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はじめに

｢里山｣とは、集落や人里周辺の丘陵山地のことをいい、新潟県の中

越地方では、コナラなどの落葉広葉樹を主とした雑木林が、多く見受

けられます。また、木材生産の場としてのスギ林も広い面積を占めて

います。この里山は、かつて、炭焼きやたき木拾い、落ち葉による堆

肥づくり、山菜、きのこなどの生活資源の供給源として、山村の人々

の生活には不可欠のものでした。また、その母なる自然は、人々の畏

敬の対象でもあり、郷土の文化を育み、伝説や民話を生み出し、子ど

もたちの遊びや学びの場でもありました。里山は、計画的に繰り返し

人の手が加わることで、環境が維持され、さまざまな生きものたちの

ゆりかごにもなっていました。しかし、昭和３０年代以降、燃料の石

油エネルギーへの転換などにより、里山と人々との関係は薄れ、人の

手が入らなくなった里山が多くなり、そこを生活の場としていた生き

ものも、大変な影響を受けてしまいました。また、人々の心の中から

も豊かな里山の自然は薄れていきました。

そのような憂慮すべき時代の流れの中、近年、里山の自然の重要性

が見直され、各地で保全と活用の動きが出始めてきました。かつての

ような、生活に密着した里山の利用とはいきませんが、整備の人手が

入るようになってきました。しかし、その動きはこれからが本番で、

新たな地域住民の参画と、息の長い取り組みが必要不可欠です。

この里山フィールドガイドシリーズは、新潟県の里山をフィールド

とした６テーマからなります。詳しい知識を得るには、他のすぐれた

参考書が数多く出版されていますが、本書は郷土の里山の自然の案内

役として作成しました。皆さんが本書を手に里山に出かけ、里山の自

然の魅力に気づかれることを望んでやみません。

編者
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１．里山で暮らす哺乳類
人里に近い里山は、多くの哺乳類にとっても住みやすい場所であ

る。雑木林やスギ林、ススキの草原、水路や溜池など、変化に富ん

だ環境がそろっているからである。人里の畑や田んぼには、取り残

しの果物や野菜などもあり、時には人が捨てた残飯も動物たちの餌

になることがある。近年は奥山の荒廃が進んだこともあり、様々な

動物たちが人里近くに住むようになり、野生動物が市街地に出没し

て、話題に上ることも少なくない。

新潟県では、人の住む里は海岸近くの平野部から低山帯、ブナ帯

まで及んでいるため、本書ではブナ帯上部の奥山に住む哺乳類も取

り上げることとした。

２．雪国に住む哺乳類
雪国の冬の暮らしは、動物たち

にとっても厳しいものである。雪

中で寒さや飢えに耐え、餌を確保

するのは大変であり、追う動物も

追われる動物も必死である。

、哺乳類は寒さから身を守るため

越冬を前に暖かな冬毛に生え替わ

る。雪国に住むノウサギは、耳の

先端の黒色部をのぞいて全身白色

に変わる。雪に紛れて捕食者から

身を隠すための保護色である。

、カエルやヘビなどの変温動物は

厳しい冬を冬眠して過ごすことが

できるが、哺乳類ではクマやヤマ

ネ、コウモリ類などごく一握りの

種類に限られる。

冬毛のノウサギ（南雲敏夫氏撮影）

丸くなって冬眠するヤマネ
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３．フィールドサインに注目！
哺乳類は感覚が鋭く、警戒心も強いため、野外で直接目にする機

