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発刊にあたって 

 

岩手県立博物館は昭和 55（1980）年の開館以来、県民をはじめとする皆様のご協力によ

り資料収集活動を行い、調査研究・教育普及・展示活動等に活用してまいりました。開館 40

周年を迎えた今年度までに登録された資料は、32万点を超えております。 

収蔵資料目録は、これらの資料を岩手県民共有の宝として恒久的に保管し、かつ有効に利

用することができるようにと、昭和 60 年度より刊行してきたものです。平成 23 年度第 24

集からはデジタル版を製作し、当館のウェブサイトで公開しています。平成 26年度に第 27

集を刊行してからしばらく休止しておりましたが、今年度は６年ぶりに第 28集を発行する

こととなりました。 

第 28集の内容は、開館から現在までに当館の生物部門と地質部門が収集した、現生の哺

乳類と鳥類の標本目録です。骨格・剥製・毛皮等の実物標本と複製標本及びカービング、合

計 944件の資料情報を収録しました。 

このうち約半数の資料は、県民や各地の研究者から提供していただいた動物の遺体を用

いて製作した剥製標本や骨格標本です。これらは岩手県の自然の姿とその変遷を記録に留

めるための証拠となるものです。また、約４分の１の資料は県民からの寄贈によるもので、

通常は入手の難しい貴重な資料も多く含まれています。これらの資料は、当館における日頃

の展示・教育活動に大いに活用されています。改めて、ご協力くださいました方々に心より

御礼を申し上げます。 

当館では今後も資料の収集活動の充実に努めてまいる所存です。皆様からのなお一層の

ご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和３年３月 

 

岩手県立博物館 

館長 髙橋廣至 



凡 例 
 

１ 本目録は、岩手県立博物館が収蔵している資料のうち、令和 2 年度末までに登録した現生

の哺乳類及び鳥類の全標本について掲載したものである。現生哺乳類の標本には、生物部

門が管理するものと、地質部門が管理するものの両方が含まれている。 

 

２ 本目録は哺乳類の部と鳥類の部で構成される。各部においては、資料の種類を本剥製・仮

剥製・毛皮標本・骨格標本・液浸標本・その他（模型・カービング等）に分け、この順に

各標本の情報を掲載した。 

 

３ 掲載した標本情報は、左から順に、資料種別、資料登録番号、標本の分類学的属性（目・

科・標準的な和名・学名）、形状・部位、個体の情報（性別・生活史段階）、標本点数、採

集情報（採集地・採集年月日）、備考（品種名など）、管理部門名（哺乳類のみ：生物また

は地質）である。なお、個体の性別や採集地、採集年月日などが不明な場合は空欄とした。 

 

４ 哺乳類の和名と学名は、川田ほか（2018）・今泉（1960）・上坂（1964）に従い、亜種の学

名は GBIF（2021）・今泉（1960）・上坂（1964）に従った。並び順は川田ほか（2018）に

従い、亜種は学名のアルファベット順とした。鳥類の和名と学名及び並び順は日本鳥学会

（2012）および del Hoyo et al.（1992-2011）にしたがった。 

 

５ 本目録に関する資料整理は、主として岩手県立博物館生物部門専門学芸調査員の渡辺修二

と、同じく専門学芸調査員の髙橋雅雄が行った。編集は生物部門が行った。 

 

６ 本目録に掲載した標本のうち採集情報が明らかなものについて、サイエンスミュージアム

ネット（http://science-net.kahaku.go.jp/）及び GBIF（https://www.gbif.org/）へ 2021 年に標本

情報を提供した。 

 

 

引用文献： 

GBIF.org (2021) GBIF Home Page. URL: https://www.gbif.org (参照 2021/03/30/) 

del Hoyo, J, Elliott A, Sargatal J & Christie DA (eds) (1992) Handbook of the birds of the world. Vols. 

1-16. Lynx editions. 

今泉吉典 (1960) 原色日本哺乳類図鑑. 保育社. 

川田伸一郎・岩佐真宏・福井大・新宅勇太・天野雅男・下稲葉さやか・樽創・姉崎智子・横畑

泰志 (2018) 世界哺乳類標準和名目録. 哺乳類科学 58（別冊）：1-53. 

URL: https://doi.org/10.11238/mammalianscience.58.S1 (参照 2021/03/30/) 

日本鳥学会 (2012) 日本鳥類目録改訂第 7 版. 日本鳥学会. 

上坂章次 (1964) 原色家畜家禽図鑑. 保育社. 



 

 

 

 

１ 哺乳類の部 

 

 

 

 

 

 

 



岩手県立博物館　収蔵資料目録第28集　生物Ⅷ　哺乳類・鳥類

哺乳類
本剥製
資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考 部門
本剥製 263075 被甲目 アルマジロ科 ココノオビアルマジロ Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 1 生物
本剥製 019896 霊長目 オナガザル科 ホンドザル Macaca fuscata fuscata (Blyth, 1875) 1 栃木県 1975/01/06 生物
本剥製 019996 霊長目 オナガザル科 ホンドザル Macaca fuscata fuscata (Blyth, 1875) 1 宮城県栗駒郡蔵王 1980/01/16 生物
本剥製 271233 霊長目 テナガザル科 テナガザル科の一種 Hylobatidae sp. 1 生物
本剥製 019901 齧歯目 リス科 ニホンリス Sciurus lis Temminck, 1844 1 岩手県盛岡市 1977/11/08 生物
本剥製 030248 齧歯目 リス科 ニホンリス Sciurus lis Temminck, 1844 1 岩手県花巻市 1981/12/07 生物
本剥製 030275 齧歯目 リス科 ニホンリス Sciurus lis Temminck, 1844 1 岩手県北上市和賀町立川目 1978/08/16 生物
本剥製 245542 齧歯目 リス科 ニホンリス Sciurus lis Temminck, 1844 1 生物
本剥製 263068 齧歯目 リス科 ニホンリス Sciurus lis Temminck, 1844 1 生物
本剥製 027610 齧歯目 リス科 ニッコウムササビ Petaurista leucogenys nikkonis Thomas, 1905 1 岩手県紫波郡矢巾町南昌山 生物
本剥製 030250 齧歯目 リス科 ニッコウムササビ Petaurista leucogenys nikkonis Thomas, 1905 1 岩手県紫波郡矢巾町 1981/11/07 生物
本剥製 033813 齧歯目 リス科 ニッコウムササビ Petaurista leucogenys nikkonis Thomas, 1905 1 岩手県和賀郡西和賀町沢内貝沢 1980/10/** 生物
本剥製 118968 齧歯目 リス科 ニッコウムササビ Petaurista leucogenys nikkonis Thomas, 1905 1 岩手県盛岡市下厨川東北農業研究センター 2003/06/12 生物
本剥製 272385 齧歯目 リス科 ニッコウムササビ Petaurista leucogenys nikkonis Thomas, 1905 1 岩手県宮古市 生物
本剥製 020014 齧歯目 リス科 ニホンモモンガ Pteromys momonga Temminck, 1844 2 岩手県北上市和賀町岩崎 1979/01/08 生物
本剥製 027577 齧歯目 リス科 ニホンモモンガ Pteromys momonga Temminck, 1844 亜成獣 1 岩手県盛岡市上米内 1981/04/10 生物
本剥製 019997 齧歯目 ヤマネ科 ヤマネ Glirulus japonicus (Schinz, 1845) 1 岩手県盛岡市砂子沢 1979/10/10 生物
本剥製 040125 齧歯目 ヤマネ科 ヤマネ Glirulus japonicus (Schinz, 1845) 1 岩手県盛岡市浅岸大志田 1983/03/** 生物
本剥製 263066 齧歯目 ヤマネ科 ヤマネ Glirulus japonicus (Schinz, 1845) 1 生物
本剥製 263067 齧歯目 ヤマネ科 ヤマネ Glirulus japonicus (Schinz, 1845) 1 生物
本剥製 020024 齧歯目 キヌゲネズミ科 ヤチネズミ Myodes andersoni (Thomas, 1905) 1 岩手県花巻市大迫町　早池峰山 1979/09/05 生物
本剥製 020018 齧歯目 ネズミ科 ヒメネズミ Apodemus argenteus (Temminck, 1845) 1 岩手県花巻市大迫町大迫 1979/09/10 生物
本剥製 020020 齧歯目 ネズミ科 ヒメネズミ Apodemus argenteus (Temminck, 1845) 1 岩手県花巻市大迫町大迫 1979/09/10 生物
本剥製 020022 齧歯目 ネズミ科 ヒメネズミ Apodemus argenteus (Temminck, 1845) 1 岩手県花巻市大迫町大迫 1979/09/10 生物
本剥製 020023 齧歯目 ネズミ科 ヒメネズミ Apodemus argenteus (Temminck, 1845) 1 岩手県花巻市大迫町大迫 1979/09/10 生物
本剥製 020021 齧歯目 ネズミ科 アカネズミ Apodemus speciosus (Temminck, 1845) 1 岩手県花巻市大迫町大迫 1979/09/05 生物
本剥製 030251 齧歯目 ネズミ科 アカネズミ Apodemus speciosus (Temminck, 1845) 1 岩手県岩手郡葛巻町五日市 1982/08/25 生物
本剥製 020019 齧歯目 ネズミ科 ドブネズミ Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 1 岩手県花巻市大迫町早池峰山河原坊 1979/08/22 生物
本剥製 263069 齧歯目 ヌートリア科 ヌートリア Myocastor coypus (Molina, 1782) 1 岡山県 生物
本剥製 019903 兎形目 ウサギ科 トウホクノウサギ Lepus brachyurus angustidens Hollister, 1912 1 岩手県宮古市重茂 1977/12/20 生物
本剥製 032610 兎形目 ウサギ科 トウホクノウサギ Lepus brachyurus angustidens Hollister, 1912 1 岩手県八幡平市柏台 1979/01/10 生物
本剥製 263078 兎形目 ウサギ科 トウホクノウサギ Lepus brachyurus angustidens Hollister, 1912 1 岩手県八幡平市柏台 1979/01/10 生物
本剥製 263079 兎形目 ウサギ科 トウホクノウサギ Lepus brachyurus angustidens Hollister, 1912 1 生物
本剥製 263080 兎形目 ウサギ科 アナウサギ Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 1 生物
本剥製 150188 兎形目 ウサギ科 アナウサギ属雑種 1 岩手県二戸市足沢字大平 2011/02/16 トモジロウウサギ 生物
本剥製 263089 ハリネズミ形目 ハリネズミ科 アムールハリネズミ Erinaceus amurensis Schrenk, 1859 1 静岡県伊東市 2007年 生物
本剥製 020060 トガリネズミ形目 トガリネズミ科 カワネズミ Chimarrogale platycephalus (Temminck, 1842) 1 岩手県遠野市 1980/09/20 生物
本剥製 042375 トガリネズミ形目 トガリネズミ科 カワネズミ Chimarrogale platycephalus (Temminck, 1842) 1 岩手県花巻市　台川 1983/07/20 生物
本剥製 271234 トガリネズミ形目 トガリネズミ科 カワネズミ Chimarrogale platycephalus (Temminck, 1842) 1 岩手県花巻市　台川 1983/07/20 生物
本剥製 020015 トガリネズミ形目 トガリネズミ科 ホンシュウトガリネズミ Sorex shinto shinto Thomas, 1905 1 岩手県下閉伊郡岩泉町安家江川 1979/08/05 生物
本剥製 049022 トガリネズミ形目 トガリネズミ科 ホンシュウトガリネズミ Sorex shinto shinto Thomas, 1905 1 岩手県岩手郡葛巻町 1986/06/20 生物
本剥製 020017 トガリネズミ形目 モグラ科 シナノミズラモグラ Euroscaptor mizura othai (Imaizumi, 1955) 1 岩手県花巻市大迫町　薬師岳 1979/09/10 生物
本剥製 262941 トガリネズミ形目 モグラ科 アズマモグラ Mogera imaizumii (Kuroda, 1957) 1 生物
本剥製 020016 トガリネズミ形目 モグラ科 ヒミズ Urotrichus talpoides Temminck, 1841 1 岩手県花巻市大迫町 1979/06/05 生物
本剥製 020059 トガリネズミ形目 モグラ科 ヒミズ Urotrichus talpoides Temminck, 1841 1 岩手県下閉伊郡岩泉町 1980/06/10 生物
本剥製 049020 トガリネズミ形目 モグラ科 ヒミズ Urotrichus talpoides Temminck, 1841 1 岩手県久慈市 1985/09/15 生物
本剥製 049021 トガリネズミ形目 モグラ科 ヒミズ Urotrichus talpoides Temminck, 1841 1 岩手県岩手郡葛巻町 1988/07/29 生物
本剥製 030254 翼手目 キクガシラコウモリ科 キクガシラコウモリ Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 1 岩手県盛岡市上田松屋敷 1980/09/01 生物
本剥製 027578 翼手目 ヒナコウモリ科 ヤマコウモリ Nyctalus aviator (Thomas, 1911) 1 岩手県盛岡市上田松屋敷 1980/06/07 生物
本剥製 030252 翼手目 ヒナコウモリ科 ニホンウサギコウモリ Plecotus sacrimontis G.M.Allen, 1908 1 岩手県盛岡市川目 1982/05/12 生物
本剥製 030253 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters, 1880) 1 岩手県盛岡市上田 1981/10/07 生物
本剥製 271216 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters, 1880) 1 岩手県北上市諏訪町 1996/11/01 生物
本剥製 020011 翼手目 ヒナコウモリ科 ノレンコウモリ Myotis bombinus bombinus Thomas, 1906 1 岩手県早池峰山（花巻市大迫町・宮古市・遠野市） 1979/08/05 生物
本剥製 271217 翼手目 ヒナコウモリ科 テングコウモリ Murina hilgendorfi (Peters, 1880) 1 生物
本剥製 263092 食肉目 ネコ科 ベンガルトラ Panthera tigris tigris (Linnaeus, 1758) 1 生物
本剥製 118967 食肉目 ジャコウネコ科 ハクビシン Paguma larvata (C.E.H.Smith, 1827) 1 岩手県大船渡市日頃市町字石橋83 2004/03/07 生物
本剥製 150174 食肉目 ジャコウネコ科 ハクビシン Paguma larvata (C.E.H.Smith, 1827) 幼体 1 岩手県二戸市石切所守合川地内似鳥トンネル前 2009/06/19 生物
本剥製 263105 食肉目 ジャコウネコ科 ハクビシン Paguma larvata (C.E.H.Smith, 1827) 1 宮城県 生物
本剥製 272387 食肉目 マングース科 マングース科の一種 Herpestes sp.
本剥製 079553 食肉目 イヌ科 オオカミ Canis lupus Linnaeus, 1758 ♂ 1 カナダ 生物
本剥製 042374 食肉目 イヌ科 エゾタヌキ Nyctereutes procyonoides albus Beard, 1904 1 北海道 1985年 生物
本剥製 027579 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 1 岩手県花巻市 1981/10/07 生物
本剥製 030247 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 1 岩手県花巻市豊沢 1980/02/05 生物
本剥製 150175 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 1 岩手県盛岡市米内外山（雑木林） 2009/12/27 白色 生物
本剥製 245545 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 1 生物
本剥製 263076 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 1 生物
本剥製 263077 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 1 生物
本剥製 272386 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 1 岩手県宮古市 生物
本剥製 030249 食肉目 イヌ科 ホンドキツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 1 岩手県八幡平市(旧松尾村) 1980/01/26 生物
本剥製 049002 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 幼体 1 岩手県盛岡市（旧玉山村） 1986/12/28 生物
本剥製 049003 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 幼体 1 岩手県岩手郡葛巻町 1986/07/04 生物
本剥製 245546 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 1 生物
本剥製 263093 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 1 生物
本剥製 042373 食肉目 イヌ科 キタキツネ Vulpes vulpes schrencki Kishida, 1924 1 北海道 1985年 生物
本剥製 079551 食肉目 クマ科 ヒグマ Ursus arctos yesoensis Lydekker, 1897 ♂ 1 北海道 生物
本剥製 079831 食肉目 クマ科 ホッキョクグマ Ursus maritimus Phipps, 1774 1 北米 生物
本剥製 019948 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 1 岩手県八幡平市松尾 1978/12/04 生物
本剥製 042397 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 1 栃木県 1985年 生物
本剥製 044457 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 嬰児 1 岩手県花巻市石鳥谷町葛丸渓谷 1988/01/20 生物
本剥製 049005 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 嬰児 1 岩手県花巻市石鳥谷町葛丸渓谷 1988/01/20 生物
本剥製 079552 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 ♀ 成体 1 岩手県気仙郡住田町世田米大平 1991/11/22 アルビノ 生物
本剥製 245547 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 1 生物
本剥製 263085 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 幼体 1 岩手県気仙郡住田町世田米大平 1991/11/22 生物
本剥製 263088 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 幼体 1 岩手県 生物
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岩手県立博物館　収蔵資料目録第28集　生物Ⅷ　哺乳類・鳥類

