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和名 属名（新属名/旧属名） 科名（新科名/旧科名）

1 マツオウジ マツオウジ属 キカイガラタケ科/ヒラタケ科

2 カレバキツネタケ キツネタケ属 ヒドナンギウム科/キシメジ科

3 ヒメキシメジ ヒメキシメジ属 キシメジ科

4 ワサビカレバタケ モリノカレバタケ属 ツキヨタケ科/キシメジ科

5 サカズキホウライタケ モリノカレバタケ属/サカズキホウライタケ属 ツキヨタケ科/キシメジ科

6 コブリビロードツエタケ？ ビロードツエタケ属 タマバリタケ科

7 ヒロヒダタケ ヒロヒダタケ属/ツエタケ属 ホウライタケ科/キシメジ科

8 ハイチャヒダサカズキタケ ニセアシナガタケ属 ホウライタケ科/キシメジ科

9 クヌギタケ属の一種 クヌギタケ属 クヌギタケ科

10 ニカワラッシタケ ラッシタケ属 クヌギタケ科/キシメジ科

11 イボテングタケ テングタケ属 テングタケ科

12 オオツルタケ テングタケ属 テングタケ科

13 カバイロツルタケ テングタケ属 テングタケ科

14 ガンタケ テングタケ属 テングタケ科

15 コタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科

16 コテングタケモドキ テングタケ属 テングタケ科

17 タマゴタケ テングタケ属 テングタケ科

18 タマゴテングタケモドキ テングタケ属 テングタケ科

19 ツルタケ テングタケ属 テングタケ科

20 テングタケ テングタケ属 テングタケ科

21 テングタケダマシ テングタケ属 テングタケ科

22 フクロツルタケ テングタケ属 テングタケ科

23 ヘビキノコモドキ テングタケ属 テングタケ科

24 キウロコテングタケ サプロアマニタ属/テングタケ属 テングタケ科

25 ウラベニガサ属の一種 ウラベニガサ属 ウラベニガサ科

26 キツネノカラカサ属の一種 キツネノカラカサ属 ハラタケ科/ホコリタケ科

27 ツチナメコ フミヅキタケ属 モエギタケ科/オキナタケ科

28 キイロアセタケ アセタケ属 アセタケ科/フウセンタケ科

29 キヌハダトマヤタケ近縁種 アセタケ属 アセタケ科/フウセンタケ科

30 アセタケ属の一種1 アセタケ属 フウセンタケ科

31 アセタケ属の一種2 アセタケ属 フウセンタケ科

32 アセタケ属の一種3 アセタケ属 フウセンタケ科

33 カクミノコナカブリ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

34 キイボカサタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

35 ビロードクリイロイグチ クリイロイグチ属 クリイロイグチ科/イグチ科

36 アミアシオニイグチ オニイグチ属 イグチ科/オニイグチ科

37 オオヤシャイグチ ヤシャイグチ属 イグチ科/オニイグチ科

38 クリカワヤシャイグチ ヤシャイグチ属 イグチ科/オニイグチ科

39 アヤメイグチ キクバナイグチ属 イグチ科/オニイグチ科

40 ヒビワレキクバナイグチ キクバナイグチ属 イグチ科/オニイグチ科

41 ミヤマベニイグチ キクバナイグチ属 イグチ科/オニイグチ科

42 キニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

43 ヌメリコウジタケ ヌメリコウジタケ属 イグチ科

44 キヒダタケ キヒダタケ属 イグチ科

45 アワタケ ヤマドリタケ属 イグチ科

46 キッコウアワタケ キッコウアワタケ属/アワタケ属 イグチ科

47 クロアザアワタケ ヤマドリタケ属 イグチ科

48 アメリカイロベニイロガワリ ウラグロニガイグチ属/ヤマドリタケ属 イグチ科

49 キアシヤマドリタケ（池田仮称） ヤマドリタケ属 イグチ科

50 コゲチャイロガワリ ヤマドリタケ属 イグチ科

51 ツブエノウラベニイグチ ヤマドリタケ属 イグチ科

52 ヒメコウジタケ パルウィキセロコムス属/ヤマドリタケ属 イグチ科