。 、 、会はなかなかないものである しかし 動物たちが残した足跡や糞

食痕などのフィールドサインを調べれば、そこでどんな動物が何を

していたのかを知ることができる。

（１）足跡

形や大きさ、足跡の配列などか

ら、動物の種類や行動を知ること

ができる。いざ探すとなると動物

の足跡はそう簡単には見つからな

いが、水際の泥の上や雪上には残

りやすい。雪国の冬は、哺乳類の

観察に格好の季節である。

１．泥の上のタヌキの足跡：ネコに似て丸いが、必ず爪の跡が残る

２．特徴的なキツネの足跡：左右の足跡がほとんど一直線に並ぶ

３．山道にあったツキノワグマの足跡：大きく長い５本の爪跡が残る

４．雪上のニホンザルの足跡：まるで子どもの手袋の跡のよう

５．川原の砂上のイタチの足跡：５本の指が分かる小さな足跡

６．畑に残されたイノシシの足跡：カモシカと同じ蹄であるが、副蹄の跡が明瞭

雪原を走り回ったノウサギの足跡

５

１ ２ ３

４ ６
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（２）糞・食痕

糞や食べ残しの破片や殻などから、これを残した動物の種類や食

性など、多くの情報を得ることが

できる。１個の種子から植物の種

類が分かり、１本の毛から食べら

れた動物の種類も分かる。

樹皮に残ったクマの爪痕、カモ

シカが角をといだ跡、タヌキがネ

ズミをねらった掘り返し跡なども

重要なフィールドサインである。

穴のあいたオニグルミの殻

左）アカネズミ食痕 右）リスの食痕

１．ブナの実を食べたサルの食痕

２．リスが鱗片をはがしたアカマツの球果

３．ミズキの樹上のクマ棚

４．タラノキの芽を食べたノウサギの食痕

５．毛や骨片が混じるキツネの糞
６．枝先を食べたカモシカの食痕
７．ノウサギ糞（大）とムササビ糞（小）
８．たくさんの種子が含まれるテンの糞
９．カモシカの大量の糞

１ ２ ３

６

９８７

４ ５
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４．里山に住む哺乳類
（１）モグラの仲間（食虫類）

モグラの仲間は、食虫類という名前のとおり、主に土壌中のミミ

ズや昆虫などを食べている。カワネズミのように水中生活に適応

して、魚や水生昆虫を主食にしているものもある。ほとんどの種

類は、視力の発達が悪く、もっぱら嗅覚と触覚で行動している。

より生活力の旺盛なコウベモグラが西日本から分布を拡大しつつ

あり、境界ではモグラ戦争が静かに繰り広げられているという。

・ジネズミ（トガリネズミ科）

頭胴長（鼻先から尾の付け根ま

で）６～８cmほどの、小さな前足

と大きな耳介の原始的な食虫類で

ある。各地の林や河畔林などに住

み、落ち葉の下でミミズや昆虫類

などをあさる。体に似合わぬ大食

漢である。

・ニホンカワネズミ（トガリネズミ科）

水中を巧みに泳いで、水生昆虫や魚、カエルなどを捕食する。水

中では毛の間に空気を含んで銀色に輝くため、ギンネズミと呼ぶ地

方もある。目は皮下に埋もれて小さく、嗅覚や触覚が鋭い。

本州・四国・九州に分布し、国

外では、ヒマラヤから中国南部な

どに分布する。大陸と地続きの時

代に日本列島にやってきた。

かつては、各地の渓流や里山の

小川で見られたが、最近はごく珍

しくなった。

前足は小さく、落葉層で餌をあさる
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・ヒミズ（モグラ科）

頭胴長９～10cmの小型のモグラ

で、他の種類に比べて前足は小さ

めである。耳介はなく、尾は棍棒

。のようでブラシ状の感覚毛がある

草地や林に住み、半地下生活を

送るが、時折地表にも出てくる。

・アズマモグラ（モグラ科）

、 、前足は大きく 尾は短い棍棒状

。地中生活に適応したモグラである

坑道内を巡回しながら、ミミズや

クモ、ムカデなどを捕食する。

東日本に広く分布し、県内各地

の草地や森林に住んでいるが、新

潟平野の中心部と佐渡島には分布

しない。県内に住むアズマモグラ

は小型で、頭胴長12～13cmほど。

コモグラと呼ばれることもある。

・エチゴモグラ（モグラ科）

新潟平野の中心部だけに分布す

る。頭胴長は15～18cmと、前種よ

り二回りほど大きく、生息域が重

なる場所でも、坑道の大きさから

区別することが可能である。前種

の坑道は直径６cmほど、本種では

８～９cmもある。

佐渡島に分布するサドモグラの

亜種という説もある。

アズマモグラ（上）とエチゴモグラ（下）
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（２）コウモリの仲間（翼手類）