資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考 部門
本剥製 110919 食肉目 アザラシ科 アゴヒゲアザラシ Erignathus barbatus (Erxleben, 1777) 1 北海道根室 生物
本剥製 110918 食肉目 アザラシ科 クラカケアザラシ Histriophoca fasciata (Zimmermann, 1783) 1 北海道根室 生物
本剥製 263108 食肉目 アザラシ科 カニクイアザラシ Lobodon carcinophaga (Hombron & Jacquinot, 1842) 1 生物
本剥製 110917 食肉目 アザラシ科 ゴマフアザラシ Phoca largha Pallas, 1811 1 北海道根室 生物
本剥製 118966 食肉目 アザラシ科 ワモンアザラシ Pusa hispida (Schreber, 1775) 1 岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里 2004/01/12 生物
本剥製 115261 食肉目 イタチ科 カナダカワウソ Lontra canadensis (Schreber, 1777) ♀ 1 生物
本剥製 019890 食肉目 イタチ科 ニホンカワウソ Lutra nippon Imaizumi & Yoshiyuki, 1989 1 新潟県村上市三面川 生物
本剥製 019899 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 1 岩手県八幡平市松尾 1977/02/15 生物
本剥製 050687 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 1 岩手県岩手郡葛巻町 1990/07/** 生物
本剥製 245544 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 1 生物
本剥製 263070 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 1 生物
本剥製 263071 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 1 生物
本剥製 272382 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 1 岩手県宮古市 生物
本剥製 272383 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 1 岩手県宮古市 生物
本剥製 272384 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 1 岩手県宮古市 生物
本剥製 019898 食肉目 イタチ科 アナグマ Meles anakuma Temminck, 1844 1 岩手県滝沢市 1977/02/26 生物
本剥製 049004 食肉目 イタチ科 アナグマ Meles anakuma Temminck, 1844 1 岩手県岩手郡葛巻町 1985/06/26 生物
本剥製 110929 食肉目 イタチ科 アナグマ Meles anakuma Temminck, 1844 1 岩手県花巻市　国道４号線 生物
本剥製 042779 食肉目 イタチ科 ホンドオコジョ Mustela erminea nippon Cabrera, 1913 1 群馬県 生物
本剥製 271215 食肉目 イタチ科 ホンドオコジョ Mustela erminea nippon Cabrera, 1913 1 生物
本剥製 271223 食肉目 イタチ科 ホンドオコジョ Mustela erminea nippon Cabrera, 1913 1 生物
本剥製 019900 食肉目 イタチ科 ニホンイタチ Mustela itatsi Temminck, 1844 ♂ 1 岩手県盛岡市 1977/02/06 生物
本剥製 019946 食肉目 イタチ科 ニホンイタチ Mustela itatsi Temminck, 1844 ♂ 1 岩手県盛岡市 1978/11/07 生物
本剥製 019947 食肉目 イタチ科 ニホンイタチ Mustela itatsi Temminck, 1844 ♀ 1 岩手県盛岡市 1977/10/08 生物
本剥製 020061 食肉目 イタチ科 ニホンイタチ Mustela itatsi Temminck, 1844 ♂ 1 岩手県盛岡市 1980/12/07 生物
本剥製 030255 食肉目 イタチ科 ニホンイタチ Mustela itatsi Temminck, 1844 ♂ 1 岩手県花巻市 1980/09/10 生物
本剥製 118957 食肉目 イタチ科 ニホンイタチ Mustela itatsi Temminck, 1844 ♂ 1 北海道厚岸郡厚岸町上尾幌 2003年 生物
本剥製 245543 食肉目 イタチ科 ニホンイタチ Mustela itatsi Temminck, 1844 ♂ 1 生物
本剥製 263072 食肉目 イタチ科 ニホンイタチ Mustela itatsi Temminck, 1844 ♂ 1 生物
本剥製 263073 食肉目 イタチ科 ニホンイタチ Mustela itatsi Temminck, 1844 ♂ 1 生物
本剥製 079550 食肉目 イタチ科 ニホンイイズナ Mustela nivalis namiyei Kuroda, 1921 ♂ 1 岩手県久慈市山形町小国 1993/04/10 生物
本剥製 212646 食肉目 イタチ科 ニホンイイズナ Mustela nivalis namiyei Kuroda, 1921 1 岩手県二戸郡一戸町奥中山高森山(標高700m） 2014/10/23 生物
本剥製 271229 食肉目 イヌ科 ニホンイイズナ Mustela nivalis namiyei Kuroda, 1921 1 生物
本剥製 020030 偶蹄目 イノシシ科 ニホンイノシシ Sus scrofa leucomystax Temminck, 1842 1 栃木県 1980/02/10 生物
本剥製 042780 偶蹄目 イノシシ科 ニホンイノシシ Sus scrofa leucomystax Temminck, 1842 1 静岡県 生物
本剥製 019949 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 1♂1♀ 2 岩手県大船渡市五葉山 1978/12/25 生物
本剥製 040132 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 幼体 1 岩手県大船渡市五葉山 1953/12/07 生物
本剥製 079832 偶蹄目 シカ科 エゾシカ Cervus nippon yesoensis (Heude, 1884) ♂ 1 北海道 生物
本剥製 079833 偶蹄目 シカ科 エゾシカ Cervus nippon yesoensis (Heude, 1884) ♀ 1 北海道 生物
本剥製 019902 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 1 岩手県下閉伊郡岩泉町 1978/01/20 生物
本剥製 020065 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 1 岩手県下閉伊郡岩泉町 1981/02/10 生物
本剥製 032611 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 1 岩手県下閉伊郡岩泉町 1983/03/10 生物
本剥製 263081 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 1 生物
本剥製 263083 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 1 生物
本剥製 263084 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 幼体 1 生物

仮剥製
資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考 部門
仮剥製 032650 翼手目 キクガシラコウモリ科 コキクガシラコウモリ Rhinolophus cornutus Temminck, 1834 ♂ 1 岩手県下閉伊郡岩泉町猿沢外山　大穴 1970/11/24 生物
仮剥製 032656 翼手目 ヒナコウモリ科 コヤマコウモリ Nyctalus furvus Imaizumi & Yoshiyuki, 1968 ♂ 1 岩手県宮古市川井　早池峰山 1976/09/19 生物
仮剥製 032651 翼手目 ヒナコウモリ科 アブラコウモリ Pipistrellus abramus (Temminck, 1838) ♀ 1 岩手県下閉伊郡山田町 1960/08/15 生物
仮剥製 020012 翼手目 ヒナコウモリ科 モリアブラコウモリ Pipistrellus endoi Imaizumi, 1959 1 岩手県早池峰山（花巻市大迫町・宮古市・遠野市） 1979/08/05 生物
仮剥製 032653 翼手目 ヒナコウモリ科 モリアブラコウモリ Pipistrellus endoi Imaizumi, 1959 ♂ 1 岩手県盛岡市薮川 1979/08/11 生物
仮剥製 032659 翼手目 ヒナコウモリ科 トウブチチブコウモリ Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1826) ♂ 1 岩手県下閉伊郡岩泉町　追子沢 1976/07/06 生物
仮剥製 032660 翼手目 ヒナコウモリ科 ニホンウサギコウモリ Plecotus sacrimontis G.M.Allen, 1908 ♂ 1 岩手県下閉伊郡岩泉町　追子沢 1976/07/06 生物
仮剥製 027618 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters, 1880) ♀ 1 青森県八戸市 1978/08/22 生物
仮剥製 262997 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters, 1880) ♀ 1 青森県七戸町 1976/06/21 生物
仮剥製 271218 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters, 1880) 1 生物
仮剥製 271219 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters, 1880) ♀ 1 青森県八戸市 1978/08/22 生物
仮剥製 271221 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters, 1880) ♀ 1 青森県八戸市 1978/08/22 生物
仮剥製 032658 翼手目 ヒナコウモリ科 ノレンコウモリ Myotis bombinus bombinus Thomas, 1906 ♂ 1 岩手県久慈市山形町 1979/10/26 生物
仮剥製 032654 翼手目 ヒナコウモリ科 カグヤコウモリ Myotis frater G.M.Allen, 1923 ♀ 1 岩手県宮古市長沢第2地割　北川目 1978/09/01 生物
仮剥製 032655 翼手目 ヒナコウモリ科 カグヤコウモリ Myotis frater G.M.Allen, 1923 ♀ 1 岩手県下閉伊郡山田町荒川 1978/08/31 生物
仮剥製 032648 翼手目 ヒナコウモリ科 シナノホオヒゲコウモリ Myotis hosonoi Imaizumi, 1954 ♀ 1 岩手県下閉伊郡岩泉町早坂高原 1972/06/28 生物
仮剥製 032649 翼手目 ヒナコウモリ科 シナノホオヒゲコウモリ Myotis hosonoi Imaizumi, 1954 ♀ 1 岩手県盛岡市薮川 1979/07/07 生物
仮剥製 032652 翼手目 ヒナコウモリ科 モモジロコウモリ Myotis macrodactylus (Temminck, 1840) ♂ 1 岩手県宮古市 1969/08/16 生物
仮剥製 150179 翼手目 ヒナコウモリ科 モモジロコウモリ Myotis macrodactylus (Temminck, 1840) ♀ 1 岩手県遠野市上郷町仙人峠コウモリ穴 1996/05/10 生物
仮剥製 032645 翼手目 ヒナコウモリ科 クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus Yoshiyuki, 1971 ♀ 1 岩手県下閉伊郡山田町船越(船越半島） 1974/06/29 生物
仮剥製 032646 翼手目 ヒナコウモリ科 クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus Yoshiyuki, 1971 ♂ 1 岩手県宮古市重茂 1979/09/23 生物
仮剥製 032657 翼手目 ヒナコウモリ科 テングコウモリ Murina hilgendorfi (Peters, 1880) ♂ 1 岩手県宮古市重茂 1976/09/07 生物
仮剥製 020013 翼手目 ヒナコウモリ科 ニホンコテングコウモリ Murina silvatica Yoshiyuki, 1983 1 岩手県北上市鬼柳 1978/06/07 生物
仮剥製 032647 翼手目 ヒナコウモリ科 ニホンコテングコウモリ Murina silvatica Yoshiyuki, 1983 ♂ 1 岩手県宮古市重茂 1979/08/23 生物

毛皮標本
資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考 部門
毛皮標本 032663 齧歯目 キヌゲネズミ科 ハタネズミ Microtus montebelli (Milne-Edwards, 1872) 1 岩手県花巻市大迫町 1977/08/21 生物
毛皮標本 032664 齧歯目 キヌゲネズミ科 ハタネズミ Microtus montebelli (Milne-Edwards, 1872) 1 岩手県花巻市大迫町 1977/08/21 生物
毛皮標本 271238 齧歯目 キヌゲネズミ科 ハタネズミ Microtus montebelli (Milne-Edwards, 1872) 1 岩手県花巻市大迫町 1977/08/21 生物
毛皮標本 271239 齧歯目 キヌゲネズミ科 ハタネズミ Microtus montebelli (Milne-Edwards, 1872) 1 岩手県花巻市大迫町 1977/08/21 生物
毛皮標本 032662 齧歯目 ネズミ科 ヒメネズミ Apodemus argenteus (Temminck, 1845) 1 岩手県花巻市大迫町 1977/07/31 生物
毛皮標本 271235 齧歯目 ネズミ科 ヒメネズミ Apodemus argenteus (Temminck, 1845) 1 岩手県花巻市大迫町 1977/07/31 生物
毛皮標本 032665 齧歯目 ネズミ科 アカネズミ Apodemus speciosus (Temminck, 1845) 1 岩手県花巻市大迫町 1977/07/31 生物
毛皮標本 271236 齧歯目 ネズミ科 アカネズミ Apodemus speciosus (Temminck, 1845) 1 岩手県花巻市大迫町 1977/07/31 生物
毛皮標本 263090 ハリネズミ形目 ハリネズミ科 アムールハリネズミ Erinaceus amurensis Schrenk, 1859 1 静岡県伊東市 2007年 生物
毛皮標本 032668 トガリネズミ形目 トガリネズミ科 ニホンジネズミ Crocidura dsinezumi (Temminck, 1842) 1 岩手県花巻市大迫町内川目第43地割 1977/05/24 生物
毛皮標本 032666 トガリネズミ形目 トガリネズミ科 ホンシュウトガリネズミ Sorex shinto shinto Thomas, 1904 1 岩手県早池峰山（花巻市大迫町・宮古市・遠野市） 1977/08/18 生物
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岩手県立博物館　収蔵資料目録第28集　生物Ⅷ　哺乳類・鳥類

資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考 部門
毛皮標本 271237 トガリネズミ形目 トガリネズミ科 ホンシュウトガリネズミ Sorex shinto shinto Thomas, 1904 1 岩手県早池峰山（花巻市大迫町・宮古市・遠野市） 1977/08/18 生物
毛皮標本 032667 齧歯目 ネズミ科 ヒメヒミズ Dymecodon pilirostris True, 1886 1 岩手県花巻市大迫町 1977/08/21 生物
毛皮標本 263102 食肉目 イヌ科 オオカミ Canis lupus Linnaeus, 1758 1 生物
毛皮標本 245523 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 1 生物
毛皮標本 245524 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 1 生物
毛皮標本 245525 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 1 生物
毛皮標本 245526 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 1 生物
毛皮標本 245527 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 1 生物
毛皮標本 245528 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 1 生物
毛皮標本 245535 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 1 生物
毛皮標本 245530 食肉目 イヌ科 キツネ属の一種 Vulpes sp. 1 生物
毛皮標本 245531 食肉目 イヌ科 キツネ属の一種 Vulpes sp. 1 生物
毛皮標本 245532 食肉目 イヌ科 キツネ属の一種 Vulpes sp. 1 生物
毛皮標本 245533 食肉目 イヌ科 キツネ属の一種 Vulpes sp. 1 生物
毛皮標本 245520 食肉目 クマ科 アメリカクロクマ Ursus americanus Pallas, 1780 1 生物
毛皮標本 245521 食肉目 クマ科 ヒグマ Ursus arctos Linnaeus, 1758 1 生物
毛皮標本 245522 食肉目 クマ科 ツキノワグマ Ursus thibetanus G.Cuvier, 1823 1 生物
毛皮標本 245519 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 1 生物
毛皮標本 245529 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 1 生物
毛皮標本 245536 食肉目 アライグマ科 アライグマ Procyon lotor (Linnaeus, 1758) 1 生物
毛皮標本 263101 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 1 鈴鹿山脈（岐阜県／三重県／滋賀県） 1960年 生物

