
雨も降った。台風も去った。気温も下がった！
先月はパッとしなかったので、今月は大いに期待です。
しかし思いのほか個体数が少ない。おのずと木から
生えるキノコに注目。すると意外に見つかって・・・。
その結果、みんなからハミゴにされる硬質菌がわさわさと。
期待の菌根菌は意外と少なくて、木材腐朽菌が多く見られた
観察会でした。個体数は少ないけれど、夏のキノコと秋の
キノコが混在していた鑑定台でした。

兵庫きのこ研究会 修法が原定点観察会
2019.10.20

同定台にあがったキノコたち

付箋記入：中嶋 文章：河合 写真：中嶋・河合
HP更新：奥田 記録整理・デザイン：中川

採取されたキノコ

2019年 10月 20日 観察記録 天候：晴れ 参加者： 22+8人
同定： 77種

和名 属名(新分類) 科名(新分類)
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

3 アカヤマタケ アカヤマタケ属 ヌメリガサ科

4 カレバキツネタケ キツネタケ属 ヒドナンギウム科

5 ハタケシメジ シメジ属 シメジ科

6 サマツモドキ サマツモドキ属 キシメジ科

7 スギヒラタケ スギヒラタケ属 ホウライタケ科

8 エセオリミキ アカアザタケ属 ツキヨタケ科

9 シイタケ ススホコリ亜属 モジホコリ科

10 ナラタケ（広義） ナラタケ属 タマバリタケ科

11 ナラタケモドキ ナラタケ属 タマバリタケ科

12 ダイダイガサ ダイダイガサ属 タマバリタケ科

13 ウマノケタケ ホウライタケ属 ホウライタケ科

14 アクニオイタケ クヌギタケ属 クヌギタケ科

15 チシオタケ クヌギタケ属 クヌギタケ科

16 ヒメカバイロタケ ヒメカバイロタケ属 ガマノホタケ科

17 カバイロツルタケ テングタケ属 テングタケ科

18 クロコタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科

19 フクロツルタケ テングタケ属 テングタケ科

20 ウラベニガサ ウラベニガサ属 ウラベニガサ科

21 カラカサタケ カラカサタケ属 ハラタケ科

22 ナカグロモリノカサ ハラタケ属 ハラタケ科

23 ニガクリタケ ニガクリタケ属 モエギタケ科

24 チャツムタケ チャツムタケ属 モエギタケ科

25 カワムラフウセンタケ フウセンタケ属 フウセンタケ科

26 クリフウセンタケ フウセンタケ属 フウセンタケ科

27 ムラサキアブラシメジモドキ フウセンタケ属 フウセンタケ科

28 クリゲノチャヒラタケ チャヒラタケ属 アセタケ科

29 ミイノモミウラモドキ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

30 アミタケ ヌメリイグチ属 ヌメリイグチ科

31 チチアワタケ ヌメリイグチ属 ヌメリイグチ科

32 ヌメリイグチ ヌメリイグチ属 ヌメリイグチ科

33 コショウイグチ コショウイグチ属 イグチ科

34 スミゾメヤマイグチ ヤマイグチ属 イグチ科

35 イグチ科の一種 ？属 イグチ科

36 ウコンハツ ベニタケ属 ベニタケ科

37 キチャハツ ベニタケ属 ベニタケ科

38 ツギハギハツ ベニタケ属 ベニタケ科

39 アカハツ カラハツタケ属 ベニタケ科

40 ケシロハツモドキ チチタケ属 ベニタケ科

41 チョウジチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科

42 ナギナタタケ ナギナタタケ属 シロソウメンタケ科

43 オニウスタケ ウスタケ属 ラッパタケ科

44 フサヒメホウキタケ フサヒメホウキタケ属 マツカサタケ科

45 アイコウヤクタケ アイコウヤクタケ属 マクカワタケ科

46 アイコウヤクタケ アイコウヤクタケ属 マクカワタケ科

47 カミウロコタケ カミウロコタケ属 マクカワタケ科

48 マツバハリタケ クロハリタケ属 マツバハリタケ科

49 ニクウスバタケ ミダレアミタケ属 タマチョレイタケ科

50 アシグロタケの仲間 タマチョレイタケ属 タマチョレイタケ科

51 ウチワタケ ツヤウチワタケ属 タマチョレイタケ科

52 ツヤウチワタケ ツヤウチワタケ属 タマチョレイタケ科

53 ヒトクチタケ ヒトクチタケ属 タマチョレイタケ科

54 オシロイタケ オシロイタケ属 タマチョレイタケ科

55 ヒイロタケ シュタケ属 タマチョレイタケ科

56 カワラタケ シロアミタケ属 タマチョレイタケ科

57 クジラタケ シロアミタケ属 タマチョレイタケ科

58 カイガラタケ カイガラタケ属 タマチョレイタケ科

59 ハカワラタケ シハイタケ属 ？科

60 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

61 ホウロクタケ ホウロクタケ属 ツガサルノコシカケ科

62 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

63 ヒロハノキカイガラタケ キカイガラタケ属 キカイガラタケ科

64 アカショウロ ショウロ属 ショウロ科

65 ツチグリ ツチグリ属 ディプロシスティス科

66 ニセショウロ ニセショウロ属 ニセショウロ科

67 ホコリタケ ホコリタケ属 ハラタケ科

68 ヒナツチガキ ヒメツチグリ属 ヒメツチグリ科

69 フクロツチガキ ヒメツチグリ属 ヒメツチグリ科

70 スッポンタケ スッポンタケ属 スッポンタケ科

71 ハナビラニカワタケ シロキクラゲ属 シロキクラゲ科

72 アラゲキクラゲ キクラゲ属 キクラゲ科

73 モモイロダクリオキン アカキクラゲ属 アカキクラゲ科

74 ビョウタケ ビョウタケ属 ビョウタケ科

75 ナガエノチャワンタケ ノボリリュウ属 ノボリリュウ科

76 ヒイロチャワンタケ ヒイロチャワンタケ属 ピロネマキン科

77 クロコブタケ アカコブタケ属 クロサイワイタケ科

※ マメホコリ マメホコリ属 ドロホコリ科

ぷにぷに。
ビョウタケ

チシオタケ
大好き💙

地下性菌

かくかくしかじか

ぷにぷに２。
モモイロダクリオキン

黙々と捜索中


