
目　名 科　名 種　名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 種　名
チョウ目 アゲハチョウ科 アオスジアゲハ 7月 8月 アオスジアゲハ

チョウ目 アゲハチョウ科 キアゲハ 7月 8月 キアゲハ

チョウ目 アゲハチョウ科 アゲハ 5月 アゲハ

チョウ目 アゲハチョウ科 クロアゲハ クロアゲハ

チョウ目 シロチョウ科 キタキチョウ キタキチョウ

チョウ目 シロチョウ科 モンキチョウ 4月 7月 モンキチョウ

チョウ目 シロチョウ科 モンシロチョウ 4月 5月 6月 7月 モンシロチョウ

チョウ目 シジミチョウ科 ウラギンシジミ 10月 11月 ウラギンシジミ

チョウ目 シジミチョウ科 ゴイシシジミ 6月 7月 9月 ゴイシシジミ

チョウ目 シジミチョウ科 ベニシジミ 4月 5月 7月 8月 9月 ベニシジミ

チョウ目 シジミチョウ科 ヤマトシジミ 5月 7月 9月 10月 ヤマトシジミ

チョウ目 シジミチョウ科 ルリシジミ 4月 6月 7月 ルリシジミ

チョウ目 シジミチョウ科 ツバメシジミ 7月 9月 ツバメシジミ

チョウ目 シジミチョウ科 ウラナミシジミ ウラナミシジミ

チョウ目 タテハチョウ科 ヒメアカタテハ ヒメアカタテハ

チョウ目 タテハチョウ科 アカタテハ アカタテハ

チョウ目 タテハチョウ科 キタテハ キタテハ

チョウ目 タテハチョウ科 ツマグロヒョウモン 4月 ツマグロヒョウモン

チョウ目 タテハチョウ科 イチモンジチョウ イチモンジチョウ

チョウ目 タテハチョウ科 ゴマダラチョウ ゴマダラチョウ

チョウ目 タテハチョウ科 ジャノメチョウ 7月 ジャノメチョウ

チョウ目 タテハチョウ科 ヒカゲチョウ ヒカゲチョウ

チョウ目 セセリチョウ科 オオチャバネセセリ オオチャバネセセリ

チョウ目 セセリチョウ科 イチモンジセセリ 7月 イチモンジセセリ

チョウ目 ミノガ科 オオミノガ 8月 オオミノガ

チョウ目 イラガ科 アオイラガ アオイラガ

チョウ目 スカシバガ科 コスカシバ コスカシバ

チョウ目 ツトガ科 ユウグモノメイガ 5月 ユウグモノメイガ

チョウ目 ツトガ科 シロオビノメイガ 9月 シロオビノメイガ

チョウ目 スズメガ科 エビガラスズメ 8月 9月 エビガラスズメ

チョウ目 スズメガ科 モモスズメ 7月 モモスズメ

チョウ目 スズメガ科 コスズメ 8月 コスズメ

チョウ目 シャクガ科 フタテンオエダシャク 7月 8月 フタテンオエダシャク

チョウ目 シャクガ科 トンボエダシャク 5月 トンボエダシャク

チョウ目 シャクガ科 ヒロオビトンボエダシャク 5月 6月 ヒロオビトンボエダシャク

チョウ目 シャクガ科 ウスイロオオエダシャク 8月 ウスイロオオエダシャク

チョウ目 シャクガ科 キエダシャク 8月 キエダシャク

チョウ目 ドクガ科 マイマイガ 5月 11月 マイマイガ

チョウ目 ドクガ科 ドクガ 5月 11月 ドクガ

チョウ目 ヒトリガ科 ゴマダラベニコケガ ゴマダラベニコケガ

チョウ目 ヒトリガ科 ヒトリガ 4月 5月 ヒトリガ

チョウ目 カノコガ科 カノコガ 8月 カノコガ

チョウ目 ヤガ科 カキバトモエ カキバトモエ

チョウ目 ヤガ科 ヒメエグリパ 8月 ヒメエグリバ

チョウ目 ヤガ科 アケビコノハ 5月 7月 アケビコノハ

チョウ目 ヤガ科 ナカグロクチバ 9月 ナカグロクチバ

ハエ目 ムシヒキアブ科 アオメアブ 9月 シオヤアブ