骨格標本
資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考 部門
骨格標本 062095 双前歯目 カンガルー科 パルマワラビー Macropus parma Waterhouse, 1846 全身組立骨格 1 南東オーストラリア 地質
骨格標本 062521 長鼻目 ゾウ科 アフリカゾウ（サバンナゾウ） Loxodonta africana (Blumenbach, 1797) 頭骨(ｽﾀﾝﾄﾞ付) 1 複製 地質
骨格標本 062536 海牛目 ジュゴン科 ジュゴン Dugong dugon (Müller, 1776) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062468 海牛目 マナティー科 アマゾンマナティー Trichechus inunguis (Natterer, 1883) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062471 海牛目 マナティー科 アマゾンマナティー Trichechus inunguis (Natterer, 1883) 耳骨 1 複製 地質
骨格標本 062537 海牛目 マナティー科 ニシインドマナティー Trichechus manatus Linnaeus, 1758 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062488 有毛目 アリクイ科 オオアリクイ Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062485 霊長目 メガネザル科 メガネザル属の一種 Tarsius sp. 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062096 霊長目 オマキザル科 クロテタマリン Saguinus niger (É.Geoffroy Saint-Hilaire, 1803) 全身組立骨格 1 地質
骨格標本 062483 霊長目 クモザル科 ホエザル属の一種 Alouatta sp. 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 262969 霊長目 オナガザル科 ホンドザル Macaca fuscata fuscata (Blyth, 1875) 全身組立 1 生物
骨格標本 262970 霊長目 オナガザル科 ホンドザル Macaca fuscata fuscata (Blyth, 1875) 下顎骨 2 生物
骨格標本 062484 霊長目 オナガザル科 マンドリル Papio Erxleben, 1777 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062482 霊長目 テナガザル科 シロテテナガザル Hylobates lar (Linnaeus, 1771) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062467 霊長目 ヒト科 ゴリラ属の一種 Gorilla sp. 全身骨格組立 1 複製 地質
骨格標本 062477 霊長目 ヒト科 ゴリラ属の一種 Gorilla sp. 雄頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062478 霊長目 ヒト科 ゴリラ属の一種 Gorilla sp. 雌頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062479 霊長目 ヒト科 ゴリラ属の一種 Gorilla sp. 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062474 霊長目 ヒト科 ヒト Homo sapiens Linnaeus, 1758 男性頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062475 霊長目 ヒト科 ヒト Homo sapiens Linnaeus, 1758 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062486 霊長目 ヒト科 ヒト Homo sapiens Linnaeus, 1758 女性頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062519 霊長目 ヒト科 ヒト Homo sapiens Linnaeus, 1758 全身骨格組立 1 複製 地質
骨格標本 062520 霊長目 ヒト科 ヒト Homo sapiens Linnaeus, 1758 全身骨格分離 1 複製 地質
骨格標本 062476 霊長目 ヒト科 チンパンジー Pan troglodytes (Blumenbach, 1775) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062481 霊長目 ヒト科 スマトラオランウータン Pongo abelii Lesson, 1827 雄頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062480 霊長目 ヒト科 ボルネオオランウータン Pongo pygmaeus (Linnaeus, 1760) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062101 齧歯目 リス科 トウブハイイロリス Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 全身組立骨格 1 地質
骨格標本 262946 齧歯目 リス科 ニホンリス Sciurus lis Temminck, 1844 頭骨 2 生物
骨格標本 262978 齧歯目 リス科 ニホンリス Sciurus lis Temminck, 1844 全身 1 生物
骨格標本 262979 齧歯目 リス科 ニホンリス Sciurus lis Temminck, 1844 全身 2 生物
骨格標本 262980 齧歯目 リス科 ニホンリス Sciurus lis Temminck, 1844 全身 1 生物
骨格標本 262953 齧歯目 リス科 ニッコウムササビ Petaurista leucogenys nikkonis Thomas, 1905 全身 1 生物
骨格標本 262955 齧歯目 リス科 ニホンモモンガ Pteromys momonga Temminck, 1844 全身 3 生物
骨格標本 262943 齧歯目 ネズミ科 アカネズミ Apodemus speciosus (Temminck, 1845) 頭骨 1 生物
骨格標本 062098 齧歯目 ネズミ科 ドブネズミ Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 全身組立骨格 1 地質
骨格標本 062106 齧歯目 チンチラ科 チンチラ属の一種 Chinchilla sp. 全身組立骨格 1 南アメリカ南部 地質
骨格標本 062100 齧歯目 テンジクネズミ科 テンジクネズミ Cavia porcellus (Linnaeus, 1758) 全身組立骨格 1 南アメリカ 地質
骨格標本 262944 齧歯目 テンジクネズミ科 テンジクネズミ Cavia porcellus (Linnaeus, 1758) 頭骨 1 生物
骨格標本 262945 兎形目 ウサギ科 トウホクノウサギ Lepus brachyurus angustidens Hollister, 1912 頭骨 6 生物
骨格標本 262972 兎形目 ウサギ科 トウホクノウサギ Lepus brachyurus angustidens Hollister, 1912 頭骨 1 生物
骨格標本 263009 兎形目 ウサギ科 トウホクノウサギ Lepus brachyurus angustidens Hollister, 1912 全身 2 生物
骨格標本 062099 兎形目 ウサギ科 アナウサギ Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 全身組立骨格 1 地質
骨格標本 062105 ハリネズミ形目 ハリネズミ科 ハリネズミ科の一種 Erinaceidae sp. 全身組立骨格 1 地質
骨格標本 263012 トガリネズミ形目 トガリネズミ科 トガリネズミ科の一種 Soricidae sp. 頭骨 30 生物
骨格標本 062104 トガリネズミ形目 モグラ科 モグラ科の一種 Talpidae sp. 全身組立骨格 1 地質
骨格標本 263011 トガリネズミ形目 モグラ科 モグラ科の一種 Talpidae sp. 頭骨 1 1977/08/19 生物
骨格標本 062490 翼手目 オオコウモリ科 ハイガシラオオコウモリ Pteropus poliocephalus Temminck, 1825 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 262983 翼手目 キクガシラコウモリ科 コキクガシラコウモリ Rhinolophus cornutus Temminck, 1834 頭骨 1 岩手県下閉伊郡岩泉町猿沢外山　大穴 1970/11/24 生物
骨格標本 062489 翼手目 ヘラコウモリ科 ナミチスイコウモリ Desmodus rotundus (E.Geoffroy, 1810) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 262996 翼手目 ヒナコウモリ科 コヤマコウモリ Nyctalus furvus Imaizumi & Yoshiyuki, 1968 頭骨 ♂ 1 岩手県宮古市川井　早池峰山 1976/09/19 生物
骨格標本 262995 翼手目 ヒナコウモリ科 アブラコウモリ Pipistrellus abramus (Temminck, 1838) 頭骨 ♀ 1 岩手県下閉伊郡山田町 1960/08/15 生物
骨格標本 262984 翼手目 ヒナコウモリ科 モリアブラコウモリ Pipistrellus endoi Imaizumi, 1959 頭骨 1 1970/08/11 生物
骨格標本 262988 翼手目 ヒナコウモリ科 トウブチチブコウモリ Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1826) 頭骨 ♂ 1 1976/07/06 生物
骨格標本 262989 翼手目 ヒナコウモリ科 ニホンウサギコウモリ Plecotus sacrimontis G.M.Allen, 1908 頭骨 ♂ 1 岩手県下閉伊郡岩泉町　追子沢 1976/07/06 生物
骨格標本 262998 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters, 1880) 頭骨 ♀ 1 青森県八戸市 1978/08/22 生物
骨格標本 262999 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters, 1880) 頭骨 ♀ 1 青森県七戸町 1976/06/21 生物
骨格標本 271220 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters, 1880) 頭骨 ♀ 1 青森県八戸市 1978/08/22 生物
骨格標本 271222 翼手目 ヒナコウモリ科 ヒナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters, 1880) 頭骨 ♀ 1 青森県八戸市 1978/08/22 生物
骨格標本 262990 翼手目 ヒナコウモリ科 ノレンコウモリ Myotis bombinus bombinus Thomas, 1906 頭骨 1 1979/10/26 生物
骨格標本 262987 翼手目 ヒナコウモリ科 カグヤコウモリ Myotis frater G.M.Allen, 1923 頭骨 1 1978/09/01 生物
骨格標本 262992 翼手目 ヒナコウモリ科 カグヤコウモリ Myotis frater G.M.Allen, 1923 頭骨 ♀ 1 1978/08/31 生物
骨格標本 262993 翼手目 ヒナコウモリ科 シナノホオヒゲコウモリ Myotis hosonoi Imaizumi, 1954 頭骨 ♀ 1 1972/06/28 生物
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骨格標本 262994 翼手目 ヒナコウモリ科 シナノホオヒゲコウモリ Myotis hosonoi Imaizumi, 1954 頭骨 ♀ 1 1979/07/07 生物
骨格標本 262982 翼手目 ヒナコウモリ科 モモジロコウモリ Myotis macrodactylus (Temminck, 1840) 頭骨 1 1969/08/16 生物
骨格標本 263103 翼手目 ヒナコウモリ科 モモジロコウモリ Myotis macrodactylus (Temminck, 1840) 頭骨 ♀ 1 岩手県遠野市上郷町仙人峠コウモリ穴 1996/05/10 生物
骨格標本 262985 翼手目 ヒナコウモリ科 クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus Yoshiyuki, 1971 頭骨 ♂ 1 岩手県宮古市重茂 1979/09/23 生物
骨格標本 262991 翼手目 ヒナコウモリ科 クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus Yoshiyuki, 1971 頭骨 ♀ 1 1974/06/29 生物
骨格標本 263001 翼手目 ヒナコウモリ科 クロホオヒゲコウモリ Myotis pruinosus Yoshiyuki, 1971 全身組立 ♀ 1 岩手県宮古市重茂 1976/09/07 生物
骨格標本 263000 翼手目 ヒナコウモリ科 テングコウモリ Murina hilgendorfi (Peters, 1880) 頭骨 ♂ 1 岩手県宮古市 1976/09/07 生物
骨格標本 262986 翼手目 ヒナコウモリ科 ニホンコテングコウモリ Murina silvatica Yoshiyuki, 1983 頭骨 ♂ 1 岩手県宮古市重茂 1979/08/23 生物
骨格標本 062525 食肉目 ネコ科 イエネコ Felis catus Linnaeus, 1758 全身骨格組立 1 地質
骨格標本 062526 食肉目 ネコ科 イエネコ Felis catus Linnaeus, 1758 全身骨格分離箱入 1 地質
骨格標本 262973 食肉目 ネコ科 イエネコ Felis catus Linnaeus, 1758 頭骨 1 生物
骨格標本 263014 食肉目 ネコ科 イエネコ Felis catus Linnaeus, 1758 頭骨 3 生物
骨格標本 062097 食肉目 ネコ科 ベンガルトラ Panthera tigris tigris (Linnaeus, 1758) 全身骨格 1 地質
骨格標本 263182 食肉目 ジャコウネコ科 ハクビシン Paguma larvata (C.E.H.Smith, 1827) 全身 幼体 1 岩手県盛岡市西松園1-21　県立博物館の前の道路 2014/11/24 生物
骨格標本 062527 食肉目 イヌ科 イヌ Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 全身骨格組立 1 地質
骨格標本 062528 食肉目 イヌ科 イヌ Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 全身骨格分離 1 地質
骨格標本 150178 食肉目 イヌ科 イヌ Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 全身 1 秋田県大仙市小友字堂ノ前119-5 2006/11/06 縄文柴犬 生物
骨格標本 262924 食肉目 イヌ科 イヌ Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 頭骨 1 生物
骨格標本 262974 食肉目 イヌ科 イヌ Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 頭骨 4 生物
骨格標本 271230 食肉目 イヌ科 イヌ Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 頭骨 1 生物
骨格標本 271231 食肉目 イヌ科 イヌ Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 頭骨 68 縄文柴犬 生物
骨格標本 271232 食肉目 イヌ科 イヌ Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 頭骨 1 生物
骨格標本 262975 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 頭骨 2 生物
骨格標本 263008 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 頭骨 2 生物
骨格標本 271224 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 全身 1 生物
骨格標本 271225 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 全身 1 岩手県久慈市 2012/09/** 生物
骨格標本 271226 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 全身 1 岩手県久慈市 2012/09/** 生物
骨格標本 271227 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 全身 1 岩手県久慈市 2012/10/30 生物
骨格標本 271228 食肉目 イヌ科 ホンドタヌキ Nyctereutes procyonoides viverrinus Temminck, 1838 全身 1 岩手県久慈市 2012/10/30 生物
骨格標本 062094 食肉目 イヌ科 アカギツネ Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 全身組立骨格 1 地質
骨格標本 262922 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 頭骨 1 生物
骨格標本 262923 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 頭骨 1 生物
骨格標本 262925 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 全身組立 1 生物
骨格標本 262950 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 全身 1 生物
骨格標本 262968 食肉目 イヌ科 ホンドギツネ Vulpes vulpes japonica J.E.Gray, 1868 全身 1 生物
骨格標本 062492 食肉目 クマ科 ジャイアントパンダ Ailuropoda melanoleuca (David, 1869) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062093 食肉目 クマ科 アメリカクロクマ Ursus americanus Pallas, 1780 全身組立骨格 1 地質
骨格標本 062491 食肉目 クマ科 ヒグマ Ursus arctos Linnaeus, 1758 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 262930 食肉目 クマ科 エゾヒグマ Ursus arctos yesoensis Lydekker, 1897 頭骨 1 生物
骨格標本 172230 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 下顎骨 1 岩手県宮古市腹帯 2015/04/27 生物
骨格標本 262926 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 頭骨 1 生物
骨格標本 262927 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 頭骨 1 生物
骨格標本 262928 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 頭骨 1 生物
骨格標本 262929 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 頭骨 1 生物
骨格標本 263018 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 頭骨 2 生物
骨格標本 062547 食肉目 アシカ科 キタオットセイ Callorhinus ursinus (Linnaeus, 1758) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062541 食肉目 アシカ科 トド Eumetopias jubatus (Schreber, 1776) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062549 食肉目 アシカ科 オタリア Otaria Péron, 1816 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062546 食肉目 アシカ科 ニュージーランドアシカ Neophoca hookeri (Gray, 1844) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062540 食肉目 アシカ科 カリフォルニアアシカ Zalophus californianus (Lesson, 1828) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062545 食肉目 セイウチ科 セイウチ Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758) 頭骨牙（ｽﾀﾝﾄﾞ付） 1 複製 地質
骨格標本 062538 食肉目 アザラシ科 ハイイロアザラシ Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062544 食肉目 アザラシ科 キタゾウアザラシ Mirounga angustirostris (Gill, 1866) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062543 食肉目 アザラシ科 タテゴトアザラシ Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062069 食肉目 アザラシ科 ゴマフアザラシ Phoca largha Pallas, 1811 全身骨格複製 1 北海道 地質
骨格標本 062548 食肉目 アザラシ科 ゼニガタアザラシ Phoca vitulina Linnaeus, 1758 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062539 食肉目 アザラシ科 バイカルアザラシ Pusa sibirica (Gmelin, 1788) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062107 食肉目 イタチ科 コツメカワウソ Aonyx cinereus (Illiger, 1815) 全身組立骨格 1 地質
骨格標本 262949 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 頭骨 1 生物
骨格標本 262951 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 頭骨 1 生物
骨格標本 262952 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 全身 1 生物
骨格標本 262954 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 全身 4 生物
骨格標本 263013 食肉目 イタチ科 ホンドテン Martes melampus melampus (Wagner, 1840) 頭骨 1 生物
骨格標本 062102 食肉目 イタチ科 オコジョ Mustela erminea Linnaeus, 1758 全身組立骨格 1 地質
骨格標本 262948 食肉目 イタチ科 ニホンイタチ Mustela itatsi Temminck, 1844 頭骨 1 生物
骨格標本 262956 食肉目 イタチ科 ニホンイタチ Mustela itatsi Temminck, 1844 全身 ♀ 2 生物
骨格標本 262981 食肉目 イタチ科 ニホンイタチ Mustela itatsi Temminck, 1844 全身 2 生物
骨格標本 062103 食肉目 イタチ科 イイズナ Mustela nivalis Linnaeus, 1766 全身組立骨格 1 地質
骨格標本 262919 奇蹄目 ウマ科 ウマ Equus caballus Linnaeus, 1758 頭骨 ♂ 2 生物
骨格標本 262920 奇蹄目 ウマ科 ウマ Equus caballus Linnaeus, 1758 頭骨 ♀ 2 生物
骨格標本 262921 奇蹄目 ウマ科 ウマ Equus caballus Linnaeus, 1758 下顎骨 ♀ 1 生物
骨格標本 262958 奇蹄目 ウマ科 ウマ Equus caballus Linnaeus, 1758 左前肢骨 1 生物
骨格標本 062496 奇蹄目 サイ科 シロサイ Ceratotherium simum (Burchell, 1817) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 262938 偶蹄目 イノシシ科 ニホンイノシシ Sus scrofa leucomystax Temminck, 1842 頭骨 1 生物
骨格標本 262939 偶蹄目 イノシシ科 ニホンイノシシ Sus scrofa leucomystax Temminck, 1842 頭骨 1 生物
骨格標本 262940 偶蹄目 イノシシ科 ニホンイノシシ Sus scrofa leucomystax Temminck, 1842 頭骨 1 生物
骨格標本 262977 偶蹄目 イノシシ科 ブタ Sus scrofa domesticus Erxleben, 1777 頭骨 5 生物
骨格標本 062522 偶蹄目 カバ科 カバ Hippopotamus amphibius Linnaeus, 1758 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062524 偶蹄目 シカ科 ヘラジカ Alces alces (Linnaeus, 1758) 角 1 複製 地質
骨格標本 150190 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 角 ♂ 9 岩手県釜石市小川 生物
骨格標本 257617 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 頭骨 ♂ 1 岩手県大船渡市日頃市町石橋 2017年 生物
骨格標本 263004 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 頭骨 ♂ 1 生物
骨格標本 263010 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 下顎骨 1 生物
骨格標本 263017 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 全身 2 生物
骨格標本 263074 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 角 ♂ 6 宮城県石巻市金華山 生物
骨格標本 263097 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 頭骨 1 宮城県石巻市金華山 2006/12/** 生物
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資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考 部門
骨格標本 263098 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 角 1 宮城県石巻市金華山 2006/12/** 生物
骨格標本 263099 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 頭骨 1 生物
骨格標本 263100 偶蹄目 シカ科 ホンシュウジカ Cervus nippon aplodontus (Heude, 1884) 頭骨 1 生物
骨格標本 062493 偶蹄目 キリン科 キリン Giraffa camelopardalis (Linnaeus, 1758) 頚椎 1 複製 地質
骨格標本 062494 偶蹄目 キリン科 キリン Giraffa camelopardalis (Linnaeus, 1758) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062495 偶蹄目 キリン科 オカピ Okapia johnstoni (P.L.Sclater, 1901) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 019891 偶蹄目 ウシ科 ウシ Bos taurus Linnaeus, 1758 角 1 岩手県北上市 1978/08/10 生物
骨格標本 062523 偶蹄目 ウシ科 ウシ Bos taurus Linnaeus, 1758 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062879 偶蹄目 ウシ科 ウシ Bos taurus Linnaeus, 1758 距骨 1 岩手県二戸市浄法寺町字飯近　多々良川付近 2005/08/** 地質
骨格標本 262971 偶蹄目 ウシ科 ウシ Bos taurus Linnaeus, 1758 頭骨 1 生物
骨格標本 263015 偶蹄目 ウシ科 スイギュウ Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758) 角 2 生物
骨格標本 019895 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 全身組立 1 岩手県下閉伊郡岩泉町 1976/10/15 生物
骨格標本 030998 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 頭骨 1 岩手県花巻市大迫町内川目 1983/05/15 生物
骨格標本 172231 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 頭骨 1 岩手県盛岡市川又釘の平 2015/05/08 生物
骨格標本 262947 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 頭骨 1 1983/03/15 生物
骨格標本 263002 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 頭骨 2 生物
骨格標本 263005 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 全身 1 生物
骨格標本 263006 偶蹄目 ウシ科 ニホンカモシカ Capricornis crispus (Temminck, 1836) 頭骨 3 生物
骨格標本 263007 偶蹄目 ウシ科 ビッグホーン Ovis canadensis Shaw, 1804 頭骨 2 生物
骨格標本 060434 鯨目 ナガスクジラ科 クロミンククジラ Balaenoptera bonaerensis Burmeister, 1867 全身骨格 1 南氷洋 S64°28′， W161°46′ 1986/01/07 地質
骨格標本 060435 鯨目 ナガスクジラ科 クロミンククジラ Balaenoptera bonaerensis Burmeister, 1867 頭骨および下顎骨 1 南氷洋 地質
骨格標本 060436 鯨目 ナガスクジラ科 クロミンククジラ Balaenoptera bonaerensis Burmeister, 1867 頭骨および下顎骨 1 南氷洋 S64°16′， W160°28′ 1986/01/09 地質
骨格標本 060437 鯨目 ナガスクジラ科 イワシクジラ Balaenoptera borealis Lesson, 1828 部分 1 三陸沖 地質
骨格標本 062466 鯨目 マイルカ科 シャチ Orcinus orca (Linnaeus, 1758) 全身骨格組立 1 複製 地質
骨格標本 062533 鯨目 マイルカ科 シャチ Orcinus orca (Linnaeus, 1758) 頭骨(ｽﾀﾝﾄﾞ付) 1 複製 地質
骨格標本 062470 鯨目 マイルカ科 オキゴンドウ Pseudorca crassidens (Owen, 1846) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062473 鯨目 マイルカ科 オキゴンドウ Pseudorca crassidens (Owen, 1846) 耳骨 1 複製 地質
骨格標本 062469 鯨目 マイルカ科 ハンドウイルカ（バンドウイルカ） Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062472 鯨目 マイルカ科 ハンドウイルカ（バンドウイルカ） Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 耳骨 1 複製 地質
骨格標本 062529 鯨目 イッカク科 イッカク Monodon monoceros Linnaeus, 1758 牙 1 複製 地質
骨格標本 040075 鯨目 ネズミイルカ科 ネズミイルカ Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) 頭骨 1 岩手県下閉伊郡田野畑村平井賀 地質
骨格標本 062532 鯨目 ネズミイルカ科 ネズミイルカ Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062534 鯨目 マッコウクジラ科 コマッコウ Kogia breviceps (Blainville, 1838) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062535 鯨目 マッコウクジラ科 オガワコマッコウ Kogia sima (Owen, 1866) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 040077 鯨目 マッコウクジラ科 マッコウクジラ Physeter catodon Linnaeus, 1758 部分 1 三陸海岸太平洋 地質
骨格標本 062531 鯨目 アマゾンカワイルカ科 アマゾンカワイルカ Inia geoffrensis (Blainville, 1817) 頭骨 1 複製 地質
骨格標本 062530 鯨目 アカボウクジラ科 ハッブスオウギハクジラ Mesoplodon carlhubbsi Moore, 1963 頭骨 1 複製 地質