コウモリの仲間は、いずれも夜

行性で素早く飛び回るため、間近

で見る機会はほとんどない。超音

波を発して、その反射音をとらえ

る一種のレーダー装置をもってお

り、飛翔中の昆虫を専門に捕食す

る。声の周波数は人間の可聴域を

超えるため、ほとんど聞き取るこ

とができない。

コウモリは、餌の乏しい冬を、

冬眠によって乗り越えることがで

きる例外的な哺乳類である。

新潟県内では12種類ほどが知ら

れているが、旧中里村の清津峡か

らは９種類も確認されているとの

ことである（藤ノ木氏調査 。）

ほとんどのコウモリは、生息域

。がごく限られる絶滅危惧種である

アブラコウモリはイエコウモリと

も呼ばれ、人家に営巣し、市街地

にまで見られる。

コキクガシラコウモリ（金安氏撮影）

（キクガシラコウモリ科）

本種は日本固有種と考えられている

が、前種はヨーロッパまで分布。

キクガシラコウモリ（藤ノ木氏撮影）

（キクガシラコウモリ科）

鼻の部分が平板状になっているの

は、超音波を発する機能と関係あ

ると言われている。

アブラコウモリ（ヒナコウモリ科） （藤ノ木氏撮影）

最も身近に住むコウモリ：頭部（中）、妊娠中の雌（右）１～３仔を産む
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（３）サルの仲間（霊長類）

・ニホンザル（オナガザル科）

本州・四国・九州・淡路島および屋久島などに分布する。サルの

仲間はもともと熱帯地域に分布す

るが、ニホンザルは世界最北端の

サルとして知られている。リーダ

ーを中心に、数十頭の群れをつく

って行動する。

近年生息数が増加して農地や人

里にも出没し、人間とトラブルを

起こす例が増えてきている。

（４）ウサギの仲間（ウサギ類）

・ノウサギ（ウサギ科）

頭胴長40～55cmほどで後肢が発

達し、地面につく部分は13～16cm

もある。草食性で冬季は樹皮や細

。 、枝を食べる 早春から秋にかけて

連続して数回出産する。冬白化す

る雪国に住むタイプは、トウホク

ノウサギと呼ばれる。

ウサギコウモリ（ヒナコウモリ科）

長い耳介が特徴的（藤ノ木氏撮影）

モモジロコウモリ（ヒナコウモリ科）

１年中大きな集団で暮らすという

（金安氏撮影）

耳介の先端は夏冬ともに黒色
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（５）リスやネズミの仲間（齧歯類）