ハエ目 ムシヒキアブ科 シオヤアブ 9月 シオヤアブ

ハエ目 ハナアブ科 アシブトハナアブ 4月 アシブトハナアブ

ハエ目 ハナアブ科 シマアシブトハナアブ 5月 6月
ハチ目 ハバチ科 ハグロハバチ 8月 ハグロハバチ

ハチ目 ドロバチ科 スズバチ スズバチ

ハチ目 ミツバチ科 クマバチ 6月 クマバチ

ハチ目 ミツバチ科 セイヨウミツバチ セイヨウミツバチ

ハチ目 スズメバチ科 フタモンアシナガバチ フタモンアシナガバチ

ハチ目 スズメバチ科 セグロアシナガバチ セグロアシナガバチ

ハチ目 スズメバチ科 キアシナガバチ キアシナガバチ

ハチ目 スズメバチ科 オオスズメバチ 5月 オオスズメバチ

コウチュウ目 ミズスマシ科 オオミズスマシ オオミズスマシ

コウチュウ目 シデムシ科 オオヒラタシデムシ オオヒラタシデムシ

コウチュウ目 クワガタムシ科 ノコギリクワガタ 10月 ノコギリクワガタ

コウチュウ目 センチコガネ科 センチコガネ センチコガネ

コウチュウ目 コガネムシ科 クロカナブン クロカナブン

コウチュウ目 コガネムシ科 カナブン カナブン

コウチュウ目 コガネムシ科 ハナムグリ ハナムグリ

コウチュウ目 コガネムシ科 シロテンハナムグリ シロテンハナムグリ

コウチュウ目 コガネムシ科 マメコガネ マメコガネ

コウチュウ目 コガネムシ科 ヤマトアオドウガネ ヤマトアオドウガネ

コウチュウ目 コガネムシ科 ドウガネブイブイ 6月 8月 9月 ドウガネブイブイ

コウチュウ目 コガネムシ科 ヒメコガネ 6月 ヒメコガネ

コウチュウ目 カブトムシ科 カブトムシ 8月 カブトムシ

コウチュウ目 コガネムシ科 コフキコガネ コフキコガネ

コウチュウ目 テントウムシ科 ナナホシテントウ 6月 7月 11月 ナナホシテントウ

コウチュウ目 テントウムシ科 ヒメカメノコテントウ ヒメカメノコテントウ

コウチュウ目 テントウムシ科 ナミテントウ ナミテントウ

コウチュウ目 テントウムシ科 カメノコテントウ 5月 カメノコテントウ

コウチュウ目 テントウムシ科 ニジュウヤホシテントウ ニジュウヤホシテントウ

コウチュウ目 カミキリムシ科 ウスバカミキリ ウスバカミキリ

コウチュウ目 カミキリムシ科 ゴマダラカミキリ ゴマダラカミキリ

コウチュウ目 カミキリムシ科 キボシカミキリ キボシカミキリ

コウチュウ目 カミキリムシ科 ホシベニカミキリ 5月 6月 7月 ホシベニカミキリ

コウチュウ目 ハムシ科 ヨモギハムシ ヨモギハムシ

コウチュウ目 ハムシ科 ハッカハムシ ハッカハムシ

コウチュウ目 ハムシ科 ヤナギハムシ ヤナギハムシ

コウチュウ目 ハムシ科 クルミハムシ 6月 クルミハムシ

コウチュウ目 ハムシ科 セモンジンガサハムシ 5月 セモンジンガサハムシ

コウチュウ目 ゾウムシ科 ハスジカツオゾウムシ 7月 ハスジカツオゾウムシ

カメムシ目 セミ科 ニイニイゼミ ニイニイゼミ

カメムシ目 セミ科 アブラゼミ 8月 9月 アブラゼミ

カメムシ目 セミ科 ツクツクボウシ ツクツクボウシ

カメムシ目 セミ科 ミンミンゼミ ミンミンゼミ

カメムシ目 アワフキムシ科 ハマベアワフキ ハマベアワフキ

カメムシ目 オオヨコバイ科 ツマグロオオヨコバイ 4月 11月 3月 ツマグロオオヨコバイ

カメムシ目 アオバハゴロモ科 アオバハゴロモ アオバハゴロモ

カメムシ目 キジラミ科 クワキジラミ 6月 クワキジラミ