液浸標本
資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考 部門
液浸標本 030880 食肉目 クマ科 ニホンツキノワグマ Ursus thibetanus japonicus Schlegel, 1857 胎児 2 岩手県花巻市　豊沢ダム上流鶯沢鉱山 1982/01/08 生物

その他
資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考 部門
その他 255549 食肉目 イヌ科 ニホンオオカミ Canis  lupus hodophilax Temminck,1839 1 岩手県下閉伊郡山田町豊間根日当 1878～1879年 根付・印籠 生物
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鳥類
本剥製
資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考
本剥製 271198 キジ目 キジ科 エゾライチョウ Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) 2
本剥製 271192 キジ目 キジ科 イワシャコ Alectoris chukar (Gray, 1830) 1
本剥製 271195 キジ目 キジ科 ヤマウズラ Perdix dauuricae (Pallas, 1811) 2
本剥製 271196 キジ目 キジ科 ヤマウズラ Perdix dauuricae (Pallas, 1811) 1
本剥製 271193 キジ目 キジ科 コジュケイ Bambusicola thoracicus thoracicus (Temminck, 1815) 4
本剥製 271194 キジ目 キジ科 コジュケイ Bambusicola thoracicus thoracicus (Temminck, 1815) 1
本剥製 027568 キジ目 キジ科 ニワトリ Gallus gallus domesticus  (Linnaeus, 1758) ♂ 1 岩手県盛岡市 1981/05/03 名古屋種
本剥製 027569 キジ目 キジ科 ニワトリ Gallus gallus domesticus  (Linnaeus, 1758) ♀ 1 岩手県盛岡市 1981/05/03 名古屋種
本剥製 027570 キジ目 キジ科 ニワトリ Gallus gallus domesticus  (Linnaeus, 1758) ♂ 1 岩手県盛岡市 1981/04/25 赤笹地鶏
本剥製 027571 キジ目 キジ科 ニワトリ Gallus gallus domesticus  (Linnaeus, 1758) ♂ 1 岩手県盛岡市 1981/04/26 赤笹地鶏
本剥製 027572 キジ目 キジ科 ニワトリ Gallus gallus domesticus  (Linnaeus, 1758) ♂ 1 岩手県盛岡市 1981/04/10 白笹地鶏
本剥製 027573 キジ目 キジ科 ニワトリ Gallus gallus domesticus  (Linnaeus, 1758) ♀ 1 岩手県盛岡市 1981/04/10 白笹地鶏
本剥製 027581 キジ目 キジ科 ニワトリ Gallus gallus domesticus  (Linnaeus, 1758) ♂ 1 岩手県盛岡市 1987/09/20 声好鶏
本剥製 027582 キジ目 キジ科 ニワトリ Gallus gallus domesticus  (Linnaeus, 1758) ♂ 1 岩手県盛岡市 1981/08/18 声好鶏
本剥製 027583 キジ目 キジ科 ニワトリ Gallus gallus domesticus  (Linnaeus, 1758) ♂ 1 岩手県一関市千厩町磐清水 1981/09/20 烏骨鶏
本剥製 019950 キジ目 キジ科 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii scintillans (Gould, 1866) ♀ 成鳥 1 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉 1978/07/10
本剥製 019994 キジ目 キジ科 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii scintillans (Gould, 1866) ♂ 成鳥 1 岩手県下閉伊郡岩泉町 1979/11/10
本剥製 110928 キジ目 キジ科 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii scintillans (Gould, 1866) ♂ 成鳥 1
本剥製 263086 キジ目 キジ科 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii scintillans (Gould, 1866) ♂ 1 岩手県山田町折笠川上流 1985/12/**
本剥製 271199 キジ目 キジ科 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii scintillans (Gould, 1866) ♂ 成鳥 1 岩手県盛岡市上米内
本剥製 271200 キジ目 キジ科 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii scintillans (Gould, 1866) ♂♀ 成鳥 2
本剥製 271203 キジ目 キジ科 ウスアカヤマドリ Syrmaticus soemmerringii subrufus (Kuroda, 1919) ♂ 成鳥 1
本剥製 263118 キジ目 キジ科 コウライキジ Phasianus colchicus karpowi Buturlin, 1904 ♂♀ 成鳥 2
本剥製 263119 キジ目 キジ科 コウライキジ Phasianus colchicus karpowi Buturlin, 1904 ♂ 成鳥 1
本剥製 019951 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♂ 成鳥 1 岩手県盛岡市 1979/01/10
本剥製 020005 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♀ 1 岩手県岩手郡滝沢村 1979/11/30
本剥製 020045 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 雛 1 岩手県盛岡市 1980/06/01
本剥製 030260 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♂ 成鳥 1 岩手県盛岡市 1981/01/05
本剥製 077460 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 雛 1
本剥製 120669 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♂ 1 岩手県雫石町 1975年
本剥製 245538 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♂ 成鳥 1
本剥製 271201 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♂ 成鳥 1 岩手県紫波郡紫波町長岡
本剥製 271202 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♂ 成鳥 1 岩手県紫波郡紫波町長岡
本剥製 271209 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♂ 成鳥 1
本剥製 271210 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♂ 成鳥 1
本剥製 271211 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♂ 1
本剥製 271212 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♂ 成鳥 1 岩手県盛岡市 1980年
本剥製 271213 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♂♀ 成鳥 2
本剥製 271214 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 ♂♀ 成鳥 2
本剥製 271241 キジ目 キジ科 キジ Phasianus colchicus robustipes Kuroda, 1919 幼鳥 1
本剥製 077458 カモ目 カモ科 オオヒシクイ Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1873 1
本剥製 030273 カモ目 カモ科 ヒシクイ Anser fabalis serrirostris Swinhoe, 1871 ♂ 1 中国
本剥製 030274 カモ目 カモ科 ヒシクイ Anser fabalis serrirostris Swinhoe, 1871 ♀ 1 中国
本剥製 020029 カモ目 カモ科 マガン Anser albifrons albifrons (Scopoli, 1769) 幼鳥 1 岩手県宮古市 1979/10/22
本剥製 077459 カモ目 カモ科 マガン Anser albifrons albifrons (Scopoli, 1769) 成鳥 1
本剥製 263159 カモ目 カモ科 マガン Anser albifrons albifrons (Scopoli, 1769) 成鳥 1
本剥製 020063 カモ目 カモ科 オオハクチョウ Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 幼鳥 1 岩手県宮古市 1980/10/03
本剥製 027574 カモ目 カモ科 オオハクチョウ Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 成鳥 1 岩手県宮古市 1980/03/02
本剥製 030256 カモ目 カモ科 オオハクチョウ Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 成鳥 1 岩手県宮古市 1982/03/15
本剥製 042367 カモ目 カモ科 オオハクチョウ Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 成鳥 1 岩手県盛岡市北上川東北本線鉄橋下 1985/01/05
本剥製 263112 カモ目 カモ科 オオハクチョウ Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 幼鳥 1
本剥製 263110 カモ目 カモ科 アカツクシガモ Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) ♂ 成鳥 1
本剥製 079541 カモ目 カモ科 アメリカオシ Aix sponsa (Linnaeus, 1758) ♂ 成鳥 1
本剥製 049019 カモ目 カモ科 オシドリ Aix galericulata (Linnaeus, 1758) ♂♀ 成鳥 2 岩手県気仙郡住田町 1989年
本剥製 117355 カモ目 カモ科 オシドリ Aix galericulata (Linnaeus, 1758) ♂ 成鳥 1 岩手県二戸市金田一三葉沼 2001/03/13
本剥製 263113 カモ目 カモ科 オカヨシガモ Anas strepera Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1
本剥製 263148 カモ目 カモ科 ヨシガモ Anas falcata Georgi, 1775 ♂ 成鳥 1
本剥製 020036 カモ目 カモ科 ヒドリガモ Anas penelope Linnaeus, 1758 ♂ 1 岩手県盛岡市 1980/12/10
本剥製 040130 カモ目 カモ科 ヒドリガモ Anas penelope Linnaeus, 1758 ♀ 1 岩手県花巻市 1983/10/**
本剥製 263139 カモ目 カモ科 ヒドリガモ Anas penelope Linnaeus, 1758 ♀ 1
本剥製 263140 カモ目 カモ科 ヒドリガモ Anas penelope Linnaeus, 1758 ♂ 1
本剥製 263141 カモ目 カモ科 ヒドリガモ Anas penelope Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1
本剥製 019928 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1 岩手県宮古市 1978/02/01
本剥製 019929 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1 岩手県宮古市 1978/12/15
本剥製 019939 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1 岩手県盛岡市 1978/01/07
本剥製 020026 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1 岩手県北上市 1980/01/10
本剥製 040242 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758 ♂ 1 岩手県花巻市 1980/11/**
本剥製 245540 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1
本剥製 263143 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1
本剥製 263144 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1
本剥製 263145 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1
本剥製 263146 カモ目 カモ科 マガモ Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1 北上川都南黒川付近
本剥製 079532 カモ目 カモ科 カルガモ Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866 雛 1
本剥製 263120 カモ目 カモ科 カルガモ Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866 成鳥 1
本剥製 263121 カモ目 カモ科 カルガモ Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866 成鳥 1
本剥製 263122 カモ目 カモ科 カルガモ Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866 成鳥 1
本剥製 115265 カモ目 カモ科 ハシビロガモ Anas clypeata Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1 中国
本剥製 118707 カモ目 カモ科 ハシビロガモ Anas clypeata Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1
本剥製 019932 カモ目 カモ科 オナガガモ Anas acuta Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1 岩手県宮古市 1977/11/25
本剥製 019933 カモ目 カモ科 オナガガモ Anas acuta Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1 岩手県宮古市 1977/12/03
本剥製 030267 カモ目 カモ科 オナガガモ Anas acuta Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1 岩手県花巻市 1981/10/25
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本剥製 040131 カモ目 カモ科 オナガガモ Anas acuta Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1 岩手県花巻市 1983/10/**
本剥製 263114 カモ目 カモ科 オナガガモ Anas acuta Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1
本剥製 263115 カモ目 カモ科 オナガガモ Anas acuta Linnaeus, 1758 ♂ 幼鳥 1
本剥製 263116 カモ目 カモ科 オナガガモ Anas acuta Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1
本剥製 263117 カモ目 カモ科 オナガガモ Anas acuta Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1
本剥製 271242 カモ目 カモ科 オナガガモ Anas acuta Linnaeus, 1758 ♂ 1 岩手県花巻市 1983/10/**
本剥製 030271 カモ目 カモ科 シマアジ Anas querquedula Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1 岩手県紫波郡矢巾町 1982/10/01
本剥製 030272 カモ目 カモ科 シマアジ Anas querquedula Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1 岩手県宮古市 1980/12/06
本剥製 263136 カモ目 カモ科 トモエガモ Anas formosa Georgi, 1775 ♂ 成鳥 1
本剥製 263137 カモ目 カモ科 トモエガモ Anas formosa Georgi, 1775 ♀ 成鳥 1
本剥製 263138 カモ目 カモ科 トモエガモ Anas formosa Georgi, 1775 ♂ 成鳥 1
本剥製 019930 カモ目 カモ科 コガモ Anas crecca crecca Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1 岩手県盛岡市 1978/01/10
本剥製 019931 カモ目 カモ科 コガモ Anas crecca crecca Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1 岩手県盛岡市 1978/01/10
本剥製 263129 カモ目 カモ科 コガモ Anas crecca crecca Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1
本剥製 263130 カモ目 カモ科 コガモ Anas crecca crecca Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1
本剥製 263131 カモ目 カモ科 コガモ Anas crecca crecca Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1
本剥製 263132 カモ目 カモ科 コガモ Anas crecca crecca Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1 岩手県紫波郡紫波町五内川
本剥製 263133 カモ目 カモ科 コガモ Anas crecca crecca Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1 岩手県紫波郡紫波町五内川
本剥製 245539 カモ目 カモ科 キンクロハジロ Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) ♀ 成鳥 1
本剥製 263123 カモ目 カモ科 キンクロハジロ Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) ♂ 成鳥 1
本剥製 263124 カモ目 カモ科 キンクロハジロ Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) ♀ 成鳥 1 岩手県矢巾町徳田
本剥製 263125 カモ目 カモ科 キンクロハジロ Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) ♀ 成鳥 1
本剥製 019924 カモ目 カモ科 スズガモ Aythya marila marila (Linnaeus, 1761) ♀ 成鳥 1 岩手県宮古市 1977/01/10
本剥製 019925 カモ目 カモ科 スズガモ Aythya marila marila (Linnaeus, 1761) ♂ 幼鳥 1 岩手県宮古市 1977/12/23
本剥製 263135 カモ目 カモ科 スズガモ Aythya marila marila (Linnaeus, 1761) ♂ 幼鳥 1
本剥製 079539 カモ目 カモ科 シノリガモ Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758) ♂ 成鳥 1
本剥製 263134 カモ目 カモ科 シノリガモ Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758) ♂ 成鳥 1
本剥製 019926 カモ目 カモ科 クロガモ Melanitta americana (Swainson, 1832) ♂ 成鳥 1 岩手県宮古市
本剥製 263127 カモ目 カモ科 クロガモ Melanitta americana (Swainson, 1832) ♂ 成鳥 1
本剥製 263128 カモ目 カモ科 クロガモ Melanitta americana (Swainson, 1832) ♂ 成鳥 1
本剥製 119717 カモ目 カモ科 コオリガモ Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) ♂ 成鳥 1 北海道
本剥製 263158 カモ目 カモ科 ヒメハジロ Bucephala albeola (Linnaeus, 1758) ♂ 成鳥 1
本剥製 019927 カモ目 カモ科 ホオジロガモ Bucephala clangula clangula (Linnaeus, 1758) ♀ 成鳥 1 岩手県盛岡市高松 1977/11/20
本剥製 040129 カモ目 カモ科 ホオジロガモ Bucephala clangula clangula (Linnaeus, 1758) ♂ 成鳥 1 岩手県花巻市 1983/10/**
本剥製 263142 カモ目 カモ科 ホオジロガモ Bucephala clangula clangula (Linnaeus, 1758) ♀ 成鳥 1
本剥製 115266 カモ目 カモ科 ミコアイサ Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) ♂ 成鳥 1
本剥製 118708 カモ目 カモ科 ミコアイサ Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) ♀ 成鳥 1
本剥製 030257 カモ目 カモ科 カワアイサ Mergus merganser merganser Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1 岩手県花巻市 1982/02/10
本剥製 077462 カモ目 カモ科 カワアイサ Mergus merganser merganser Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1
本剥製 019937 カモ目 カモ科 ウミアイサ Mergus serrator Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1 岩手県宮古市 1978/10/03
本剥製 263150 カモ目 カモ科 ウミアイサ Mergus serrator Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1
本剥製 263151 カイツブリ目 カイツブリ科 カイツブリ Tachybaptus ruficollis poggei (Pallas, 1764) 1
本剥製 077468 カイツブリ目 カイツブリ科 アカエリカイツブリ Podiceps grisegena holbollii Reinhardt, 1854 1
本剥製 212640 カイツブリ目 カイツブリ科 カンムリカイツブリ Podiceps cristatus cristatus (Linnaeus, 1758) 1 岩手県宮古市津軽石川河口 2015/04/22
本剥製 020001 ネッタイチョウ目 ネッタイチョウ科 シラオネッタイチョウ Phaethon lepturus dorotheae Mathews, 1913 幼鳥 1 岩手県紫波郡紫波町 1979/10/20
本剥製 118987 ハト目 ハト科 カワラバト（ドバト） Columba livia var. domestica Gmelin, 1789 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷34　岩手県立博物館 2003/02/21
