
毎月第三日曜日は天候が心配、今回は曇り時々晴れ、気温は22度最高の日和。気になるのはここ１週間ほど満足な雨がないこと、発

生状況やいかに。（神戸気象台の過去データと毎回の同定種数との比較では、月間降水量はほとんど影響がなく、むしろ月間平均湿度、
平均気温差の影響が大きいようだ。このところ朝夕の気温が下がってきているので意外と期待が持てるかも） 
 10時を少し回ってスタートしたが、やはり地面は乾いていている。時折見かけるきのこは既に干からびまるで乾燥標本のようだ。外人

墓地の手前から左に折れ谷を抜け、別の山に入ると状況は一変、大型きのこのアカヤマドリがいくつも見られ、ベニタケ属、テングタケ
属なども彼方此方に発生していた。 
 朝方の心配を他所に昼食後同定台の周りに集まった籠にはどれもきのこが一杯であった。 
急遽2台に増やした同定台に集まり、山上氏、中嶋氏による詳細な解説に参加者全員聞き入る。 

 私の今日一はササクレヒトヨタケ、銀色に輝く立ち姿は今まで見たどのきのこよりも美しかった。それにしても同定が進む間にも液化黒
変していくヒトヨタケの儚さ。 
 ゲスト参加のUさん親子、二歳ほどのお子さんが同定台に指を伸ばし、かわいい声で「ちゃるのこちかけ」、これには癒されました。また
参加してね。 

 

兵庫きのこ研究会 修法ヶ原定点観察会 
(2016.10.16) 

