
六甲山自然案内人の会 平成23年7月度定例観察会報告書

実施日：平成23年7月10日（日）

場 所：再度公園 修法ヶ原一帯

テーマ：恒例のキノコ観察（2班担当）

参加人員：ビジター21名、会員24名、合計45名

概要

  「兵庫きのこ研究会」から4名の講師をお招きし、講師の方々の引率で３コースに分か

れてキノコ観察を行う。

   午後からは、講師の方々に採取したキノコの同定及び解説をしていただく。

   ① ゆっくりコース  再度公園周辺

   ② ふつうコース   洞川湖方面

   ③ 健脚コース    大龍寺方面

観察したキノコの種類

   ① ゆっくりコース   再度公園周辺      11科   15種類

   ② ふつうコース    洞川湖方面       16科   37種類

   ③ 健脚コース     大龍寺方面       16科   55種類

                                  詳細は後述。

まとめ

   今回の実施日はやや肌寒く、晴れの日が続いたやや乾燥した天候の中で行われた。

   そのため、例年の夏ならば大型のテングタケ科やイグチ科が採集される傾向にあるが、今

回それらを見られなかったのは残念であった。

３コースの中では、健脚コース（大龍寺方面）が種類・量ともに多かった。

後記

   講師の方から、参加者はとても真面目に観察に取り組んでおり、質問も活発で知識欲

が素晴らしかったとお褒めの言葉をいただいた。

  また、参加者の皆さんからは「兵庫きのこ研究会」の講師の方々の丁寧な対応に感謝

の言葉が寄せられた。



  

  

  

「兵庫きのこ研究会」の皆様

ゆっくりコース観察風景

これから同定

解説中

同定されました



２０１１年

７月 10 日
  観察記録

天候：晴れ

参加者：45 名

科名 和名

ヒラタケ科 1 マツオウジ

2 クロコタマゴテングタケ

3 コタマゴテングタケテングタケ科

4 コテングタケモドキ

フウセンタケ科 5 チャツムタケ

イッポンシメジ科 6 アカイボカサタケ

ヒダハタケ科 7 ニワタケ

8 クリカワヤシャイグチ
オニイグチ科

9 キクバナイグチ

イグチ科 10 アワタケ近縁種

アンズタケ科 11 アンズタケ近縁種

ウロコタケ科 12 モミジウロコタケ

13 アカショウロ
ショウロ科

14 オオショウロ

ゆっくりコース

（再度公園周辺）

キンカクキン科 15 ニセキンカクアカビョウタケ

1 アカヤマタケ
ヌメリガサ科

2 ベニヒガサ

3 カレバキツネタケ

4 モリノカレバタケ属の一種

5 クヌギタケ属の一種 A

6 クヌギタケ属の一種 B

キシメジ科

7 ヒメカバイロタケ

8 タマゴテングタケモドキ

9 ツルタケ

10 ドクツルタケ近縁種

11 ハイイロオニタケ

テングタケ科

12 フクロツルタケ

ヒトヨタケ科 13 イタチタケの仲間

フウセンタケ科 14 アセタケ属の一種

イッポンシメジ科 15 アカイボカサタケ

ふつうコース

（洞川湖方面）

イグチ科 16 キイロイグチ



17 アミアシコガネヤマドリ

18 ミドリニガイグチ

19 ウコンハツ

20 ドクベニタケ近縁種

21 チチタケ
ベニタケ科

22 モチゲチチタケ

アンズタケ科 23 アンズタケ近縁種

カレエダタケ科 24 ハイイロカレエダタケ近縁種

25 アシグロタケの仲間

26 ヒトクチタケタマチョレイタケ科

27 シハイタケ

サルノコシカケ科 28 ヒロハノキカイガラタケ

タバコウロコタケ科 29 ニッケイタケ

ニセショウロ科 30 ヒメカタショウロ

キンカクキン科 31 ニセキンカクアカビョウタケ

32 ナガエノケノボリリュウタケ
ノボリリュウタケ科

33 ナガエノチャワンタケ

1 イボテングタケ

2 オオツルタケ

3 ガンタケ

4 クロコタマゴテングタケ

5 コテングタケモドキ

6 タマゴテングタケモドキ

7 ツルタケ

8 テングタケダマシ

9 テングツルタケ

10 ヒメコナカブリツルタケ

11 フクロツルタケ

テングタケ科

12 ヘビキノコモドキ

ハラタケ科 13 キツネノカラカサ属の一種

ヒトヨタケ科 14 イタチタケ

ヒダハタケ科 15 ニワタケ

16 チチアワタケ

17 キニガイグチ

18 ヌメリコウジタケ

健脚コース

（大竜寺方面）

イグチ科

19 アメリカウラベニイロガワリ近縁種



20 コウジタケ近縁種

21 アシボソニガイグチ

22 ニガイグチ属の一種

23 オニイグチ属の一種

24 オオヤシャイグチ

25 クリカワヤシャイグチ
オニイグチ科

26 キクバナイグチ

27 アイタケ

28 アカカバイロタケ

29 ウスムラサキハツ

30 カレバハツ

31 クサハツ？

32 ケショウハツ

33 ツギハギハツ

34 ドクベニタケ？

35 ニオイコベニタケ

36 ニセクサハツ

37 ムラサキカスリタケ

38 ベニタケ属の一種

39 アカシミヒメチチタケ(仮）

ベニタケ科

40 モチゲチチタケ

41 アンズタケ
アンズタケ科

42 ヒナアンズタケ近縁種

ニンギョウタケモドキ科 43 コウモリタケ

44 ウチワタケ

45 ヒトクチタケ

46 カワラタケ
タマチョレイタケ科

47 シロハカワラタケ

タバコウロコタケ科 48 ニッケイタケ

メラノガステル科 49 アカダマタケ？

ツチグリ科 50 ツチグリ

ニセショウロ科 51 ニセショウロ属の一種

キンカクキン科 52 ニセキンカクアカビョウタケ

53 アシボソノボリリュウタケ
ノボリリュウタケ科

54 クロノボリリュウタケ

※分類体系は原色日本新菌類図鑑に準拠した



                                               〈兵庫きのこ研究会 奥田彩子〉