本剥製 118703 ハト目 ハト科 カラスバト Columba janthina janthina Temminck, 1830 1
本剥製 019953 ハト目 ハト科 キジバト Streptopelia orientalis orientalis (Latham, 1790) 1 岩手県花巻市 1978/12/10
本剥製 019993 ハト目 ハト科 キジバト Streptopelia orientalis orientalis (Latham, 1790) 2 岩手県花巻市 1979/12/07
本剥製 049007 ハト目 ハト科 キジバト Streptopelia orientalis orientalis (Latham, 1790) 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷 1985/11/27
本剥製 118705 ハト目 ハト科 キンバト Chalcophaps indica yamashinai Hachisuka, 1939 ♂ 1
本剥製 118706 ハト目 ハト科 キンバト Chalcophaps indica yamashinai Hachisuka, 1939 ♀ 1
本剥製 079538 ハト目 ハト科 アオバト Treron sieboldii sieboldii (Temminck, 1835) ♂ 1
本剥製 255548 アビ目 アビ科 シロエリオオハム Gavia pacifica (Lawrence, 1858) 1 盛岡市御所湖 2018/05/20
本剥製 020000 ミズナギドリ目 アホウドリ科 コアホウドリ Phoebastria immutabilis (Rothschild, 1893) 1 岩手県宮古市三陸沖 1979/08/12
本剥製 118921 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 ハワイシロハラミズナギドリ Pterodroma phaeopygia sandwichensis (Ridgway, 1884) 1 岩手県岩手郡滝沢村篠木 1976/09/04
本剥製 019940 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 オオミズナギドリ Calonectris leucomelas (Temminck, 1836) 1 岩手県宮古市 1978/09/12
本剥製 077464 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 オオミズナギドリ Calonectris leucomelas (Temminck, 1836) 1
本剥製 077465 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 オオミズナギドリ Calonectris leucomelas (Temminck, 1836) 1
本剥製 263155 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 ハイイロミズナギドリ Puffinus griseus (Gmelin, 1789) 1
本剥製 020003 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 ハシボソミズナギドリ Puffinus tenuirostris (Temminck, 1836) 1 岩手県宮古沖 1979/08/25
本剥製 020007 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 ハシボソミズナギドリ Puffinus tenuirostris (Temminck, 1836) 1 岩手県宮古市 1979/08/07
本剥製 030263 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 ハシボソミズナギドリ Puffinus tenuirostris (Temminck, 1836) 1 岩手県宮古沖 1979/08/07
本剥製 030264 ミズナギドリ目 ミズナギドリ科 ハシボソミズナギドリ Puffinus tenuirostris (Temminck, 1836) 1 岩手県宮古沖 1980/08/06
本剥製 020002 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 クロコシジロウミツバメ Oceanodroma castro (Harcourt, 1851) 1 岩手県宮古市 1978/06/05
本剥製 020034 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 クロコシジロウミツバメ Oceanodroma castro (Harcourt, 1851) 1 岩手県宮古市 1978/06/05
本剥製 020035 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 クロコシジロウミツバメ Oceanodroma castro (Harcourt, 1851) 1 岩手県宮古市 1979/08/07
本剥製 263167 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 クロコシジロウミツバメ Oceanodroma castro (Harcourt, 1851) 1
本剥製 019938 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 コシジロウミツバメ Oceanodroma leucorhoa (Vieillot, 1818) 1 岩手県宮古市 1978/06/05
本剥製 020033 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 ハイイロウミツバメ Oceanodroma furcata furcata (Gmelin, 1789) 1 岩手県宮古市 1980/06/20
本剥製 118993 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 ハイイロウミツバメ Oceanodroma furcata furcata (Gmelin, 1789) 1 岩手県北上市上野町2丁目 2005/12/14
本剥製 121636 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 ハイイロウミツバメ Oceanodroma furcata furcata (Gmelin, 1789) 1 岩手県釜石市大渡町 2006/12/27
本剥製 042774 カツオドリ目 ウ科 ヒメウ Phalacrocorax pelagicus pelagicus Pallas, 1811 1 茨城県 1986年
本剥製 272397 カツオドリ目 ウ科 カワウ Phalacrocorax carbo hanedae Kuroda, 1925 成鳥 1 岩手県北上市和賀町岩崎溜池 2020/07/05
本剥製 263111 ペリカン目 サギ科 サンカノゴイ Botaurus stellaris stellaris (Linnaeus, 1758) 1
本剥製 019952 ペリカン目 サギ科 ヨシゴイ Ixobrychus sinensis sinensis (Gmelin, 1789) 幼鳥 1 岩手県宮古市津軽石 1978/08/10
本剥製 040243 ペリカン目 サギ科 オオヨシゴイ Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe, 1873) ♀ 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷 1983/09/**
本剥製 150176 ペリカン目 サギ科 オオヨシゴイ Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe, 1873) ♀ 1 滝沢市砂込鳥獣保護センター 2010/10/02
本剥製 019988 ペリカン目 サギ科 ゴイサギ Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 成鳥 1 岩手県花巻市 1978/01/10
本剥製 030258 ペリカン目 サギ科 ゴイサギ Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 成鳥 1 岩手県花巻市 1982/08/20
本剥製 030259 ペリカン目 サギ科 ゴイサギ Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 成鳥 1 岩手県花巻市 1982/08/20
本剥製 263153 ペリカン目 サギ科 ゴイサギ Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 成鳥 1
本剥製 263154 ペリカン目 サギ科 ゴイサギ Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 成鳥 1
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本剥製 263149 ペリカン目 サギ科 アマサギ Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) 成鳥 1
本剥製 042775 ペリカン目 サギ科 アオサギ Ardea cinerea jouyi Clark, 1907 成鳥 1 中国
本剥製 110922 ペリカン目 サギ科 アオサギ Ardea cinerea jouyi Clark, 1907 成鳥 1
本剥製 113667 ペリカン目 サギ科 アオサギ Ardea cinerea jouyi Clark, 1907 幼鳥 1 岩手県
本剥製 263147 ペリカン目 サギ科 ムラサキサギ Ardea purpurea manilensis Meyen, 1834 若鳥 1
本剥製 077470 ペリカン目 サギ科 ダイサギ Ardea alba alba Linnaeus, 1758 1 中国
本剥製 077471 ペリカン目 サギ科 チュウサギ Egretta intermedia intermedia (Wagler, 1829) 1 中国 種同定要検討
本剥製 019918 ペリカン目 サギ科 コサギ Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766) 1 岩手県北上市 1977/08/13
本剥製 115262 ペリカン目 トキ科 クロトキ Threskiornis melanocephalus (Latham, 1790) 1 中国
本剥製 150189 ツル目 クイナ科 シロハラクイナ Amaurornis phoenicurus phoenicurus (Pennant, 1769) 成鳥 1 岩手県宮古市千徳（閉伊川沿いの国道106号線上） 2012/04/26
本剥製 263106 ツル目 ツル科 タンチョウ Grus japonensis (Müller, 1776) 1
本剥製 020057 ツル目 クイナ科 クイナ Rallus aquaticus indicus Blyth, 1849 成鳥 1 岩手県盛岡市 1980/08/10
本剥製 212643 ツル目 クイナ科 クイナ Rallus aquaticus indicus Blyth, 1849 1 久慈市門前町 2011/06/28
本剥製 263152 ツル目 クイナ科 クイナ Rallus aquaticus indicus Blyth, 1849 1
本剥製 030268 ツル目 クイナ科 ヒクイナ Porzana fusca erythrothorax (Temminck & Schlegel, 1849) 成鳥 1 岩手県盛岡市 1982/08/04
本剥製 049018 ツル目 クイナ科 バン Gallinula chloropus chloropus (Linnaeus, 1758) 成鳥 1 岩手県盛岡市高松 1988/09/20
本剥製 263032 ツル目 クイナ科 バン Gallinula chloropus chloropus (Linnaeus, 1758) 幼鳥 1
本剥製 019961 カッコウ目 カッコウ科 ジュウイチ Hierococcyx hyperythrus (Gould, 1856) 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/07/13
本剥製 042370 カッコウ目 カッコウ科 ツツドリ Cuculus optatus Gould, 1845 ♀ 1 岩手県岩手郡葛巻町上外川 1984/08/06
本剥製 117359 カッコウ目 カッコウ科 ツツドリ Cuculus optatus Gould, 1845 ♀ 1 岩手県二戸郡一戸町西法寺字稲荷 2002/09/03
本剥製 019970 カッコウ目 カッコウ科 カッコウ Cuculus canorus telephonus Heine, 1863 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/07/03
本剥製 019971 カッコウ目 カッコウ科 カッコウ Cuculus canorus telephonus Heine, 1863 1 岩手県岩手郡滝沢村 1978/08/07
本剥製 020044 カッコウ目 カッコウ科 カッコウ Cuculus canorus telephonus Heine, 1863 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1980/06/02
本剥製 042369 ヨタカ目 ヨタカ科 ヨタカ Caprimulgus indicus jotaka Temminck & Schlegel, 1844 ♂ 成鳥 1 岩手県岩手郡葛巻町上外川 1984/08/21
本剥製 263180 ヨタカ目 ヨタカ科 ヨタカ Caprimulgus indicus jotaka Temminck & Schlegel, 1844 ♂ 成鳥 1
本剥製 119708 チドリ目 チドリ科 シロチドリ Charadrius alexandrinus dealbatus (Swinhoe, 1870) 1 中国
本剥製 119707 チドリ目 チドリ科 ダイセン Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) 1 中国
本剥製 263161 チドリ目 シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 1
本剥製 263162 チドリ目 シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 1
本剥製 020032 チドリ目 シギ科 オオジシギ Gallinago hardwickii (Gray, 1831) 1 岩手県宮古市 1979/04/10
本剥製 263156 チドリ目 シギ科 ハリオシギ Gallinago stenura (Bonaparte, 1830) 1
本剥製 118986 チドリ目 シギ科 タシギ Gallinago gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 1 岩手県盛岡市上田松屋敷34岩手県立博物館 2004/10/08
本剥製 263157 チドリ目 シギ科 タシギ Gallinago gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 1
本剥製 119716 チドリ目 シギ科 チュウシャクシギ Numenius phaeopus variegatus (Scopoli, 1786) 1 中国
本剥製 019972 チドリ目 シギ科 アオアシシギ Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1978/04/03
本剥製 119705 チドリ目 シギ科 クサシギ Tringa ochropus Linnaeus, 1758 1 中国
本剥製 119704 チドリ目 シギ科 イソシギ Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 1 中国
本剥製 030270 チドリ目 シギ科 トウネン Calidris ruficollis (Pallas, 1776) 1 宮城県 1981/06/30
本剥製 119706 チドリ目 シギ科 ハマシギ Calidris alpina sakhalina (Vieillot, 1816) 1 中国
本剥製 027576 チドリ目 シギ科 アカエリヒレアシシギ Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) 1 岩手県宮古市 1979/05/04
本剥製 020025 チドリ目 カモメ科 ミツユビカモメ Rissa tridactyla pollicaris Ridgway, 1884 成鳥 1 岩手県宮古市 1978/11/30
本剥製 263160 チドリ目 カモメ科 ミツユビカモメ Rissa tridactyla pollicaris Ridgway, 1884 成鳥 1
本剥製 042777 チドリ目 カモメ科 ユリカモメ Larus ridibundus Linnaeus, 1766 成鳥 1 岩手県　三陸沖
本剥製 019935 チドリ目 カモメ科 ウミネコ Larus crassirostris Vieillot, 1818 成鳥 1 岩手県宮古市 1978/10/03
本剥製 020062 チドリ目 カモメ科 ウミネコ Larus crassirostris Vieillot, 1818 成鳥 1 岩手県宮古市 1978/09/05
本剥製 020028 チドリ目 ウミスズメ科 ハシブトウミガラス Uria lomvia (Linnaeus, 1758) 1 岩手県宮古市 1979/06/10
本剥製 030261 チドリ目 ウミスズメ科 ハシブトウミガラス Uria lomvia (Linnaeus, 1758) 1 岩手県宮古沖 1976/06/10
本剥製 030265 チドリ目 ウミスズメ科 ウミスズメ Synthliboramphus antiquus (Gmelin, 1789) 1 岩手県宮古沖 1978/04/10
本剥製 030266 チドリ目 ウミスズメ科 ウミスズメ Synthliboramphus antiquus (Gmelin, 1789) 1 岩手県宮古沖 1978/09/14
本剥製 019936 チドリ目 ウミスズメ科 エトロフウミスズメ Aethia cristatella (Pallas, 1769) 1 岩手県宮古市 1978/04/10
本剥製 077466 チドリ目 ウミスズメ科 ウトウ Cerorhinca monocerata (Pallas, 1811) 成鳥 1
本剥製 020008 チドリ目 ウミスズメ科 ツノメドリ Fratercula corniculata (Naumann, 1821) 1 岩手県宮古市 1979/10/05
本剥製 020027 チドリ目 ウミスズメ科 ツノメドリ Fratercula corniculata (Naumann, 1821) 1 岩手県宮古市 1979/10/05
本剥製 271191 チドリ目 ウミスズメ科 ツノメドリ Fratercula corniculata (Naumann, 1821) 1
本剥製 019934 チドリ目 ウミスズメ科 エトピリカ Fratercula cirrhata (Pallas, 1769) 1 岩手県宮古市 1979/08/12
本剥製 020006 チドリ目 ウミスズメ科 エトピリカ Fratercula cirrhata (Pallas, 1769) 1 岩手県宮古市 1979/06/10
本剥製 030262 チドリ目 ウミスズメ科 エトピリカ Fratercula cirrhata (Pallas, 1769) 1 岩手県宮古沖 1979/06/10
本剥製 032612 チドリ目 ウミスズメ科 エトピリカ Fratercula cirrhata (Pallas, 1769) 2 岩手県宮古市沖 1980/02/10
本剥製 271184 チドリ目 ウミスズメ科 エトピリカ Fratercula cirrhata (Pallas, 1769) 1
本剥製 271185 チドリ目 ウミスズメ科 エトピリカ Fratercula cirrhata (Pallas, 1769) 1
本剥製 271186 チドリ目 ウミスズメ科 エトピリカ Fratercula cirrhata (Pallas, 1769) 1
本剥製 271187 チドリ目 ウミスズメ科 エトピリカ Fratercula cirrhata (Pallas, 1769) 1
本剥製 271188 チドリ目 ウミスズメ科 エトピリカ Fratercula cirrhata (Pallas, 1769) 1
本剥製 271189 チドリ目 ウミスズメ科 エトピリカ Fratercula cirrhata (Pallas, 1769) 1
本剥製 271190 チドリ目 ウミスズメ科 エトピリカ Fratercula cirrhata (Pallas, 1769) 1
本剥製 020004 タカ目 ミサゴ科 ミサゴ Pandion haliaetus haliaetus (Linnaeus, 1758) ♀ 成鳥 1 中国
本剥製 019913 タカ目 タカ科 ハチクマ Pernis ptilorhynchus orientalis Taczanowski, 1891 1 中国
本剥製 042768 タカ目 タカ科 ハチクマ Pernis ptilorhynchus orientalis Taczanowski, 1891 1 中国
本剥製 042776 タカ目 タカ科 ハチクマ Pernis ptilorhynchus orientalis Taczanowski, 1891 1 中国
本剥製 042368 タカ目 タカ科 トビ Milvus migrans lineatus (Gray, 1831) 1 岩手県紫波郡紫波町 1984/10/02
本剥製 129455 タカ目 タカ科 トビ Milvus migrans lineatus (Gray, 1831) 1 東京都羽田空港 2001/05/**
本剥製 245541 タカ目 タカ科 トビ Milvus migrans lineatus (Gray, 1831) 1
本剥製 019908 タカ目 タカ科 オジロワシ Haliaeetus albicilla albicilla (Linnaeus, 1758) 幼鳥 1 中国
本剥製 077456 タカ目 タカ科 オジロワシ Haliaeetus albicilla albicilla (Linnaeus, 1758) 若鳥 1 中国
本剥製 079546 タカ目 タカ科 オジロワシ Haliaeetus albicilla albicilla (Linnaeus, 1758) ♀ 成鳥 1 中国北部
本剥製 117361 タカ目 タカ科 オジロワシ Haliaeetus albicilla albicilla (Linnaeus, 1758) 亜成鳥 1 岩手県下閉伊郡岩泉町小本
本剥製 042769 タカ目 タカ科 オオワシ Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) 成鳥 1 中国
本剥製 263104 タカ目 タカ科 マダラハゲワシ Gyps rueppellii (A.E.Brehm, 1852) 1
本剥製 019917 タカ目 タカ科 チュウヒ Circus spilonotus spilonotus Kaup, 1847 ♂ 成鳥 1 中国
本剥製 079547 タカ目 タカ科 カンムリワシ Spilornis cheela perplexus Swann, 1922 ♀ 成鳥 1 台湾
本剥製 079544 タカ目 タカ科 アカハラダカ Accipiter soloensis (Horsfield, 1821) ♂ 成鳥 1 中国東北部
本剥製 019905 タカ目 タカ科 ツミ Accipiter gularis gularis (Temminck & Schlegel, 1844) ♀ 幼鳥 1 中国
本剥製 019914 タカ目 タカ科 ツミ Accipiter gularis gularis (Temminck & Schlegel, 1844) ♂ 成鳥 1 中国
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本剥製 027587 タカ目 タカ科 ツミ Accipiter gularis gularis (Temminck & Schlegel, 1844) 幼鳥 1 岩手県盛岡市 1981/11/20
本剥製 079840 タカ目 タカ科 ツミ Accipiter gularis gularis (Temminck & Schlegel, 1844) ♀ 成鳥 1
本剥製 019916 タカ目 タカ科 ハイタカ Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833) ♂ 成鳥 1 中国
本剥製 079837 タカ目 タカ科 ハイタカ Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833) ♂ 幼鳥 1
本剥製 079838 タカ目 タカ科 ハイタカ Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833) ♂ 幼鳥 1
本剥製 079839 タカ目 タカ科 ハイタカ Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833) ♀ 成鳥 1
本剥製 118992 タカ目 タカ科 ハイタカ Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833) ♂ 幼鳥 1 岩手県滝沢村大字滝沢字砂込1533-1滝沢村森林公園 2005/04/**
