
中ノ沢溪谷森林公園　在来樹種　アイウエオ順 (2) 中ノ沢溪谷森林公園　植栽樹種　アイウエオ順
中ノ沢渓谷森林公園の
ほ乳類

中ノ沢溪谷森林公園＆五頭山登山道沿の野鳥

NO 種名 和名 科名 NO 種名 和名 科名 NO 種名 和名 科名 NO 名称 NO 目 科 鳥名

1 アオダモ 青梻 モクセイ科　 トネリコ属 49 トチノキ 栃の木、橡の木 トチノキ科 　トチノキ属 1 アカエゾマツ 赤蝦夷松 マツ科トウヒ属 1 ツキノワグマ 1 　オシドリ

2 アオハダ 青膚  モチノキ科　モチノキ属 50 ヤチダモ 谷地だも モクセイ科　 トネリコ属 2 アカマツ 赤松 マツ科 マツ属 2 ニホンカモシカ 2 　カルガモ

3 アカマツ 赤松 マツ科 　マツ属 51 ナツハゼ 夏櫨 ツツジ科　 スノキ属 3 アキグミ 秋茱萸、秋茱 グミ科 グミ属 3 ニホンザル 3 　トビ

4 アクシバ 灰汁柴  ツツジ科　スノキ属 52 ナナカマド 七竃 バラ科 　ナナカマド属 4 イチョウ 銀杏・公孫樹 イチョウ科 イチョウ属 4 ホンドギツネ 4 　サシバ

5 アズキナシ 小豆梨 バラ科 　ナナカマド属 53 ニガキ? 苦木 ニガキ科 　ニガキ属 5 イヌエンジュ 犬槐 マメ科イヌエンジュ属 5 ノウサギ 5 　ハイタカ

6 アブラチャン 油瀝青
クスノキ科 　クロモジ属
クノキク科    シロモジ属

54 ヌルデ 白膠木 ウルシ科 　ウルシ属 7 エゾアジサイ 蝦夷紫陽花 アジサイ科アジサイ属 6 ホンドタヌキ 6 　ノスリ

7 イイギリ 飯桐 イイギリ科　イイギリ属 55 ネムノキ 合歓の木 マメ科 　 ネムノキ属 8 オオバボダイジュ 大葉菩提樹 シナノキ科シナノキ属 7 アナグマ 7 　ツミ

8 イタヤカエデ 板屋楓 カエデ科 　カエデ属 56 ノリウツギ 糊空木 ユキノシタ科　アジサイ属 9 オオヤマザクラ 大山桜  バラ科サクラ属 8 テン 8 キジ目 キジ科 　ヤマドリ

9 イロハモミジ 伊呂波紅葉 カエデ科  カエデ属 57 ハイイヌガヤ 這犬榧 イヌガヤ科　イヌガヤ属 10 カキノキ 柿の木 カキノキ科 カキノキ属 9 ハクビシン 9 　アオバト

10 イワガラミ 岩絡み ユキノシタ科 　イワガラミ属 58 ハイイヌツゲ 這犬柘植 モチノキ科モチノキ属 11 カラマツ 唐松・落葉松 マツ科 カラマツ属 10 イタチ 10 　キジバト

11 ウスノキ 臼の木 ツツジ科　 スノキ属 59 ハクウンボク 白雲木 エゴノキ科 　エゴノキ属 12 キリ 桐  ゴマノハグサ科キリ属 11 ニホンリス 11 カッコウ目 カッコウ科 　ツツドリ

12 ウリハダカエデ 瓜膚楓 カエデ科 　カエデ属 60 バッコヤナギ 跋扈柳、山猫柳 ヤナギ科 　ヤナギ属 13
クリ

栗 ブナ科 クリ属 12 アカネズミ 12 　カワセミ

13 ウワミズザクラ 上溝桜 バラ科 ウワミズザクラ属 61 ハナヒリノキ 噎の木 ツツジ科 　イワナンテン属 14 ケヤキ 欅、槻 ニレ科 ケヤキ属 13 ヒメネズミ 13 　アカショウビン

