケ科 広葉樹 倒木 

78 ノウタケ Calvatia craniiformis ハラタケ科 広葉樹 地面 

79 ヤブレベニタケ Russula lepida ベニタケ科 広葉樹 地面 

80 ホウロクタケ Daedalea dickinsii ツガサルノコシカケ科 広葉樹 倒木 

81 カラカサタケ Macrolepiota procera ハラタケ科 広葉樹 地面 

82 ホウライタケ属のなかま Marasmius sp. ホウライタケ科 広葉樹 地面 

83 オキナタケ属のなかま Bolbitius sp. オキナタケ科 広葉樹 地面 

84 ツチグリ Astraeus hygrometricus ディプロシスチジア科 広葉樹 地面 

85 ケショウハツ Russula violeipes ベニタケ科 広葉樹 地面 

 

 

 

 

 

 

54．エリマキツチグリ 

Geastrum triplex 

ヒメツチグリ科 

73．ビョウタケ 

Bisporella citrina 

所属科未確定 

 

45．ササクレシロオニタケ 

Amanita eijii 

テングタケ科 

図 5．9月 24日に採集したきのこの写真（抜粋） 



 

 

③  10 月 6 日に採集したきのこは 17 科 17 種で、採集リストを表 3 に示した。採取したきの 

この写真（抜粋）を図 7 に、採集マップを図 8 に示した。 

 

番号 名前 学名 科名 採集環境 基質 

86 オオクロニガイグチ Tylopilus alborter イグチ科 広葉樹 地面 

87 コトヒラシロテングタケ Amanita kotohiraensis  テングタケ科 広葉樹 地面 

88 クサウラベニタケ Entoloma rhodopolium   イッポンシメジ科 広葉樹 地面 

89 ツバフウセンタケ Cortinarius armillatus フウセンタケ科 広葉樹 地面 

90 コテングタケモドキ Amanita pseudoporphyria  テングタケ科 広葉樹 地面 

91 ツルタケダマシ Amanita spreta テングタケ科 広葉樹 地面 

92 ノウタケ Calvatia craniiformis  ハラタケ科 広葉樹 倒木 

93 ムササビタケ Psathyrella piluliformis  ナヨタケ科 広葉樹 地面 

94 イヌセンボンタケ Coprinellus disseminatus ナヨタケ科 広葉樹 倒木 

95 オリーブニガイグチ Tylopilusneofelleus olivaceus イグチ科 広葉樹 地面 

96 モリノフジイロタケ Cortinarius nemorensis フウセンタケ科 広葉樹 地面 

97 ナカグロモリノカサ Agaricus molleri   ハラタケ科 広葉樹 地面 

98 ツバフウセンタケ Coprinellus armillatus フウセンタケ科 広葉樹 地面 

99 ホオベニシロアシイグチ Tylopilus valence イグチ科 広葉樹 地面 

表 3． 10月 6日に採集したきのこリスト 

図 6．9月 24日採集マップ 



100 ウスキモリノカサ Agaricus abruptibulbus  ハラタケ科 広葉樹 地面 

101 ウラベニホテイシメジ Entoloma sarcopum  イッポンシメジ科 広葉樹 地面 

102 ケショウハツ Russula violeipes  ベニタケ科 広葉樹 地面 

103 キイボカサタケ Entoloma murrayi    イッポンシメジ科 広葉樹 地面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.キイボカサタケ 

Entoloma sarcopum 

イッポンシメジ科 

102.ケショウハツ 

Russula violeipes 

ベニタケ科 

101.ウラベニホテイシメジ 

Entoloma sarcopum 

イッポンシメジ科 

図 7．10月 6日に採集したきのこの写真（抜粋） 

図 8．10月 6日採集マップ 



 

（3）3日間の採集結果 

3 日間で採集したきのこは、合計 26 科 94 種だった。1 番多かったのがハラタケ科で 11 種、2 番目が

テングタケ科とベニタケ科で 9 種、3 番目はイグチ科とイッポンシメジ科で 8 種だった。 

科ごとにまとめた種類を図 9 に示し、採集数の多かった科の特徴を表 4 にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

5

7

8

8

9

11

0 2 4 6 8 10 12

クロサイワイタケ科

シロキクラゲ科

スエヒロタケ科

ツキヨタケ科

ディプロシスチジア科

ニセショウロ科

ヌメリガサ科

ヒメツチグリ科

アセタケ科

オキナタケ科

タマチョレイタケ科

タマバリタケ科

チャワンタケ科

ツガサルノコシカケ科

ラッシタケ科

キシメジ科

ナヨタケ科

ラッパタケ科

フウセンタケ科

所属科未確定

ホウライタケ科

イッポンシメジ科

イグチ科

ベニタケ科

テングタケ科

ハラタケ科

図 9．科ごとの種数 



 

 

 

科名 写真 特徴 

ハラタケ科 

 

 【ひだ】柄に離生 

【つば】あり 

【つぼ】なし 

【特徴】鱗片を持つものが多い 

    可食が少ない 

【胞子紋】紫褐色、白、ピンク、緑など 

テングタケ科 

 【ひだ】柄に離生 

【つば】あるのとないの両方 

【つぼ】あり 

【特徴】大型で肉質のものが多い 

    猛毒が多い 

【胞子紋】ピンク、肉色 

ベニタケ科 

 

 【ひだ】柄に着生 

【つば】なし 

【つぼ】なし 

【特徴】肉質がもろく壊れやすい 

    可食も有毒も多い 

【胞子紋】白色、帯黄色、濃黄土色 

イグチ科 

 

【ひだ】ほとんどが管孔 

【つば】なし 

【つぼ】なし 

【特徴】大型のものが多い 

    可食のものが多いが有毒もある 

【胞子紋】黄色、暗オリーブ色、肉桂色、

黄褐色、ピンク色、黒色など 

イッポン  

シメジ科 

 【ひだ】柄に着生 

【つば】なし 

【つぼ】なし 

【特徴】形や大きさがさまざま 

    種の区別が難しい、有毒が多い 

【胞子紋】淡紅色 

 

 

表 4．採集数の多かった科の特徴 



 

5.考察 

調査結果から、23 科 94 種のきのこを採取できた。同じ子実体が何個もある場合は､良いものを選んだ

ので、発生していた子実体の数は 103 個以上あった。調査場所は、広葉樹が主だったため、広葉樹に発

生するきのこが多かった。10 月よりも 9 月に数が多く採取できたのは、降水量が、10 月よりも 9 月の方

が多かったため、きのこの発生に適した環境だったと考えられる。 

きのこマップはどこに、どのようなきのこが、発生するのか分かるので、よい調査ができたと思う。

今後は、夏に発生するきのこも調べてみたい。 

 

6.感想 

きのこの世界は、私の思っていたよりも非常に奥が深かった。同定するのはとても難しく、色や大き

さは発生環境によっても大きく左右されるため図鑑の写真のみでは判断できないのは驚いた。また、普

段目にするようなきのこは子実体であり、きのこの菌糸がきのこの本体であることにも驚いた。知らな

いことがたくさんあったので、きのこについてもっと知りたい。まずは、きのこの科の見当が付くよう

に、さらには種の同定ができるようになりたい。 
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