本剥製 019910 タカ目 タカ科 オオタカ Accipiter gentilis fujiyamae (Swann & Hartert, 1923) 成鳥 1 中国
本剥製 079533 タカ目 タカ科 オオタカ Accipiter gentilis fujiyamae (Swann & Hartert, 1923) ♂ 幼鳥 1 岩手県盛岡市西見前18-12-134 2000/11/04
本剥製 079834 タカ目 タカ科 オオタカ Accipiter gentilis fujiyamae (Swann & Hartert, 1923) ♂♀ 成鳥 2 日本
本剥製 113662 タカ目 タカ科 オオタカ Accipiter gentilis fujiyamae (Swann & Hartert, 1923) 幼鳥 1 岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂字上9-12 2001/08/21
本剥製 271197 タカ目 タカ科 オオタカ Accipiter gentilis fujiyamae (Swann & Hartert, 1923) 幼鳥 1
本剥製 019912 タカ目 タカ科 サシバ Butastur indicus (Gmelin, 1788) 1 中国
本剥製 019911 タカ目 タカ科 ノスリ Buteo buteo japonicus Temminck & Schlegel, 1844 1 中国
本剥製 079534 タカ目 タカ科 ノスリ Buteo buteo japonicus Temminck & Schlegel, 1844 1 岩手県胆沢郡金ケ崎大字六原 1989/02/08
本剥製 113658 タカ目 タカ科 ノスリ Buteo buteo japonicus Temminck & Schlegel, 1844 ♂ 1 岩手県岩泉町浅内字大沢日蔭19-1 2002/01/15
本剥製 271207 タカ目 タカ科 ノスリ Buteo buteo japonicus Temminck & Schlegel, 1844 1
本剥製 019906 タカ目 タカ科 オオノスリ Buteo hemilasius Temminck & Schlegel, 1844 1 中国
本剥製 019907 タカ目 タカ科 ケアシノスリ Buteo lagopus menzbieri Dementiev, 1951 1 中国
本剥製 040244 タカ目 タカ科 ケアシノスリ Buteo lagopus menzbieri Dementiev, 1951 1 岩手県紫波郡紫波町 1984/02/**
本剥製 027580 タカ目 タカ科 カラフトワシ Aquila clanga Pallas, 1811 1 中国
本剥製 051001 タカ目 タカ科 カタシロワシ Aquila heliaca Savigny, 1809 ♀ 若鳥 1 中国
本剥製 019909 タカ目 タカ科 イヌワシ Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 成鳥 1 中国
本剥製 019991 タカ目 タカ科 イヌワシ Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) ♀ 成鳥 1 中国
本剥製 019992 タカ目 タカ科 イヌワシ Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) ♂ 成鳥 1 中国
本剥製 040245 タカ目 タカ科 ニホンイヌワシ Aquila chrysaetos japonica Severtzov, 1888 1 岩手県気仙郡住田町 1984/04/19
本剥製 040246 タカ目 タカ科 ニホンイヌワシ Aquila chrysaetos japonica Severtzov, 1888 巣内雛 1 岩手県気仙郡住田町 1984/04/19
本剥製 049006 タカ目 タカ科 ニホンイヌワシ Aquila chrysaetos japonica Severtzov, 1888 1 岩手県一関市栗駒山 1988/07/03
本剥製 020064 タカ目 タカ科 クマタカ Nisaetus nipalensis orientalis (Temminck & Schlegel, 1844) 幼鳥 1 岩手県久慈市山根町 1981/01/20
本剥製 079836 タカ目 タカ科 クマタカ Nisaetus nipalensis orientalis (Temminck & Schlegel, 1844) 成鳥 1
本剥製 110920 タカ目 タカ科 クマタカ Nisaetus nipalensis orientalis (Temminck & Schlegel, 1844) 成鳥 1 岩手県山田町豊間根荒川林道 2000/12/21
本剥製 019920 フクロウ目 フクロウ科 オオコノハズク Otus lempiji semitorques Temminck & Schlegel, 1844 1 中国大陸
本剥製 110923 フクロウ目 フクロウ科 オオコノハズク Otus lempiji semitorques Temminck & Schlegel, 1844 1 岩手県盛岡市上田　岩手大学教育学部
本剥製 121637 フクロウ目 フクロウ科 オオコノハズク Otus lempiji semitorques Temminck & Schlegel, 1844 1 秋田県北秋田市森吉字湯ノ岱 2002/06/12
本剥製 019904 フクロウ目 フクロウ科 コノハズク Otus sunia japonicus Temminck & Schlegel, 1844 1 中国
本剥製 050690 フクロウ目 フクロウ科 コノハズク Otus sunia japonicus Temminck & Schlegel, 1844 1 茨城県 1987年
本剥製 019923 フクロウ目 フクロウ科 フクロウ Strix uralensis hondoensis (Clark, 1907) 1 岩手県宮古市 1977/12/10
本剥製 050688 フクロウ目 フクロウ科 フクロウ Strix uralensis hondoensis (Clark, 1907) 1 岩手県岩手郡滝沢村 1990年
本剥製 271204 フクロウ目 フクロウ科 フクロウ Strix uralensis hondoensis (Clark, 1907) 1
本剥製 050689 フクロウ目 フクロウ科 コキンメフクロウ Athene noctua (Scopoli, 1769) 1 中国 1985年
本剥製 019922 フクロウ目 フクロウ科 アオバズク Ninox scutulata japonica (Temminck & Schlegel, 1845) 1 中国
本剥製 020010 フクロウ目 フクロウ科 アオバズク Ninox scutulata japonica (Temminck & Schlegel, 1845) 1 中国
本剥製 049008 フクロウ目 フクロウ科 アオバズク Ninox scutulata japonica (Temminck & Schlegel, 1845) 1 岩手県盛岡市南大通り 1988/07/21
本剥製 079530 フクロウ目 フクロウ科 アオバズク Ninox scutulata japonica (Temminck & Schlegel, 1845) 1
本剥製 019921 フクロウ目 フクロウ科 トラフズク Asio otus otus (Linnaeus, 1758) 1 岩手県北上市和賀町後藤野 1977/11/03
本剥製 129456 フクロウ目 フクロウ科 トラフズク Asio otus otus (Linnaeus, 1758) 1 花巻市東12丁目13-46-5 2009/01/19
本剥製 245537 フクロウ目 フクロウ科 トラフズク Asio otus otus (Linnaeus, 1758) 1
本剥製 119712 サイチョウ目 ヤツガシラ科 ヤツガシラ Upupa epops saturata Lönnberg, 1909 ♂ 成鳥 1 中国
本剥製 119713 サイチョウ目 ヤツガシラ科 ヤツガシラ Upupa epops saturata Lönnberg, 1909 ♀ 成鳥 1 中国
本剥製 042770 ブッポウソウ目 カワセミ科 アカショウビン Halcyon coromanda major (Temminck & Schlegel, 1848) 幼鳥 1 岩手県盛岡市若園町 1985/09/13
本剥製 049010 ブッポウソウ目 カワセミ科 アカショウビン Halcyon coromanda major (Temminck & Schlegel, 1848) 成鳥 1 1988/07/30
本剥製 079525 ブッポウソウ目 カワセミ科 アカショウビン Halcyon coromanda major (Temminck & Schlegel, 1848) 幼鳥 1
本剥製 113660 ブッポウソウ目 カワセミ科 アカショウビン Halcyon coromanda major (Temminck & Schlegel, 1848) 成鳥 1 岩手県花巻市東和町 2002/07/01
本剥製 049017 ブッポウソウ目 カワセミ科 ヤマショウビン Halcyon pileata (Boddaert, 1783) 幼鳥 1 中国産 1988年
本剥製 027591 ブッポウソウ目 カワセミ科 カワセミ Alcedo atthis bengalensis Gmelin, 1788 ♀ 成鳥 1 岩手県盛岡市 1978/07/20
本剥製 118989 ブッポウソウ目 カワセミ科 カワセミ Alcedo atthis bengalensis Gmelin, 1788 ♀ 成鳥 1 岩手県岩手郡雫石町西安庭第11-55-6御所湖川村美術館 2005/05/08
本剥製 129457 ブッポウソウ目 カワセミ科 カワセミ Alcedo atthis bengalensis Gmelin, 1788 ♀ 幼鳥 1 花巻市石鳥谷町葛丸川 2008/08/23
本剥製 019958 ブッポウソウ目 カワセミ科 ヤマセミ Megaceryle lugubris lugubris (Temminck, 1834) ♂ 成鳥 1 岩手県盛岡市大志田 1978/07/16
本剥製 020009 ブッポウソウ目 カワセミ科 ヤマセミ Megaceryle lugubris lugubris (Temminck, 1834) ♂ 成鳥 1 岩手県花巻市 1979/09/02
本剥製 110925 ブッポウソウ目 カワセミ科 ヤマセミ Megaceryle lugubris lugubris (Temminck, 1834) ♂ 成鳥 1 岩手県大船渡市日頃市町
本剥製 113661 ブッポウソウ目 カワセミ科 ヤマセミ Megaceryle lugubris lugubris (Temminck, 1834) ♂ 幼鳥 1 岩手県盛岡市根田茂川 2002/08/12
本剥製 271205 ブッポウソウ目 カワセミ科 ヤマセミ Megaceryle lugubris lugubris (Temminck, 1834) ♂ 1
本剥製 042771 ブッポウソウ目 ブッポウソウ科 ブッポウソウ Eurystomus orientalis calonyx Sharpe, 1890 幼鳥 1 中国　　　
本剥製 118704 キツツキ目 キツツキ科 アリスイ Jynx torquilla japonica (Bonaparte, 1850) 1
本剥製 020052 キツツキ目 キツツキ科 コゲラ Dendrocopos kizuki nippon (Kuroda, 1922) ♂ 1 岩手県岩手郡滝沢村 1979/10/20
本剥製 020053 キツツキ目 キツツキ科 コゲラ Dendrocopos kizuki nippon (Kuroda, 1922) ♂ 1 岩手県岩手郡滝沢村 1979/10/20
本剥製 049000 キツツキ目 キツツキ科 コゲラ Dendrocopos kizuki nippon (Kuroda, 1922) ♂ 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷 1986/08/24
本剥製 117357 キツツキ目 キツツキ科 コゲラ Dendrocopos kizuki nippon (Kuroda, 1922) ♂ 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷34 2004/06/29
本剥製 079527 キツツキ目 キツツキ科 オオアカゲラ Dendrocopos leucotos stejnegeri (Kuroda, 1921) ♂ 1
本剥製 079540 キツツキ目 キツツキ科 オオアカゲラ Dendrocopos leucotos stejnegeri (Kuroda, 1921) ♀ 1
本剥製 115974 キツツキ目 キツツキ科 オオアカゲラ Dendrocopos leucotos stejnegeri (Kuroda, 1921) 幼鳥 1 青森県中津軽郡西目屋村 2003/07/29
本剥製 263165 キツツキ目 キツツキ科 オオアカゲラ Dendrocopos leucotos stejnegeri (Kuroda, 1921) 幼鳥 1
本剥製 020047 キツツキ目 キツツキ科 アカゲラ Dendrocopos major hondoensis (Kuroda, 1921) ♂ 1 岩手県岩手郡滝沢村鍋屋敷 1980/06/08
本剥製 020048 キツツキ目 キツツキ科 アカゲラ Dendrocopos major hondoensis (Kuroda, 1921) ♀ 1 岩手県遠野市 1980/09/02
本剥製 118991 キツツキ目 キツツキ科 アカゲラ Dendrocopos major hondoensis (Kuroda, 1921) 幼鳥 1 岩手県滝沢市大字滝沢字砂込1533-1滝沢市森林公園 2005/06/06
本剥製 077457 キツツキ目 キツツキ科 クマゲラ Dryocopus martius martius (Linnaeus, 1758) ♂ 成鳥 1 北海道
本剥製 077469 キツツキ目 キツツキ科 クマゲラ Dryocopus martius martius (Linnaeus, 1758) ♂ 成鳥 1 北海道
本剥製 119703 キツツキ目 キツツキ科 クマゲラ Dryocopus martius martius (Linnaeus, 1758) ♂ 幼鳥 1 北海道札幌市藻岩山 2006/06/25
本剥製 020038 キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ Picus awokera awokera Temminck, 1836 ♂ 幼鳥 1 岩手県八幡平市柏台 1978/07/13
本剥製 049001 キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ Picus awokera awokera Temminck, 1836 ♂ 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷 1986/10/22
本剥製 079536 キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ Picus awokera awokera Temminck, 1836 ♂ 1
本剥製 110924 キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ Picus awokera awokera Temminck, 1836 ♂ 1 岩手県盛岡市上田岩手県立博物館 2001/12/11
本剥製 115972 キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ Picus awokera awokera Temminck, 1836 ♂ 幼鳥 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷 2003/06/03
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本剥製 212642 キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ Picus awokera awokera Temminck, 1836 ♂ 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷34 2012/07/28
本剥製 263163 キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ Picus awokera awokera Temminck, 1836 ♂ 1
本剥製 113657 キツツキ目 キツツキ科 ヤマゲラ Picus canus jessoensis Stejneger, 1886 ♂ 1 北海道札幌市 2000/10/07
本剥製 115263 キツツキ目 キツツキ科 ヤマゲラ Picus canus jessoensis Stejneger, 1886 ♀ 1 中国
本剥製 115264 キツツキ目 キツツキ科 ヤマゲラ Picus canus jessoensis Stejneger, 1886 ♂ 1 中国
本剥製 019919 ハヤブサ目 ハヤブサ科 チョウゲンボウ Falco tinnunculus interstinctus McClelland, 1840 ♂ 成鳥 1 中国
本剥製 079549 ハヤブサ目 ハヤブサ科 アカアシチョウゲンボウ Falco amurensis Radde, 1863 ♂ 成鳥 1 中国東部
本剥製 079545 ハヤブサ目 ハヤブサ科 コチョウゲンボウ Falco columbarius insignis (Clark, 1907) ♂ 成鳥 1 中国東北部
本剥製 019915 ハヤブサ目 ハヤブサ科 チゴハヤブサ Falco subbuteo subbuteo Linnaeus, 1758 成鳥 1 中国
本剥製 119714 ハヤブサ目 ハヤブサ科 チゴハヤブサ Falco subbuteo subbuteo Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1 中国
本剥製 119715 ハヤブサ目 ハヤブサ科 チゴハヤブサ Falco subbuteo subbuteo Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1 中国
本剥製 079543 ハヤブサ目 ハヤブサ科 ワキスジハヤブサ Falco cherrug Gray, 1834 ♀ 1 北中国
本剥製 079835 ハヤブサ目 ハヤブサ科 ハヤブサ Falco peregrinus japonensis Gmelin, 1788 ♀ 成鳥 1 中国北部
本剥製 121633 ハヤブサ目 ハヤブサ科 ハヤブサ Falco peregrinus japonensis Gmelin, 1788 ♀ 幼鳥 1 岩手県大槌町大槌国道45号城山トンネル口 2007/12/15
本剥製 079542 スズメ目 ヤイロチョウ科 ヤイロチョウ Pitta nympha Temminck & Schlegel, 1850 ♂ 1 台湾
本剥製 019964 スズメ目 カササギヒタキ科 サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata atrocaudata (Eyton, 1839) ♂ 成鳥 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/06/26
本剥製 048996 スズメ目 モズ科 モズ Lanius bucephalus bucephalus Temminck & Schlegel, 1845 ♀ 成鳥 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷 1986/07/06
本剥製 263179 スズメ目 モズ科 モズ Lanius bucephalus bucephalus Temminck & Schlegel, 1845 ♀ 成鳥 1
本剥製 212647 スズメ目 フウチョウ科 オオフウチョウ Paradisaea apoda Linnaeus, 1758 ♂ 成鳥 1 インドネシア・イリアンジャヤ州ジャヤプラ 1979年
本剥製 019995 スズメ目 カラス科 ミヤマカケス Garrulus glandarius brandtii Eversmann, 1842 2 中国
本剥製 042773 スズメ目 カラス科 カケス Garrulus glandarius japonicus Temminck & Schlegel, 1847 2 岩手県下閉伊郡岩泉町 1984年
本剥製 079526 スズメ目 カラス科 カケス Garrulus glandarius japonicus Temminck & Schlegel, 1847 1
本剥製 079548 スズメ目 カラス科 カケス Garrulus glandarius japonicus Temminck & Schlegel, 1847 1
本剥製 020049 スズメ目 カラス科 オナガ Cyanopica cyanus japonica Parrot, 1905 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/01/15
本剥製 019977 スズメ目 カラス科 ホシガラス Nucifraga caryocatactes japonica Hartert, 1897 1 岩手県八幡平市柏台 1978/11/01
本剥製 271240 スズメ目 カラス科 コクマルガラス Corvus dauuricus Pallas, 1776 1
本剥製 263174 スズメ目 カラス科 ミヤマガラス Corvus frugilegus pastinator Gould, 1845 1
本剥製 263175 スズメ目 カラス科 ミヤマガラス Corvus frugilegus pastinator Gould, 1845 1
本剥製 019945 スズメ目 カラス科 ハシボソガラス Corvus corone orientalis Eversmann, 1841 1 岩手県盛岡市 1979/12/20
本剥製 027584 スズメ目 カラス科 ハシブトガラス Corvus macrorhynchos japonensis Bonaparte, 1850 1 宮古市磯鶏 1978/04/28
本剥製 027585 スズメ目 カラス科 ハシブトガラス Corvus macrorhynchos japonensis Bonaparte, 1850 1 岩手県盛岡市 1982/01/07
本剥製 019998 スズメ目 キクイタダキ科 キクイタダキ Regulus regulus japonensis Blakiston, 1862 ♀ 1 岩手県盛岡市上田 1979/09/05
本剥製 048997 スズメ目 キクイタダキ科 キクイタダキ Regulus regulus japonensis Blakiston, 1862 ♀ 1 岩手県岩手郡葛巻町上外川 1986/01/25
本剥製 020042 スズメ目 シジュウカラ科 コガラ Poecile montanus restrictus (Hellmayr, 1900) 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1980/11/13
本剥製 020043 スズメ目 シジュウカラ科 コガラ Poecile montanus restrictus (Hellmayr, 1900) 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1980/11/13
本剥製 049013 スズメ目 シジュウカラ科 コガラ Poecile montanus restrictus (Hellmayr, 1900) 1 宮城県 1989年
本剥製 049011 スズメ目 シジュウカラ科 ヤマガラ Poecile varius varius (Temminck & Schlegel, 1845) 1 岩手県北上市和賀町煤孫 1989/10/31
本剥製 019999 スズメ目 シジュウカラ科 ヒガラ Periparus ater insularis (Hellmayr, 1902) 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1980/10/25
本剥製 020039 スズメ目 シジュウカラ科 ヒガラ Periparus ater insularis (Hellmayr, 1902) 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1978/10/06
本剥製 020040 スズメ目 シジュウカラ科 ヒガラ Periparus ater insularis (Hellmayr, 1902) 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1980/10/10
本剥製 020041 スズメ目 シジュウカラ科 ヒガラ Periparus ater insularis (Hellmayr, 1902) 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1980/10/10
本剥製 032613 スズメ目 シジュウカラ科 ヒガラ Periparus ater insularis (Hellmayr, 1902) ♂ 1 岩手県岩手郡葛巻町袖山 1982/10/15
本剥製 049012 スズメ目 シジュウカラ科 ヒガラ Periparus ater insularis (Hellmayr, 1902) 1 宮城県 1989年