上下の顎に一生伸び続ける１対の鋭利な門歯をもち、固いもので

も削って食べることができる。門歯の前面は黄色みを帯びた硬いエ

ナメル質、内側は象牙質でできており、内側が摩耗しやすいため、

常に鋭利に保たれている。

ネズミの仲間は草地や農地、森林など様々な環境に住むが、ハツ

カネズミ・クマネズミ・ドブネズミの３種の家ネズミは、人間が暮

らす全世界に分布する。リスの仲間は樹上生活に適応し、ムササビ

やモモンガは、空中を滑空することもできる。

・ニホンリス（リス科）

頭胴長は20cm前後、尾は15cm前

。後で毛がふさふさ生えていて太い

大きな尾は、枝から枝にジャンプ

するときに、空中でバランスをと

るのに役立つ。若芽や木の実など

を食べ、堅いオニグルミの殻を割

ることもできる。

・ムササビ（リス科）

頭胴長40cm前後で小型のウサギほど、尾は太い

棍棒状で、頭胴と同じぐらいの長

さがある。皮膜を広げると小さめ

の座布団ほどの大きさがあり、尾

と後肢の間にも皮膜が発達し、数

十ｍ以上滑空できる。夜行性で、

柔らかい木の芽や果実を食べる。

バンドリ、バットリなどと呼ぶ

地方が多いが、長岡地域ではモモ

ンガと呼ぶため、注意が必要。

耳毛が伸びた冬毛のニホンリス

（南雲敏夫氏撮影）

滑空するムササビ、樹洞から顔を

出すムササビ（五味川氏撮影）
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・モモンガ（リス科）

頭胴長20cm以下でリスより小さ

く、尾は扁平で頭胴の70％程度で

ある。名前に反して、眼は大きく

実に愛くるしい動物である。

ブナ帯から亜高山帯の森林に住

むが、秋山郷では神社や人家に巣

を作ることもある。日本固有種で

本州・四国・九州に住む。

・ヤマネ（ヤマネ科）

頭胴長７～８cmほど、尾に長い毛が生え、一見リスともネズミと

も似ている。毛色は淡い褐色で、背中に黒褐色の線が入り、目のま

わりも黒褐色である。

夜行性で木の幹や枝を伝って巧

みに動き回り、木の実や昆虫類、

小鳥の卵などを探す。越冬前にさ

かんに餌を摂って脂肪を蓄え、樹

洞や落ち葉の中で、丸くなって冬

眠する。ブナ帯から亜高山帯に生

息する。

・ハタネズミ（ネズミ科）

耳は小さめで尾は短く、体型は

。一見モグラを思わせるものがある

地中にトンネルを掘り、根茎など

を食べ、地上でも餌をあさる。巣

穴はアズマモグラのものと似てい

るが、付近の草が咬み切られてい

ることが多い。

樹洞から顔を出したモモンガ

家族で住んでいるようである

見かけより素早い動きをするヤマネ

他のネズミより目や耳が小さい
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・アカネズミ（ネズミ科）

アカネズミは、最も分布の広い野ネズミで、平野部の松林や河畔

林から、高山帯まで多様な環境に

住み着いている。背面はやや黒み

を帯びた栗色で腹面は白色、頭胴

長８～10cmほどである。主に地上

で行動し、オニグルミやドングリ

、 、 、などの木の実 根茎 昆虫類など

様々な餌を食べる。

・ヒメネズミ（ネズミ科）

アカネズミより一回り小型で、

尾は頭胴より長い。背面は栗色で

腹面は白い。発達した森林で半樹

上生活をしている。アカネズミと

同所に生息することが多いが、ヒ

メネズミはブナ林内に、アカネズ

ミは笹やぶに多いという。

・カヤネズミ（ネズミ科）

、日本産のネズミ類の中で最小で

頭胴長５～８cm。尾は頭胴より長

、 。く 草に巻きつけることができる

、イネ科植物が繁茂する湿地に住み

。草の上に鳥の巣状の丸い巣を作る

本州中部以南・四国・九州に生

息し、中国大陸～ヨーロッパまで

広く分布する。県内では、中越の

、海岸付近で生息が確認されており

分布北限に当たるようである。

尾が長く、足は小さめである

カヤネズミと巣（山浦氏撮影）
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（６）クマやキツネの仲間（食肉類）