53 ヤマドリタケモドキ ヤマドリタケ属 イグチ科

54 アシボソニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

55 フモトニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

56 ミカワクロアミアシイグチ ニガイグチ属 イグチ科

57 ミドリニガイグチ ニガイグチ属 イグチ科

58 サトヤマニガイグチ（幸徳仮称） ニガイグチ属 イグチ科

59 ニガイグチ属の一種 ニガイグチ属 イグチ科

60 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

61 アカヤマドリ アカヤマドリ属/ヤマイグチ属 イグチ科

62 アイタケ ベニタケ属 ベニタケ科

63 アカカバイロタケ ベニタケ属 ベニタケ科

64 ウコンハツ ベニタケ属 ベニタケ科

65 ウスムラサキハツ ベニタケ属 ベニタケ科

66 オキナクサハツ ベニタケ属 ベニタケ科

67 カレバハツ ベニタケ属 ベニタケ科

68 キチャハツ ベニタケ属 ベニタケ科

69 クサハツ ベニタケ属 ベニタケ科

70 クロハツ ベニタケ属 ベニタケ科

71 ケショウハツ ベニタケ属 ベニタケ科

72 チギレハツタケ ベニタケ属 ベニタケ科

73 ドクベニダマシ ベニタケ属 ベニタケ科

74 ムラサキカスリタケ ベニタケ属 ベニタケ科

75 ウコンクサハツ ベニタケ属 ベニタケ科

76 クロチチダマシ チチタケ属 ベニタケ科

77 ケシロハツモドキ チチタケ属 ベニタケ科

78 チチタケ チチタケ属 ベニタケ科

79 アカシミヒメチチタケ（池田仮称） カラハツタケ属/チチタケ属 ベニタケ科

80 ススケアシボソチチタケ カラハツタケ属/チチタケ属 ベニタケ科

81 モチゲチチタケ カラハツタケ属/チチタケ属 ベニタケ科

82 ヒナアンズタケ アンズタケ属 アンズタケ科

83 アンズタケ近縁種 アンズタケ属 アンズタケ科

84 カレエダタケ属の一種 カレエダタケ属 カレエダタケ科

85 シロソウメンタケ シロソウメンタケ属 シロソウメンタケ科

86 ウスタケ ウスタケ属/ラッパタケ属 ラッパタケ科

87 チウロコタケ キウロコタケ属 ウロコタケ科

88 コウモリタケ ニンギョウタケモドキ属 ニンギョウタケモドキ科

89 アミスギタケ タマチョレイタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科

90 ウチワタケ ツヤウチワタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科

91 ツヤウチワタケ ツヤウチワタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科

92 ヒトクチタケ ヒトクチタケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科

93 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

94 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

95 ホウネンタケ クロブドウタケ属/サルノコシカケ属 タマチョレイタケ科/タコウキン科

96 カイメンタケ カイメンタケ属 ツガサルノコシカケ科/タコウキン科

97 シハイタケ シハイタケ属 タマチョレイタケ科

98 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/タコウキン科

99 ダンアミタケ ヒメシロアミタケ属 ツガサルノコシカケ科/タコウキン科

100 コフキサルノコシカケ マンネンタケ属/コフキサルノコシカケ属 タマチョレイタケ科/マンネンタケ科

101 ウズタケ オツネンタケ属 タバコウロコタケ科

102 ニッケイタケ オツネンタケ属 タバコウロコタケ科/タコウキン科