本剥製 019963 スズメ目 シジュウカラ科 シジュウカラ Parus minor minor Temminck & Schlegel, 1848 ♂ 成鳥 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1978/10/10
本剥製 040127 スズメ目 シジュウカラ科 シジュウカラ Parus minor minor Temminck & Schlegel, 1848 ♂ 幼鳥 1 岩手県盛岡市四十四田 1983/11/**
本剥製 048998 スズメ目 ツバメ科 ツバメ Hirundo rustica gutturalis Scopoli, 1786 ♂ 成鳥 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷 1988/05/13
本剥製 019978 スズメ目 ツバメ科 イワツバメ Delichon dasypus dasypus (Bonaparte, 1850) 1 岩手県宮古市津軽石 1978/08/13
本剥製 019984 スズメ目 ツバメ科 イワツバメ Delichon dasypus dasypus (Bonaparte, 1850) 1 岩手県宮古市津軽石 1978/08/13
本剥製 079535 スズメ目 ヒヨドリ科 ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis amaurotis (Temminck, 1830) 1
本剥製 019954 スズメ目 ウグイス科 ウグイス Cettia diphone cantans (Temminck & Schlegel, 1847) ♂ 1 岩手県宮古市津軽石 1978/05/30
本剥製 049016 スズメ目 ウグイス科 ヤブサメ Urosphena squameiceps (Swinhoe, 1863) 1 宮城県 1989年
本剥製 113663 スズメ目 ウグイス科 ヤブサメ Urosphena squameiceps (Swinhoe, 1863) 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷岩手県立博物館 2001/10/03
本剥製 040128 スズメ目 エナガ科 エナガ Aegithalos caudatus trivirgatus (Temminck & Schlegel, 1848) 1 岩手県岩手郡葛巻町袖山 1982/10/04
本剥製 048994 スズメ目 エナガ科 エナガ Aegithalos caudatus trivirgatus (Temminck & Schlegel, 1848) 1 岩手県岩手郡葛巻町上外川 1986/03/20
本剥製 079531 スズメ目 エナガ科 エナガ Aegithalos caudatus trivirgatus (Temminck & Schlegel, 1848) 2
本剥製 019955 スズメ目 ムシクイ科 メボソムシクイ Phylloscopus xanthodryas (Swinhoe, 1863) 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/06/20
本剥製 019956 スズメ目 ムシクイ科 メボソムシクイ Phylloscopus xanthodryas (Swinhoe, 1863) 1 岩手県宮古市津軽石 1978/06/06
本剥製 049015 スズメ目 ムシクイ科 メボソムシクイ Phylloscopus xanthodryas (Swinhoe, 1863) 1 宮城県 1989年
本剥製 050693 スズメ目 ムシクイ科 エゾムシクイ Phylloscopus borealoides Portenko, 1950 1 宮城県 1990年
本剥製 115971 スズメ目 ムシクイ科 センダイムシクイ Phylloscopus coronatus (Temminck & Schlegel, 1847) 1 2003/10/07
本剥製 263178 スズメ目 メジロ科 メジロ Zosterops japonicus japonicus Temminck & Schlegel, 1845 1
本剥製 019974 スズメ目 レンジャク科 キレンジャク Bombycilla garrulus centralasiae Poljakov, 1915 成鳥 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1978/10/07
本剥製 019975 スズメ目 レンジャク科 キレンジャク Bombycilla garrulus centralasiae Poljakov, 1915 若鳥 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1978/10/07
本剥製 019976 スズメ目 レンジャク科 キレンジャク Bombycilla garrulus centralasiae Poljakov, 1915 若鳥 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1978/10/07
本剥製 117356 スズメ目 レンジャク科 キレンジャク Bombycilla garrulus centralasiae Poljakov, 1915 成鳥 1 岩手県盛岡市東警察署 2004/01/30
本剥製 042772 スズメ目 レンジャク科 ヒレンジャク Bombycilla japonica (Siebold, 1824) ♀ 成鳥 1 岩手県盛岡市上米内 1985年
本剥製 077467 スズメ目 ゴジュウカラ科 ゴジュウカラ Sitta europaea amurensis Swinhoe, 1871 1
本剥製 263170 スズメ目 ゴジュウカラ科 ゴジュウカラ Sitta europaea amurensis Swinhoe, 1871 1
本剥製 050691 スズメ目 ミソサザイ科 ミソサザイ Troglodytes troglodytes fumigatus Temminck, 1835 1 岩手県岩手郡滝沢村 1990年
本剥製 113659 スズメ目 ミソサザイ科 ミソサザイ Troglodytes troglodytes fumigatus Temminck, 1835 1 岩手県上閉伊郡大槌町赤浜 2002/01/05
本剥製 271206 スズメ目 ミソサザイ科 ミソサザイ Troglodytes troglodytes fumigatus Temminck, 1835 1
本剥製 263177 スズメ目 ムクドリ科 ムクドリ Spodiopsar cineraceus (Temminck, 1835) 1
本剥製 077463 スズメ目 ムクドリ科 コムクドリ Agropsar philippensis (Forster, 1781) 1
本剥製 117358 スズメ目 ムクドリ科 コムクドリ Agropsar philippensis (Forster, 1781) 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷 2004/07/06
本剥製 019944 スズメ目 カワガラス科 カワガラス Cinclus pallasii pallasii Temminck, 1820 1 岩手県盛岡市砂子沢 1978/08/03
本剥製 079528 スズメ目 カワガラス科 カワガラス Cinclus pallasii pallasii Temminck, 1820 1
本剥製 019960 スズメ目 ヒタキ科 トラツグミ Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) 1 岩手県宮古市 1977/04/13
本剥製 030269 スズメ目 ヒタキ科 トラツグミ Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) 1 岩手県岩手郡滝沢村鍋屋敷 1981/07/06
本剥製 110926 スズメ目 ヒタキ科 トラツグミ Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) 1 岩手県盛岡市玉山区　巻堀中学校 2001/10/18
本剥製 019959 スズメ目 ヒタキ科 クロツグミ Turdus cardis Temminck, 1831 ♂ 幼鳥 1 岩手県宮古市 1978/08/12
本剥製 020058 スズメ目 ヒタキ科 クロツグミ Turdus cardis Temminck, 1831 ♂ 成鳥 1 岩手県遠野市 1980/11/07
本剥製 027575 スズメ目 ヒタキ科 クロツグミ Turdus cardis Temminck, 1831 ♀ 幼鳥 1 岩手県岩手郡滝沢村鍋屋敷 1980/10/07
本剥製 048999 スズメ目 ヒタキ科 シロハラ Turdus pallidus Gmelin, 1789 ♀ 幼鳥 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷 1985年
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本剥製 110927 スズメ目 ヒタキ科 シロハラ Turdus pallidus Gmelin, 1789 ♂ 幼鳥 1 岩手県盛岡市上田岩手県立博物館
本剥製 019941 スズメ目 ヒタキ科 アカハラ Turdus chrysolaus chrysolaus Temminck, 1832 ♂ 成鳥 1 岩手県宮古市 1978/10/23
本剥製 113664 スズメ目 ヒタキ科 アカハラ Turdus chrysolaus chrysolaus Temminck, 1832 幼鳥 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷岩手県立博物館 2000/11/01
本剥製 271244 スズメ目 ヒタキ科 アカハラ Turdus chrysolaus chrysolaus Temminck, 1832 ♀ 幼鳥 1
本剥製 079537 スズメ目 ヒタキ科 ツグミ Turdus naumanni eunomus Temminck, 1831 1
本剥製 019962 スズメ目 ヒタキ科 コマドリ Luscinia akahige akahige (Temminck, 1835) ♂ 1 岩手県八幡平市柏台 1978/07/13
本剥製 020050 スズメ目 ヒタキ科 コマドリ Luscinia akahige akahige (Temminck, 1835) ♂ 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1980/08/03
本剥製 050692 スズメ目 ヒタキ科 ノゴマ Luscinia calliope (Pallas, 1776) ♂ 成鳥 1 北海道 1989年
本剥製 077461 スズメ目 ヒタキ科 ノゴマ Luscinia calliope (Pallas, 1776) ♀ 幼鳥 1
本剥製 118969 スズメ目 ヒタキ科 ノゴマ Luscinia calliope (Pallas, 1776) ♂ 幼鳥 1 岩手県花巻市東和町東晴山 2004/10/10
本剥製 019979 スズメ目 ヒタキ科 コルリ Luscinia cyane bochaiensis (Shulpin, 1928) ♂ 成鳥 1 岩手県岩手郡滝沢市柳沢 1978/06/20
本剥製 118988 スズメ目 ヒタキ科 コルリ Luscinia cyane bochaiensis (Shulpin, 1928) ♂ 亜成鳥 1 岩手県盛岡市外山岸 2003/04/30
本剥製 118709 スズメ目 ヒタキ科 イソヒヨドリ Monticola solitarius philippensis (Müller, 1776) ♂ 1
本剥製 118710 スズメ目 ヒタキ科 イソヒヨドリ Monticola solitarius philippensis (Müller, 1776) ♀ 1
本剥製 212641 スズメ目 ヒタキ科 イソヒヨドリ Monticola solitarius philippensis (Müller, 1776) ♀ 1 岩手県紫波郡矢巾町大字煙山第3地割560番地11　岩手県林業技術センター本館 2014/08/25
本剥製 019969 スズメ目 ヒタキ科 キビタキ Ficedula narcissina narcissina (Temminck, 1836) ♂ 成鳥 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/08/06
本剥製 020051 スズメ目 ヒタキ科 キビタキ Ficedula narcissina narcissina (Temminck, 1836) ♂ 成鳥 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1980/10/26
本剥製 049014 スズメ目 ヒタキ科 キビタキ Ficedula narcissina narcissina (Temminck, 1836) ♂ 成鳥 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷34　岩手県立博物館 1989/05/17
本剥製 272395 スズメ目 ヒタキ科 キビタキ Ficedula narcissina narcissina (Temminck, 1836) ♀ 成鳥 1 岩手県
本剥製 019965 スズメ目 ヒタキ科 オオルリ Cyanoptila cyanomelana cyanomelana (Temminck, 1829) ♂ 成鳥 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/06/20
本剥製 020037 スズメ目 ヒタキ科 オオルリ Cyanoptila cyanomelana cyanomelana (Temminck, 1829) ♂ 成鳥 1 岩手県岩手郡滝沢村鍋屋敷 1980/07/20
本剥製 042371 スズメ目 ヒタキ科 オオルリ Cyanoptila cyanomelana cyanomelana (Temminck, 1829) ♂ 成鳥 1 岩手県岩手郡葛巻町上外川 1984/06/19
本剥製 119719 スズメ目 スズメ科 ニュウナイスズメ Passer rutilans rutilans (Temminck, 1836) ♂ 1 熊本県
本剥製 119720 スズメ目 スズメ科 ニュウナイスズメ Passer rutilans rutilans (Temminck, 1836) ♀ 1 熊本県
本剥製 040126 スズメ目 スズメ科 スズメ Passer montanus saturatus Stejneger, 1885 1 岩手県盛岡市加賀野３丁目 1983/09/**
本剥製 115973 スズメ目 スズメ科 スズメ Passer montanus saturatus Stejneger, 1885 成鳥 1 岩手県盛岡市高松２丁目 2002/04/25
本剥製 042778 スズメ目 セキレイ科 キセキレイ Motacilla cinerea cinerea Tunstall, 1771 成鳥 1 岩手県岩手郡葛巻町上外川 1986/11/07
本剥製 117353 スズメ目 セキレイ科 ハクセキレイ Motacilla alba lugens Gloger, 1829 1
本剥製 019943 スズメ目 セキレイ科 セグロセキレイ Motacilla grandis Sharpe, 1885 成鳥 1 岩手県盛岡市太田 1978/08/03
本剥製 117354 スズメ目 セキレイ科 セグロセキレイ Motacilla grandis Sharpe, 1885 成鳥 1
本剥製 042372 スズメ目 セキレイ科 ビンズイ Anthus hodgsoni hodgsoni Richmond, 1907 1 岩手県岩手郡葛巻町上外川 1985/07/06
本剥製 119718 スズメ目 セキレイ科 タヒバリ Anthus rubescens japonicus Temminck & Schlegel, 1847 1 中国
本剥製 027588 スズメ目 アトリ科 アトリ Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 ♂ 1 岩手県岩手郡滝沢村鍋屋敷 1981/11/07
本剥製 027589 スズメ目 アトリ科 アトリ Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 ♂ 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1981/11/03
本剥製 271243 スズメ目 アトリ科 アトリ Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 ♂ 1
本剥製 019985 スズメ目 アトリ科 オオカワラヒワ Chloris sinica kawarahiba (Temminck, 1836) 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1978/10/10
本剥製 019986 スズメ目 アトリ科 カワラヒワ Chloris sinica minor (Temminck & Schlegel, 1848) 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1978/10/10
本剥製 118990 スズメ目 アトリ科 ハギマシコ Leucosticte arctoa brunneonucha (Brandt, 1842) ♂ 1 岩手県滝沢市砂込1533-1　滝沢森林公園 2005/03/18
本剥製 020056 スズメ目 アトリ科 ベニマシコ Uragus sibiricus sanguinolentus (Temminck & Schlegel, 1848) ♂ 1 岩手県盛岡市（旧都南村） 1978/10/08
本剥製 121634 スズメ目 アトリ科 アカウソ Pyrrhula pyrrhula rosacea Seebohm, 1882 ♂ 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷岩手県立博物館 2005/03/02
本剥製 020054 スズメ目 アトリ科 ウソ Pyrrhula pyrrhula griseiventris Lafresnaye, 1841 1 岩手県盛岡市 1980/10/25
本剥製 020055 スズメ目 アトリ科 ウソ Pyrrhula pyrrhula griseiventris Lafresnaye, 1841 ♂ 1 岩手県盛岡市 1980/12/18
本剥製 032614 スズメ目 アトリ科 ウソ Pyrrhula pyrrhula griseiventris Lafresnaye, 1841 ♂ 1 岩手県盛岡市月が丘 1983/01/08
本剥製 048995 スズメ目 アトリ科 ウソ Pyrrhula pyrrhula griseiventris Lafresnaye, 1841 ♀ 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷 1983/11/22
本剥製 121635 スズメ目 アトリ科 ウソ Pyrrhula pyrrhula griseiventris Lafresnaye, 1841 ♀ 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷岩手県立博物館 2006/11/18
本剥製 118985 スズメ目 アトリ科 シメ Coccothraustes coccothraustes japonicus Temminck & Schlegel, 1848 ♂♀ 成鳥 2 岩手県滝沢市砂込1533番地1　滝沢森林公園ネイチャーセンター 2005/05/19
本剥製 121638 スズメ目 アトリ科 シメ Coccothraustes coccothraustes japonicus Temminck & Schlegel, 1848 ♀ 幼鳥 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷岩手県立博物館 2007/08/31
本剥製 263171 スズメ目 アトリ科 シメ Coccothraustes coccothraustes japonicus Temminck & Schlegel, 1848 ♂ 幼鳥 1
本剥製 263172 スズメ目 アトリ科 シメ Coccothraustes coccothraustes japonicus Temminck & Schlegel, 1848 ♀ 成鳥 1
本剥製 019983 スズメ目 アトリ科 イカル Eophona personata personata (Temminck & Schlegel, 1848) 1 岩手県盛岡市上田 1978/12/03
本剥製 019973 スズメ目 ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides ciopsis Bonaparte, 1850 ♂ 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/10/03
本剥製 020046 スズメ目 ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides ciopsis Bonaparte, 1850 ♂ 1 岩手県盛岡市 1978/10/06
本剥製 263173 スズメ目 ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides ciopsis Bonaparte, 1850 ♂ 1
本剥製 019980 スズメ目 ホオジロ科 カシラダカ Emberiza rustica latifascia Portenko, 1930 ♂ 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/10/03
本剥製 019981 スズメ目 ホオジロ科 カシラダカ Emberiza rustica latifascia Portenko, 1930 ♀ 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/10/03
本剥製 019982 スズメ目 ホオジロ科 カシラダカ Emberiza rustica latifascia Portenko, 1930 ♀ 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/10/03
本剥製 019987 スズメ目 ホオジロ科 カシラダカ Emberiza rustica latifascia Portenko, 1930 ♂ 1 岩手県岩手郡滝沢村 1978/11/03
本剥製 079529 スズメ目 ホオジロ科 カシラダカ Emberiza rustica latifascia Portenko, 1930 ♀ 1
本剥製 263176 スズメ目 ホオジロ科 ミヤマホオジロ Emberiza elegans elegans Temminck, 1836 ♂ 1
本剥製 272396 スズメ目 ホオジロ科 ミヤマホオジロ Emberiza elegans elegans Temminck, 1836 ♂ 1 岩手県滝沢市大釜大清水 2018/02/21
本剥製 019967 スズメ目 ホオジロ科 ノジコ Emberiza sulphurata Temminck & Schlegel, 1848 ♂ 成鳥 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/10/03
本剥製 019942 スズメ目 ホオジロ科 アオジ Emberiza spodocephala personata Temminck, 1836 ♀ 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/10/03
本剥製 019966 スズメ目 ホオジロ科 アオジ Emberiza spodocephala personata Temminck, 1836 ♂ 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/10/20
本剥製 113665 スズメ目 ホオジロ科 アオジ Emberiza spodocephala personata Temminck, 1836 ♂ 1 岩手県釜石市鵜住居川 2002/10/10
本剥製 113668 スズメ目 ホオジロ科 アオジ Emberiza spodocephala personata Temminck, 1836 ♀ 1 岩手県釜石市鵜住居川 2002/10/10
本剥製 263164 スズメ目 ホオジロ科 アオジ Emberiza spodocephala personata Temminck, 1836 ♂ 1
本剥製 019968 スズメ目 ホオジロ科 クロジ Emberiza variabilis Temminck, 1836 ♂ 1 岩手県岩手郡滝沢村柳沢 1978/10/03
本剥製 212644 スズメ目 ホオジロ科 クロジ Emberiza variabilis Temminck, 1836 ♂ 1 盛岡市上田字松屋敷34　岩手県立博物館 2013/05/12
本剥製 212645 スズメ目 ホオジロ科 クロジ Emberiza variabilis Temminck, 1836 ♂ 幼鳥 1 岩手県下閉伊郡山田町織笠　岩手県立山田高等学校 2012/10/26
本剥製 263168 スズメ目 ホオジロ科 クロジ Emberiza variabilis Temminck, 1836 ♂ 幼鳥 1
本剥製 263169 スズメ目 ホオジロ科 クロジ Emberiza variabilis Temminck, 1836 ♂ 幼鳥 1
本剥製 113666 スズメ目 ホオジロ科 オオジュリン Emberiza schoeniclus pyrrhulina (Swinhoe, 1876) ♂ 幼鳥 1 岩手県釜石市鵜住居川 2002/10/10