犬歯がよく発達し、

臼歯の先端は鋭く尖っ

ている。特に上顎第四

小臼歯と下顎第一大臼

歯は、鋏のように咬み

合い、裂肉歯となって

いる。強大な側頭筋を

もつアナグマなどで

は、頭頂の筋肉付着部がキール状に隆起している。

・タヌキ（イヌ科）

頭胴長50～60cmで、ずんぐりしている。北海道・本州・四国・九

州・佐渡島、東アジア一体に分布

。 、 、する 雑食性で ネズミやカエル

ヘビ、昆虫類から、木の実や根茎

などを幅広く食べ、畑の作物を荒

らすこともある。ムジナという地

方名が一般的であるが、これがア

ナグマを指す地域もあり要注意。

・キツネ（イヌ科）

頭胴長60～70cm、背面の毛色は

赤褐色で、尾は太くて長い。分布

は、ユーラシア大陸から北アメリ

。 、カ全域に及ぶ ノウサギやネズミ

ヘビやカエル、鳥類、昆虫類も捕

食するが、サルナシなどの漿果も

食べる。キツネはタヌキ以上に珍しい動物であったが、近年増加傾

向にあり、人家周辺でも見られるようになってきている。

キツネの裂肉歯と、アナグマの頭頂の側頭筋付着部



- 13 -

・ツキノワグマ（クマ科）

本土最大の哺乳類で、頭胴長120～145cm、体重70～120kgに達す

る。強大な犬歯をもっているが、草食性に偏った雑食性で咬面の平

らな臼歯をもつ。ブナやミズナラ

などの種子、ヤマブドウやアケビ

などの漿果、アリやハチなどの昆

虫類などを食べる。樹上の木の実

を食べた跡には、クマ棚（円座）

ができる。近年、人里や市街地へ

の出没が増えて、人に被害を及ぼ

、 。し 駆除される数が増加している

・テン（イタチ科）

、 。 、頭胴長40～50cmで 雄の方が大きい 夏毛は全身茶色で喉が橙色

冬毛は顔面が白色で全身黄色にな

る。ネズミや爬虫類、両生類、鳥

類や昆虫などを捕食し、樹上のリ

。スを追跡して捕らえることもある

サルナシやヤマグワなどの漿果類

を好み、これらが実る季節には、

ほとんど専門に食べている。

・イタチ（イタチ科）

体は細長く、足は短い。雄は頭

胴長30～35cm、雌は二回りも小さ

い。体は茶色であるが個体により

明暗差があり、額から鼻面が黒褐

。 、 、色 水辺を好み ネズミやカエル

昆虫類、鳥類などを捕食し、水に

潜って魚やザリガニも捕らえる。

（新潟県ツキノワグマ研究会提供）

夏毛のテン（中島氏撮影）

木橋を渡るイタチ（南雲敏夫氏撮影）
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・オコジョ（イタチ科）

頭胴長14～20cmで、雄の方が大

型である。国内では、本州中部以

北の山岳地と北海道に分布する。

、夏毛は背面が茶褐色で腹面は白色

尾の先端が黒い。冬毛は全身白色

に変わり、尾の先端は黒いままで

ある。秋山郷や奥清津地区では、

冬になると人里まで下りてくる。

・アナグマ（イタチ科）

、 、 。頭胴長45～60cm 四肢が太短く 体が頑丈で一見クマに似ている

体色はくすんだ褐色で、目の周辺

、 。は黒く 鼻から額中央が白っぽい

本州・四国・九州、ユーラシア北

部に広く分布する。数はタヌキに

比べてずっと少ない。地中に巣穴

を掘って集団生活し、ときおりタ

ヌキも同居するという。ムジナ、

マミ、ササグマとも呼ばれる。

・ハクビシン（ジャコウネコ科）

頭胴長60cm、尾長40cmほど、鼻

先から額の目立つ白線が特徴的。

雑食性でネズミやカエル、昆虫な

どの小動物を食べ、木登りが得意

で果実や鳥の卵なども食べる。

東南アジア原産で、新潟県内で

は1978年に県北部で初記録、現在

では全県下に広がっている。

夏毛のオコジョ（大村氏提供）

数が少ないアナグマ（中島氏撮影）

木橋を渡るハクビシンの前・後ろ姿

（南雲敏夫氏撮影）
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（７）カモシカやイノシシの仲間 （偶蹄類）