14 エゴノキ 野茉莉、齐墩果 エゴノキ科　エゴノキ属 62 ヒメアオキ 姫青木 アオキ科　アオキ属 15
コブシ

辛夷 モクレン科 モクレン属 14 ホンシュウヒミズ 14 ブッポウソウ科 　ブッポウソウ

15 エゾユズリハ 蝦夷譲葉 ユズリハ科ユズリハ属ユズリハ変種 63 ヒメコマツ 姫小松 マツ科　マツ属 16
コメツガ

米栂 マツ科　ツガ属 15
コウモリ　（詳しい種について
は要調査）

15 　アオゲラ

16 オオカメノキ 大亀の木 スイカズラ科　 ガマズミ属 64 ヒメモチ 姫黐 モチノキ科　モチノキ属 17 サラサドウダン
更紗満天星・更
紗灯台

ツツジ科 ドウダンツツジ属 16 ムササビ 16 　アカゲラ

17 オオバクロモジ 大葉黒文字 クスノキ科　クロモジ属 65 フジ 藤 マメ科 マメ亜科　フジ属 18
サワラ

椹 ヒノキ科 ヒノキ属 17 　コゲラ

18 オオバボダイジュ 大葉菩提樹 シナノキ科　シナノキ属 66 ホオノキ 朴の木 モクレン科　モクレン属 19
シナノキ

科の木，級の木 シナノキ科 シナノキ属
中ノ沢渓谷森林公園のは虫
類

18 　ツバメ

19 オオヤマザクラ 大山桜 バラ科 　サクラ属 67 マタタビ 木天蓼 マタタビ科　マタタビ属 20 シラカバ 白樺 カバノキ科 カバノキ属 NO 名称 19 　イワツバメ

20 オクチョウジザクラ 奥丁字桜 バラ科　サクラ属 68 マツブサ 松房 マツブサ科　マツブサ属 21 スギ 杉 スギ科 スギ属 1 シマヘビ 20 　キセキレイ

21 オニグルミ 鬼胡桃  クルミ科　クルミ属 69 マルバマンサク 丸葉満作 マンサク科 　マンサク属 22
ソメイヨシノ

染井吉野 バラ科 サクラ属 2 アオダイショウ 21 　セグロセキレイ

22 カツラ 桂 カツラ科 　カツラ属 70 ミズキ 水木 ミズキ科　 ミズキ属 23
ドイツトウヒ

ドイツ唐檜 マツ科トウヒ属 3 ジムグリ 22 サンショウクイ科 　サンショウクイ

23 ガマズミ 莢迷 スイカズラ科　 ガマズミ属 71 ミズナラ 水楢 ブナ科 　コナラ属 24 ドウダンツツジ
満天星躑躅、灯
台躑躅

ツツジ科 ドウダンツツジ属 4 マムシ 23 ヒヨドリ科 　ヒヨドリ

24 カワヤナギ
川柳

ヤナギ科 ヤナギ属 72 ミツバアケビ 三葉木通 アケビ科 　アケビ属 25 ヒュウガミズキ 日向水木 マンサク科 トサミズキ属 5 ヤマカガシ 24 モズ科 　モズ

25 キツネヤナギ 狐柳 ヤナギ科  ヤナギ属 73 ミツバツツジ 三葉躑躅 ツツジ科　ツツジ属 26 トチノキ 橡 トチノキ科 トチノキ属 6 カナヘビ 25 カワガラス科  カワガラス

26 キハダ 黄膚 ミカン科 キハダ属 74 ミヤマガマズミ 深山莢蒾 レンプクソウ科　ガマズミ属 27 トドマツ 椴松 マツ科モミ属 7 トカゲ 26 ミソサザイ科 　ミソサザイ

27 キブシ 木五倍子 キブシ科 キブシ属 75 ムラサキシキブ 紫式部 クマツヅラ科ムラサキシキブ属 28 ナシ（ヤマナシ） 山梨 バラ科ナシ属 8 シロマダラ 27 　トラツグミ

29 クマヤナギ 熊柳 クロウメモドキ科クマヤナギ属 76 モミジイチゴ 紅葉苺 バラ科キイチゴ属 29 ナツツバキ 夏椿 ツバキ科 ナツツバキ属 28 　クロツグミ

30 クリ 栗 ブナ科 　クリ属 77 ヤシャブシ 夜叉五倍子 カバノキ科 　ハンノキ属 30
ナナカマド

七竃 バラ科 ナナカマド属
中ノ沢渓谷森林公園の両生
類

29 　アカハラ

31 コシアブラ 漉し油 ウコギ科　　ウコギ属 78 ヤドリギ 宿木・寄生木 ヤドリギ科 ヤドリギ属 31 ハリエンジュ 針槐 マメ科 マメ亜科 ハリエンジュ属 NO 名称 30 　シロハラ

32 コナラ 小楢 ブナ科 　コナラ属 79 ヤブコウジ 藪柑子 ヤブコウジ科 　ヤブコウジ属 32 ヒノキ 檜 桧 ヒノキ科 ヒノキ属 1 ニホンアカガエル 31 　ツグミ