カメムシ目 カタカイガラモドキ科 ビワコカタカイガラモドキ 3月 ビワコカタカイガラモドキ

カメムシ目 アメンボ科 アメンボ アメンボ

カメムシ目 グンバイムシ科 ツツジグンバイ ツツジグンバイ

カメムシ目 サシガメ科 シマサシガメ 7月 シマサシガメ

カメムシ目 ヘリカメムシ科 ハラビロヘリカメムシ ハラビロヘリカメムシ

カメムシ目 カメムシ科 ナガメ 5月 ナガメ

カマキリ目 カマキリ科 コカマキリ コカマキリ

カマキリ目 カマキリ科 オオカマキリ 1月 3月 オオカマキリ

カマキリ目 カマキリ科 チョウセンカマキリ 11月 3月 チョウセンカマキリ
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カマキリ目 カマキリ科 ハラビロカマキリ 8月 10月 11月 3月 ハラビロカマキリ

バッタ目 コオロギ科 エンマコオロギ 9月 エンマコオロギ

バッタ目 コオロギ科 ツヅレサセコオロギ ツヅレサセコオロギ

バッタ目 マツムシ科 アオマツムシ アオマツムシ

バッタ目 マツムシ科 スズムシ スズムシ

バッタ目 マツムシ科 カンタン カンタン

バッタ目 ヒバリモドキ科 クサヒバリ クサヒバリ

バッタ目 カネタタキ科 カネタタキ カネタタキ

バッタ目 キリギリス科 キリギリス キリギリス

バッタ目 キリギリス科 ヒメギス ヒメギス

バッタ目 キリギリス科 クサキリ クサキリ

バッタ目 キリギリス科 コバネササキリ コバネササキリ

バッタ目 ツユムシ科 ツユムシ ツユムシ

バッタ目 ツユムシ科 サトクダマキモドキ サトクダマキモドキ

バッタ目 オンブバッタ科 オンブバッタ オンブバッタ

バッタ目 バッタ科 コバネイナゴ 10月 11月 コバネイナゴ

バッタ目 バッタ科 ショウリョウバッタ 8月 ショウリョウバッタ

バッタ目 バッタ科 トノサマバッタ トノサマバッタ

バッタ目 バッタ科 クルマバッタ クルマバッタ

バッタ目 バッタ科 クルマバッタモドキ 9月 クルマバッタモドキ

トンボ目 アオイトトンボ科 アオイトトンボ アオイトトンボ

トンボ目 カワトンボ科 ハグロトンボ 7月 ハグロトンボ

トンボ目 イトトンボ科 キイトトンボ キイトトンボ

トンボ目 イトトンボ科 クロイトトンボ クロイトトンボ

トンボ目 イトトンボ科 セスジイトトンボ 6月 7月 セスジイトトンボ

トンボ目 イトトンボ科 アオモンイトトンボ 7月 8月 アオモンイトトンボ

トンボ目 イトトンボ科 アジアイトトンボ アジアイトトンボ

トンボ目 ヤンマ科 ギンヤンマ ギンヤンマ

トンボ目 サナエトンボ科 ウチワヤンマ 8月 ウチワヤンマ

トンボ目 トンボ科 ショウジョウトンボ 6月 ショウジョウトンボ

トンボ目 トンボ科 コフキトンボ 6月 7月 8月 9月 コフキトンボ

トンボ目 トンボ科 ノシメトンボ ノシメトンボ

トンボ目 トンボ科 ナツアカネ ナツアカネ

トンボ目 トンボ科 アキアカネ 10月 11月 アキアカネ

トンボ目 トンボ科 シオカラトンボ シオカラトンボ

トンボ目 トンボ科 オオシオカラトンボ オオシオカラトンボ

トンボ目 トンボ科 チョウトンボ チョウトンボ

トンボ目 トンボ科 ウスバキトンボ ウスバキトンボ

トンボ目 トンボ科 コシアキトンボ 6月 コシアキトンボ
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