カモシカやシカ、イノシシの仲間は、第三、第四指の蹄で体を支

えて歩行するため偶蹄類の名がある。第二、第五指の副蹄は短く、

普通地面につかないが、土や雪に深く沈んだときには、跡が残るこ

とがある。特にイノシシは副蹄が大きいため、跡が残りやすい。

新潟県内にはカモシカ１種が分布していたが、最近イノシシが定

着を始め、ニホンジカも群馬県側から入り込み始めている。

・イノシシ（イノシシ科）

体重50～150kgほどに成長し、雄

が大型。長い鼻面で土を掘り起こ

し、根茎類や木の実、カエルやヘ

ビなどの小動物を食べる。積雪１

ｍを越す日本海側の多雪地には生

息しないといわれていたが、最近

では1999年に捕獲されて以来、増

加傾向にある。2006年度には捕獲

数が全県で50頭を越え、農作物や

人的な被害も発生し始めている。

・カモシカ（ウシ科）

頭胴長１ｍほど、雌雄ともに長さ13cm前後の角をもつが、シカと

違って、生え代わることはない。毛色は普通は灰褐色であるが、ほ

とんど白色から黒色まで変化に富

む。様々な草や木の葉、樹皮、サ

サなどを主食にしているが、上顎

に門歯がないため、切り口がぎざ

ぎざになる。糞は長めの粒状で、

ため糞をする性質がある。近年里

山にも分布を広げてきている。

湯沢の魚野川に流れ着いたイノシシ

前足の蹄の形に注目

（南雲潔氏提供）
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５．移り変わる哺乳類相
（１）人里に出没する野生動物

奥山に住んでいたキツネやニホンザル、カモシカやツキノワグマ

が、人里のすぐ近くで暮らすようになり、これまでほとんど生息し

なかったイノシシも増え始めている。農作物に被害が出たり、人が

死傷する事態もおき始めている。広葉樹林の減少など原因は人間社

、 。会の方にあり 改めて野生動物との共存の道を模索する必要がある

（２）激減したノウサギ

一方、ノウサギは減少を続け、最近の捕獲数は年２千頭前後、30

年前の15万頭に比べると数十分の一に減ったことになる。キツネ等

の天敵の増加など、様々な原因が考えられる。大型猛禽類が餌不足

に陥っており、繁殖率の低下など危機的状況もおきている。

（３）絶滅に向かうツキノワグマ

大量出没が相次いだ2006年度は、県内で508頭が捕獲された。こ

のままではクマは絶滅の道を歩むことが心配される。我が国では、

次々と第二、第三のトキが生まれつつある。
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里山の主な動物の頭骨

哺乳類の頭骨を大きさ順に並べた。動物名を推定してみよう！

・全体の大きさ、歯の形状、角の有無などで識別できるが、結合

組織や鼻の軟骨、皮膚、毛皮が加わることを念頭に入れる。

門歯は上下とも１対。臼歯は植
物をすりつぶす形． 犬歯がな
く、その部分に広い隙間がある．

頭は細長く、犬歯がよく発達．
臼歯は鋭利で裂肉歯が発
達、肉を咬み切るのに適して

犬歯の発達は悪く、臼歯の咬
面は平ら．全体的に弱々しい
感じを受ける．

Ａ・Ｂと似るがずっと大きい．
上の１対の門歯の裏に、もう１
対の小さな門歯がある．

Ｃと似て頭は長めであるが、
ずっと大きい．犬歯、裂肉歯
がよく発達している．

Ａとよく似るが、ずっと大きい．
門歯は先端が尖ったのみのよ
う．Ａと同じく、門歯前面はオ
レンジ色の硬いエナメル質．
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答えはＰ21に掲載

犬歯、裂肉歯が発達するが、I
ほどではない．

犬歯、裂肉歯がよく発達する．
犬歯は細く長い．

頭骨は頑丈で、背中部が隆起
し、強大な側頭筋をもっているこ
とが分かる．

先の尖った角が、頭骨の上にキ
ャップのようにかぶっている．写
真は上顎のみ。左側の角がつ
いた状態．

頭骨は頑丈で、犬歯は太い．
臼歯は人間に似て、咬面が平
ら．

Ｊと似るが、角は枝分かれし、
毎年生え替わる．Ｊと同じく、
上顎には門歯がない．

頭骨は大きく、頑丈．臼歯はＫにやや
似る．雄の強大な上下の犬歯は、鋏の
ように咬みあい、研ぎすまされている．
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No. 目　名 科　名 種　名 備　　考

