
ついに出現 カエンタケ！

２０２０年も終わりが近づいてきま

した。今回は短縮ではなく、通常通り

です。

今年はナラ枯れが酷く、ハナビラ

ニカワタケやヌメリツバタケなど

腐生菌が増えてきています。ナメコ

は出ないのかなぁ。でも菌根菌が

減ってしまうな。いいのか悪いのか…。

腐生菌に混じってカエンタケも！ああ、遂に出てしまったか、

『少し前まではカエンタケを探して走り回ったんだ。』と聞いて

いたのにこんなに南下して数が増えるなんて思いもしません

でした。これからカエンタケによる中毒が発生しない事を祈って

います。

“修法が原定点観察会” 2020.10.18 兵庫きのこ研究会

付箋記入：伊藤、山本(悠)ほか 文章：山本(悠) HP更新：三輪 写真・整理：中川

出てきています
カエンタケ

＜同定台に集まったきのこ＞

今月観察
された
きのこ▶

▲気を付けながら、
久しぶりに通常開催

◀小さな
キノコ🍄
と大きな
キノコ🍄

▲秋らしさに
溢れてきました

2020年 10月 18日 観察記録
天候：晴 参加者：
36人+2人 同定： 90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 オオキツネタケ 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 シロゲカヤタケ ハイイロシメジ属 キシメジ科

7 キサマツモドキ サマツモドキ属 キシメジ科

8 カキシメジ キシメジ属 キシメジ科

9 コノハシメジ ムラサキシメジ属 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

11 エセオリミキ アカアザタケ属 ツキヨタケ科

12 ワサビカレバタケ モリノカレバタケ属 ツキヨタケ科

13 シロホウライタケ シロホウライタケ属 ツキヨタケ科

14 ナラタケ ナラタケ属 タマバリタケ科

15 ツエタケ ツエタケ属 タマバリタケ科

16 ヌメリツバタケモドキ ヌメリツバタケ属 タマバリタケ科

17 スギエダタケ マツカサキノコ属 タマバリタケ科

18 ホウライタケ属の一種 ホウライタケ属 ホウライタケ科

19 サクラタケ クヌギタケ属 クヌギタケ科

20 ヒメカバイロタケ ヒメカバイロタケ属 ガマノホタケ科

21 イボテングタケ テングタケ属 テングタケ科

22 カバイロツルタケ テングタケ属 テングタケ科

23 クロタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科

24 コタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科

25 ツルタケ テングタケ属 テングタケ科

26 シロウロコツルタケ テングタケ属 テングタケ科

27 カラカサタケ カラカサタケ属 ハラタケ科

28 ウスキモリノカサ ハラタケ属 ハラタケ科

29 クリイロカラカサタケ キツネノカラカサ属 ハラタケ科

30 サケツバタケ属の一種 モエギタケ属 モエギタケ科

31 モエギタケ モエギタケ属 モエギタケ科

32 ニガクリタケ ニガクリタケ属 モエギタケ科

33 スギタケモドキ属の一種 スギタケ属 モエギタケ科

34 ヒメワカフサタケ ワカフサタケ属 ヒメノガステル科

35 チャツムタケ チャツムタケ属 モエギタケ科

36 ウスフジフウセンタケ フウセンタケ属 フウセンタケ科

37 ムラサキアブラシメジ フウセンタケ属 フウセンタケ科

38 ウラベニホテイシメジ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

39 クサウラベニタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

40 シロイボカサタケ イッポンシメジ属 イッポンシメジ科

41 オウギタケ オウギタケ属 オウギタケ科

42 クギタケ クギタケ属 オウギタケ科

43 アミタケ ヌメリイグチ属 ヌメリイグチ科

44 ヌメリイグチ ヌメリイグチ属 ヌメリイグチ科

45 コショウイグチ コショウイグチ属 イグチ科

46 カワリハツ ベニタケ属 ベニタケ科

47 クサハツモドキ ベニタケ属 ベニタケ科

48 シロハツモドキ ベニタケ属 ベニタケ科

49 ウコンクサハツ ベニタケ属 ベニタケ科

50 アカハツ カラハツタケ属 ベニタケ科

51 キチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科

52 チョウジチチタケ カラハツタケ属 ベニタケ科

53 ハツタケ カラハツタケ属 ベニタケ科

54 イタチナミハタケ ミミナミハタケ属 マツカサタケ科

55 トキイロラッパタケ アンズタケ属 アンズタケ科

56 ムラサキナギナタタケ ムラサキナギナタタケ属 ？科

57 シロタマゴテングタケ テングタケ属 テングタケ科

58 ナギナタタケ ナギナタタケ属 シロソウメンタケ科

59 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

60 チャウロコタケ キウロコタケ属 ウロコタケ科

61 ハナウロコタケ ハナウロコタケ属 シワタケ科

62 マツカサタケ マツカサタケ属 マツカサタケ科

63 ケロウジ コウタケ属 マツバハリタケ科

64 アシグロタケ タマチョレイタケ属 タマチョレイタケ科

65 ハチノスタケ ハチノスタケ属 タマチョレイタケ科

66 ヒトクチタケ ヒトクチタケ属 タマチョレイタケ科

67 オシロイタケ オシロイタケ属 タマチョレイタケ科

68 ヒイロタケ シュタケ属 タマチョレイタケ科

69 カワラタケ シロアミタケ属 タマチョレイタケ科

70 クジラタケ シロアミタケ属 タマチョレイタケ科

71 カイガラタケ カイガラタケ属 タマチョレイタケ科

72 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

73 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

74 ネンドタケモドキ サビアナタケ属 タバコウロコタケ科

75 アカショウロ ショウロ属 ショウロ科

76 ツチグリ ツチグリ属 ディプロシスティス科

77 ホコリタケ ホコリタケ属 ハラタケ科

78 ヒメツチグリ属の一種 ヒメツチグリ属 ヒメツチグリ科

79 スッポンタケ スッポンタケ属 スッポンタケ科

80 クロハナビラニカワタケ シロキクラゲ属 シロキクラゲ科

81 コガネニカワタケ シロキクラゲ属 シロキクラゲ科

82 コガネニカワタケ シロキクラゲ属 シロキクラゲ科

83 ハナビラニカワタケ シロキクラゲ属 シロキクラゲ科

84 アラゲキクラゲ キクラゲ属 キクラゲ科

85 ニカワホウキタケ ニカワホウキタケ属 アカキクラゲ科

86 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

87 ロクショウグサレキンモドキ ロウタケ属 ロウタケ科

88 ナガエノチャワンタケ ノボリリュウ属 ノボリリュウ科

89 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

90 カエンタケ ツノタケ属 ニクザキン科