秋真っ盛り／コウヤボウキ 今日はどんなきのこが見れるかな？ 

ひなたぼっこでお花見ならぬ「きのこ見」／ササクレヒトヨタケ 

【同定されたきのこの一部】 

文：難波 
付箋記入者：中嶋、伊藤、山上、奥田など  
写真：中川（湧）など 
写真編集：和田（貴）  
リスト作成：中川（湧）、難波 
HP作成：奥田 

今ではすっかり毒きのこ／スギヒラタケ 

きのこ満開／ハカワラタケ 

大胆なひび割れ方／アカヤマドリ トゲトゲの…／シロオニタケ いつ見ても芸術的／ザラエノハラタケ 

ササクレヒトヨタケ溶ける… 急遽2テーブルで同定会 

硬質菌も忘れずに／チャカイガラタケ 

総出で同定 

悪いきのこ食べた？ こっちのテーブル解説 あっちのテーブル解説 

2016年　10月　16日 　　観察記録
天候：晴

参加者：29名
同定：71種

和名 属名(新分類/旧分類) 科名(新分類/旧分類)
1 ウスヒラタケ ヒラタケ属 ヒラタケ科
2 マツオウジ マツオウジ属 キカイガラタケ科/ヒラタケ科
3 アカヤマタケ属の一種 アカヤマタケ属 ヌメリガサ科
4 トガリワカクサタケ アカヤマタケ属 ヌメリガサ科
5 ヒメダイダイタケ オトメノカサ属/アカヤマタケ属 ヌメリガサ科
6 ベニヒガサ アカヤマタケ属 ヌメリガサ科
7 ハタケシメジ シメジ属 シメジ科/キシメジ科
8 ヤグラタケ ヤグラタケ属 シメジ科/キシメジ科
9 カキシメジ キシメジ属 キシメジ科
10 スギヒラタケ スギヒラタケ属 ホウライタケ科/キシメジ科
11 アケボノドクツルタケ テングタケ属 テングタケ科
12 ガンタケ テングタケ属 テングタケ科
13 クロコタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科
14 コタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科
15 コテングタケモドキ テングタケ属 テングタケ科
16 タマゴタケ テングタケ属 テングタケ科
17 タマゴタケモドキ テングタケ属 テングタケ科
18 テングタケ テングタケ属 テングタケ科
19 ドクツルタケ近縁種 テングタケ属 テングタケ科
20 フクロツルタケ テングタケ属 テングタケ科
21 ヘビキノコモドキ テングタケ属 テングタケ科
22 シロオニタケ サプロアマニタ属/テングタケ属 テングタケ科
23 スオウシロオニタケ サプロアマニタ属/テングタケ属 テングタケ科
24 ハイイロオニタケ サプロアマニタ属/テングタケ属 テングタケ科
25 ザラエノハラタケ ハラタケ属 ハラタケ科
26 ササクレヒトヨタケ ササクレヒトヨタケ属/ヒトヨタケ属 ハラタケ科/ヒトヨタケ科
27 ニガクリタケ ニガクリタケ属/クリタケ属 モエギタケ科
28 チャツムタケ チャツムタケ属 モエギタケ科/フウセンタケ科
29 カワムラフウセンタケ フウセンタケ属 フウセンタケ科
30 クリフウセンタケ フウセンタケ属 フウセンタケ科
31 クサウラベニタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科
32 チチアワタケ ヌメリイグチ属 ヌメリイグチ科/イグチ科
33 ヌメリイグチ ヌメリイグチ属 ヌメリイグチ科/イグチ科
34 オニイグチモドキ オニイグチ属 イグチ科/オニイグチ科
35 キクバナイグチ キクバナイグチ属 イグチ科/オニイグチ科
36 キイロイグチ キイロイグチ属 イグチ科
37 ヌメリコウジタケ ヌメリコウジタケ属 イグチ科
38 ダイダイイグチ クロキノボレトゥス属/イグチ属 イグチ科
39 キアミアシイグチ キアミアシイグチ属/イグチ属 イグチ科
40 ニガイグチモドキ ニガイグチ属 イグチ科
41 ホオベニシロアシイグチ ホオベニシロアシイグチ属/ニガイグチ属 イグチ科
42 アカヤマドリ アカヤマドリ/ヤマイグチ属 イグチ科
43 アイバシロハツ ベニタケ属 ベニタケ科
44 アカカバイロタケ ベニタケ属 ベニタケ科
45 ウコンハツ ベニタケ属 ベニタケ科
46 カラムラサキハツ ベニタケ属 ベニタケ科
47 クサハツ ベニタケ属 ベニタケ科
48 クロハツモドキ ベニタケ属 ベニタケ科
49 ケショウハツ ベニタケ属 ベニタケ科
50 シロハツモドキ ベニタケ属 ベニタケ科
51 チシオハツ ベニタケ属 ベニタケ科
52 ドクベニタケ ベニタケ属 ベニタケ科
53 ドクベニダマシ ベニタケ属 ベニタケ科
54 クロチチタケ チチタケ属 ベニタケ科
55 アカハツ カラハツタケ属/チチタケ属 ベニタケ科
56 ウズハツ カラハツタケ属/チチタケ属 ベニタケ科
57 チョウジチチタケ カラハツタケ属/チチタケ属 ベニタケ科
58 ハツタケ カラハツタケ属/チチタケ属 ベニタケ科
59 ウスタケ ウスタケ属/ラッパタケ属 ラッパタケ科
60 チャウロコタケ キウロコタケ属 ウロコタケ科
61 ボタンイボタケ イボタケ属 イボタケ科
62 ヒイロタケ シュタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科
63 カワラタケ シロアミタケ属/カワラタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科
64 カイガラタケ カイガラタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科
65 チャカイガラタケ チャミダレアミタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科
66 ホウネンタケ クロブドウタケ属/シイサルノコシカケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科
67 ツガサルノコシカケ ツガサルノコシカケ属 ツガサルノコシカケ科
68 アズマタケ オンニア属/ニセカイメンタケ属 タバコウロコタケ科
69 アカショウロ ショウロ属 ショウロ科
70 ホコリタケ ホコリタケ属 ハラタケ科/ホコリタケ科
71 ズキンタケ ズキンタケ属 ズキンタケ科