1 モグラ目　（食虫類） トガリネズミ科 ホンシュウトガリネズミ

2 ジネズミ

3 ニホンカワネズミ 新潟県準絶滅危惧

4 モグラ科 ヒミズ

5 ミズラモグラ 新潟県準絶滅危惧

6 アズマモグラ

7 エチゴモグラ 新潟県絶滅危惧Ⅱ類

8 コウモリ目　（翼手類） キクガシラコウモリ科 コキクガシラコウモリ

9 キクガシラコウモリ

10 ヒナコウモリ科 カグヤコウモリ

11 モモジロコウモリ

12 モリアブラコウモリ 新潟県絶滅危惧Ⅰ類

13 アブラコウモリ 別名イエコウモリ

14 ヤマコウモリ 新潟県絶滅危惧Ⅱ類

15 ヒナコウモリ

16 ウサギコウモリ 新潟県絶滅危惧Ⅱ類

17 ユビナガコウモリ

18 コテングコウモリ 新潟県絶滅危惧Ⅱ類

19 テングコウモリ 新潟県絶滅危惧Ⅱ類

20 サル目　（霊長類） オナガザル科 ニホンザル

21 ウサギ目　（ウサギ類） ウサギ科 ノウサギ

22 ネズミ目　（齧歯類） リス科 ニホンリス

23 モモンガ

24 ムササビ

25 ヤマネ科 ヤマネ 新潟県準絶滅危惧・天然記念物

26 ネズミ科 ハタネズミ

27 アカネズミ

28 ヒメネズミ

29 カヤネズミ

30 ハツカネズミ

31 クマネズミ

32 ドブネズミ

33 ネコ目　（食肉類） クマ科 ツキノワグマ

34 イヌ科 タヌキ

35 キツネ

36 イタチ科 テン

37 イタチ

38 オコジョ 新潟県準絶滅危惧

39 アナグマ

40 ジャコウネコ科 ハクビシン 外来種

41 ウシ目　（偶蹄類） イノシシ科 イノシシ

42 シカ科 ニホンジカ

43 ウシ科 カモシカ 特別天然記念物

新潟の里山に住む哺乳類目録
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特定非営利活動法人 越の里山倶楽部は、人と里山のよき関係

を深めるため、｢雪国の里山｣の自然を守り育て、次代を担う子供

たちに里山の大切さと魅力を伝えていくために、さまざまな活動

を行っています。 
当会は、会員の会費や助成金、環境教育事業の受託などによっ

て運営する非営利団体です。会の趣旨に賛同し、ご支援いただけ

る会員を随時募集しております。お力添えいただければ幸いに存

じます。会員の皆様には、四季折々の自然情報や、催しのご連絡

を差し上げます。 
詳細については、お気軽に事務局までお問い合わせください。

 
越の里山倶楽部事務局 

〒940-2042 新潟県長岡市宮本町 1丁目 468-1 
TEL・FAX：0258-47-8050 

 里山フィールドガイドシリーズ編集委員・執筆者 
編集委員     

西山 拓 （越の里山倶楽部事務局長） 

河合佳代子（越の里山倶楽部専務理事） 

執筆者 

・里山の哺乳類    井上信夫（雪国自然学校） 

・里山のカエルとヘビ         〃 

・里山の鳥      古川英夫（長岡野鳥の会）     

・木の実・草の実   櫻井幸枝（植物同好じねんじょ会） 

・雑木林の木々    中澤英正（津南町自然に親しむ会）    

・里山のきのこ    西山 拓（越の里山倶楽部事務局長）
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写真・情報をご提供いただいた方々

（アイウエオ順・敬称略）

・大村康夫（新潟市）

・金安健一（長岡市）

・五味川秋男（新潟市）

・中島卓也（新潟市）

・南雲 潔（湯沢町）

・南雲敏夫（十日町市）

・藤ノ木正美（十日町市）

（ ）・新潟県ツキノワグマ研究会 日本ツキノワグマ研究所

・山浦知雄（新潟市）

Ａ：アカネズミ Ｆ：ノウサギ Ｋ：ツキノワグマ

Ｂ：リス Ｇ：タヌキ Ｌ：シカ雄（エゾシカ）

Ｃ：イタチ雄 Ｈ：アナグマ Ｍ：イノシシ雄

Ｄ：ハクビシン Ｉ：キツネ

Ｅ：テン雄 Ｊ：カモシカ