103 カワウソタケ カワウソタケ属 タバコウロコタケ科

104 アナアキアカダマタケ（佐々木仮称）？ アカダマタケ属 ヒダハタケ科

105 ツチグリ ツチグリ属 ディプロシスティス科/ツチグリ科

106 ヒメカタショウロ ニセショウロ属 ニセショウロ科

107 ホコリタケ ホコリタケ属 ハラタケ科/ホコリタケ科

108 サンコタケ サンコタケ属 アカカゴタケ科

109 ツチダンゴ ツチダンゴ属/ツチダンゴキン属 ツチダンゴキン科

110 オチバノアカビョウタケ ランツィア属 トウヒキンカクキン科/キンカクキン科

111 ニセキンカクアカビョウタケ ディケファロスポラ属 キンカクキン科

112 シロネハナヤスリタケ トリポクラジウム属/トウチュウカソウ属 オフィオコルディセプス科/バッカクキン科

113 クモタケ ノムラエア属 バッカクキン科/スチルベラ科

114 ボタンタケ属の一種 ボタンタケ属 ニクザキン科

115 マメザヤタケ近縁種 クロサイワイタケ属 クロサイワイタケ科

※ ヌカホコリ属の一種 ヌカホコリ属 ケホコリ科

※ ヘビヌカホコリ ヌカホコリ属 ケホコリ科

※ タマツノホコリ ツノホコリ属 ツノホコリ科

※ クダホコリ クダホコリ属 ドロホコリ科

※ ムラサキホコリ属の一種 ムラサキホコリ属 ムラサキホコリ科

※ キフシススホコリ スズホコリ属 モジホコリ科

真っ赤に萌えたタマゴタケの幼菌さんたち 

にょきにょきその２ 
～アミアシオニイグチ～ にょきにょきその１～クモタケ～ なつの涼やかさ～洞川湖の放水～ 夏のきのこ祭りだ！ 

にょきにょきその３ 
～ミヤマベニイグチ～ 

あるものを発掘中 発掘される前の 
シロネハナヤスリタケ 

にょきにょきその４ 
～タマゴテングタケモドキ～ 

にょきにょきその５ 
～ウコンハツ～ 

苔に生える小さなきのこたち 発掘された 
シロネハナヤスリタケ 

いいことあったSさんの解説 

Yさんによる 
アンズタケの解説 

安定のWくんによる解説 綺麗なあじさい 

定点観察会初記録 
 アナアキアカダマタケ
（佐々木仮称）？  

真面目なヒトとのんきなヒト 

文章：みわ  
付箋記入：和田（匠）、山上、室井  
リスト作成：山本、中川  
写真撮影・編集：山本、山上、みわ、伊藤、和田（貴）、和田（匠）  
デザイン：阿波田  
HP更新：奥田  

例年7月の定点と言えばテーブル二つ、100種以上になるのが通例ですが、ご存知の通りの未曾有の大雨と、その後の
連日のピーカン灼熱地獄でテーブル一つで収まる量で終わってしまいました。 
それでも殆ど生えていないのでは、、、と心配したほどでもなく修法ケ原では初見参のものもあり楽しく過ごせまし
た。 
久し振りの登場S上氏、S君のお蔭で同定がサクサク進み、テーブルの上に細かく棚引く付箋が鱗のようで圧巻でした
（笑）N君たちの写真撮影と整理が大変だったことでしょう、いつも有難う！ 
 
初見参のキノコを幾つかご紹介しますと、イグチでは珍しく猛毒を持つミカワクロアミアシイグチ（老菌で朽ちた色
かと思えるような全体黒ーいイグチで、柄の2重の編みタイツ構造が特徴）、シロネハナヤスリタケ（冬虫夏草、ツチ
ダンゴから生えるキノコで兵庫県レッドデータ、ハナヤスリタケは柄が黄色いがこちらは白い）、アナアキアカダマ
タケ（地下生菌。アカダマタケと似ているが表面がぼこぼこしていて中心に向かって針で刺したような穴が開いてい
ること、ゴムボール状の弾力があることで識別できる）、など。他にもあったかもしれませんが私が覚えているのは
このくらいです。 
 
あとS君から聞いた興味深い話では、今までアカイボカサタケと言われていたものの半分はキイボカサタケの赤っぽい
ものだ、と言うことです。アカイボカサタケには大まかに言って赤っぽいものとオレンジっぽいものとあるようで、
オレンジっぽいものが実はキイボカサタケということで、DNA鑑定なども踏まえて現在そういう見解になっているそ
うです。 
 
やっぱり大勢で色んな目で見て、話を聞くと楽しいです。来月はテーブル二つ三ついけばいいなあ。夏の真っ盛りは
きのこも減ると聞きますが、こんな変な天気が続くのだから何が起こるか分かりません！ 