33 コハウチワカエデ 小羽団扇楓 カエデ科 　カエデ属 80 ヤマウルシ 山漆 ウルシ科 　ウルシ属 33 ヒバ
檜葉　翌檜　明
日檜

ヒノキ科 アスナロ属 2 アズマヒキガエル 32 　(ハチジョウツグミ)

34 コマユミ 小真弓 ニシキギ科 ニシキギ属 81 ヤマグワ 山桑 クワ科　クワ属 34
ヒマラヤスギ

ヒマラヤ杉 マツ科 ヒマラヤスギ属 3 アマガエル 33 　コルリ

35 サルナシ 猿梨 マタタビ科　マタタビ属 82 カスミザクラ 霞桜 バラ科 　サクラ属 35
ブナ

橅 ブナ科 ブナ属 4 モリアオガエル 34 　ヤブサメ

36 サワグルミ 沢胡桃 クルミ科 　サワグルミ属 83 ヤマツツジ 山躑躅 ツツジ科　ツツジ属 36 ベニバナハナミズキ 紅花花水木 ミズキ科ヤマボウシ属 5 シュレーゲルアオガエル 35 　ウグイス

37 サワシバ 沢シバ カバノキ科 クマシデ属 84 ヤマナシ 山梨 バラ科　ナシ属 37
メタセコイヤ

曙杉 スギ科 メタセコイア属 6 カジカガエル 36 　センダイムシクイ

38 サワフタギ 沢蓋木 ハイノキ科　 ハイノキ属 85 ヤマナラシ 山鳴らし ヤナギ科 　ヤマナラシ属 38 レンゲツツジ 蓮華躑躅 ツツジ科 ツツジ属 7 ツチガエル 37 　キビタキ

39 サンショウ 山椒 ミカン科 　サンショウ属 86 ヤマハギ 山萩 マメ科 マメ亜科 ハギ属 　 アカシデ 赤四手 カバノキ科シデ属 8 タゴガエル 38 　オオルリ

40 スギ 杉 スギ科 　スギ属 87 ヤマブドウ 山葡萄 ブドウ科　ブドウ属 　 クヌギ 櫟、柞、橡 ブナ科 コナラ属 9 トノサマガエル 39 エナガ科 　エナガ

41 タカノツメ 鷹の爪 ウコギ科　タカノツメ属 88 ヤマボウシ 山法師 ミズキ科　ミズキ属 ハルニレ 春楡 ニレ科ニレ属 10 トウホクサンショウウオ 40 　コガラ

42 タニウツギ 谷空木 スイカズラ科 　タニウツギ属 89 ユキツバキ 雪椿 ツバキ科　ツバキ属 11 クロサンショウウオ 41 　ヒガラ

43 タムシバ 噛柴 モクレン科 　モクレン属 90 リョーブ 令法 リョウブ科 　リョウブ属 12 イモリ 42 　シジュウカラ

44 タラノキ 楤木、桵木 ウコギ科 　タラノキ属 　 イヌシデ 犬四手 カバノキ科 クマシデ属 　 43 　ヤマガラ

45 ツタウルシ 蔦漆 ウルシ科 　ウルシ属 ツルシキミ 蔓樒 ミカン科ミヤマシキミ属 　 44 ゴジュウカラ科 　ゴジュウカラ

46 ツノハシバミ 角榛 カバノキ科　 ハシバミ属 ブナ 橅 ブナ科 ブナ属 　 45 メジロ科  　メジロ

47 ツリバナ 吊花 ニシキギ科 　ニシキギ属 　 46 　ホオジロ

48 ツルアジサイ 蔓紫陽花 アジサイ科 　アジサイ属 47 　ノジコ

48 　アオジ

49 　カワラヒワ

50 　マヒワ

51 　イカル

52 ハタオリドリ科 　スズメ

53 ムクドリ科 　ムクドリ

54 カラス科 　カケス

55 　ハシボソガラス

56 　ハシブトガラス

スズメ目

ツバメ科

セキレイ科

ツグミ科

ウグイス科

ヒタキ科

シジュウカラ科

ホオジロ科

アトリ科

カラス科

中ノ沢渓谷森林公園の生物  A－3

キツツキ科

中ノ沢溪谷森林公園　在来樹種　アイウエオ順 (1)

カモ目 カモ科

タカ目 タカ科

ハト目 ハト科

ブッポウソウ目

カワセミ科

キツツキ目 


