
 

「田んぼの生きもの調査２００６」で採捕された魚とカエル 

魚：９５種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カエル：１６種 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 科名 種　名 希少種 外来種
1 アズマヒキガエル
2 オオヒキガエル ★
3 アマガエル科 ニホンアマガエル
4 ニホンアカガエル
5 ヤマアカガエル
6 エゾアカガエル
7 トノサマガエル
8 ナゴヤダルマガエル ☆
9 トウキョウダルマガエル ☆

10 ヌマガエル
11 サキシマヌマガエル
12 ウシガエル ★
13 ツチガエル
14 シュレーゲルアオガエル
15 モリアオガエル

16 カジカガエル

合計 4科 16種 2 2

ヒキガエル科

アカガエル科

アオガエル科

☆は希少種（環境省レッドリスト掲載種） 
★は国外外来種 

 

*１）タウナギは、沖縄ではその起源が不明あるいは原分布と考えら

れていますが、九州以北のものは移入とされています。しかし、記録

されている場所でも、既往資料により持ち込まれたことが明らかな場

所と資料に乏しく起源が不明な場所があるため、本調査では、沖縄

県以外の地域のもの便宜上「国外外来種」として表記しています。 

 

*2）ここで記載したイバラトミヨ類とは、イバラトミヨ淡水型、汽水型、雄

物型の一種あるいは数種を示す。 

 

*3）ここで記載したカジカ類とは、カジカ、ウツセミカジカの一種あるい

は数種を示す。 

☆は希少種（環境省レッドリスト掲載種） 
★は国外外来種 

No. 科名 種　名 希少種 外来種 No. 科名 種　名 希少種 外来種
1 スナヤツメ ☆ 51 ナマズ科 ナマズ
2 シベリアヤツメ ☆ 52 アカザ科 アカザ ☆
3 カワヤツメ 53 キュウリウオ科 ワカサギ
4 ウナギ 54 アユ科 アユ
5 オオウナギ 55 アメマス
6 コイ 56 ヤマトイワナ
7 ゲンゴロウブナ 57 ニッコウイワナ
8 ギンブナ 58 ヤマメ
9 キンブナ 59 アマゴ

10 オオキンブナ 60 ニジマス ★
11 ヤリタナゴ 61 ブラウントラウト ★

12 アブラボテ 62 タウナギ科 タウナギ＊１ ★

13 カネヒラ 63 ハリヨ ☆

14 タナゴ ☆ 64 イバラトミヨ類＊２

15 アカヒレタビラ 65 エゾトミヨ ☆
16 セボシタビラ ☆ 66 ボラ科 ボラ
17 タイリクバラタナゴ ★ 67 カダヤシ ★
18 カゼトゲタナゴ ☆ 68 グッピー ★
19 ワタカ 69 メダカ科 メダカ ☆

20 オイカワ 70 カジカ科 カジカ類＊３

21 カワムツ 71 タカサゴイシモチ科 タカサゴイシモチ属の一種

22 ヌマムツ 72 ケツギョ科 オヤニラミ ☆
23 ヤチウグイ ☆ 73 オオクチバス ★
24 アブラハヤ 74 ブルーギル ★
25 タカハヤ 75 カワスズメ科 カワスズメ ★
26 ウグイ 76 ドンコ科 ドンコ
27 マルタ 77 カワアナゴ
28 エゾウグイ 78 オカメハゼ
29 モツゴ 79 スミウキゴリ
30 ビワヒガイ 80 シマウキゴリ
31 ムギツク 81 ウキゴリ
32 タモロコ 82 ビリンゴ
33 ゼゼラ 83 ジュズカケハゼ ☆
34 カマツカ 84 マハゼ
35 ツチフキ 85 アシシロハゼ
36 コウライニゴイ 86 ヒナハゼ
37 ニゴイ 87 ゴクラクハゼ
38 イトモロコ 88 シマヨシノボリ
39 スゴモロコ 89 オオヨシノボリ
40 コウライモロコ 90 クロヨシノボリ
41 ドジョウ 91 トウヨシノボリ
42 カラドジョウ ★ 92 カワヨシノボリ
43 シマドジョウ 93 ヌマチチブ
44 ヤマトシマドジョウ 94 カムルチー ★

45 スジシマドジョウ小型種 ☆ 95 コウタイ ★

46 フクドジョウ 合計 24科 95種 16 12

47 エゾホトケドジョウ ☆
48 ホトケドジョウ ☆
49 ギギ
50 ギバチ ☆

カダヤシ科

サンフィッシュ科

カワアナゴ科

ハゼ科

タイワンドジョウ科

サケ科

トゲウオ科

コイ科

ドジョウ科

ギギ科

ヤツメウナギ科

ウナギ科