仮剥製
資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考
仮剥製 263046 キジ目 キジ科 ウズラ Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849 ♀ 成鳥 1
仮剥製 263041 キジ目 キジ科 コジュケイ Bambusicola thoracicus thoracicus (Temminck, 1815) ♀ 1
仮剥製 263031 カモ目 カモ科 コガモ Anas crecca crecca Linnaeus, 1758 ♀ 成鳥 1
仮剥製 262959 カモ目 カモ科 ビロードキンクロ Melanitta fusca stejnegeri (Ridgway, 1887) ♀ 1 1978/02/03
仮剥製 263039 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 ハイイロウミツバメ Oceanodroma furcata furcata (Gmelin, 1789) 1
仮剥製 272391 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 ハイイロウミツバメ Oceanodroma furcata furcata (Gmelin, 1789) 1 岩手県宮古市重茂音部漁港 2009/12/22
仮剥製 272392 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 ハイイロウミツバメ Oceanodroma furcata furcata (Gmelin, 1789) 1 岩手県宮古市重茂音部漁港 2009/12/22
仮剥製 272393 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 ハイイロウミツバメ Oceanodroma furcata furcata (Gmelin, 1789) 1 岩手県宮古市重茂音部漁港 2009/12/22
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資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考
仮剥製 271246 ペリカン目 サギ科 アマサギ Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) 1
仮剥製 262962 ツル目 クイナ科 ヒクイナ Porzana fusca erythrothorax (Temminck & Schlegel, 1849) ♀ 成鳥 1 1977/9/12
仮剥製 263032 ツル目 クイナ科 バン Gallinula chloropus chloropus (Linnaeus, 1758) 幼鳥 1
仮剥製 262966 カッコウ目 カッコウ科 ツツドリ Cuculus optatus Gould, 1845 ♀ 1 1958/05/05
仮剥製 263038 カッコウ目 カッコウ科 ツツドリ Cuculus optatus Gould, 1845 ♀ 成鳥 1
仮剥製 263036 チドリ目 シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 1
仮剥製 263043 チドリ目 シギ科 タシギ Gallinago gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 1
仮剥製 262960 チドリ目 シギ科 アカエリヒレアシシギ Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) ♂ 1 1977/05/17
仮剥製 262967 チドリ目 ウミスズメ科 ウミスズメ Synthliboramphus antiquus (Gmelin, 1789) ♂ 1 1977/11/01
仮剥製 262965 タカ目 タカ科 ハイタカ Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833) ♀ 1 1977/12/18
仮剥製 263020 タカ目 タカ科 ハイタカ Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833) ♂ 成鳥 1
仮剥製 263021 タカ目 タカ科 ハイタカ Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833) ♀ 幼鳥 1
仮剥製 263022 タカ目 タカ科 ハイタカ Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833) ♂ 幼鳥 1
仮剥製 263023 タカ目 タカ科 ノスリ Buteo buteo japonicus Temminck & Schlegel, 1844 ♂ 1
仮剥製 263107 タカ目 タカ科 ニホンイヌワシ Aquila chrysaetos japonica Severtzov, 1888 1 岩手県九戸村 1993/08/12
仮剥製 263033 フクロウ目 フクロウ科 コノハズク Otus sunia japonicus Temminck & Schlegel, 1844 1
仮剥製 271245 フクロウ目 フクロウ科 フクロウ Strix uralensis hondoensis (Clark, 1907) 1
仮剥製 263047 ブッポウソウ目 カワセミ科 カワセミ Alcedo atthis bengalensis Gmelin, 1788 ♂ 成鳥 1
仮剥製 263051 ブッポウソウ目 カワセミ科 カワセミ Alcedo atthis bengalensis Gmelin, 1788 ♀ 成鳥 1
仮剥製 262964 キツツキ目 キツツキ科 オオアカゲラ Dendrocopos leucotos stejnegeri (Kuroda, 1921) ♂ 幼鳥 1 1958/6/12
仮剥製 263035 キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ Picus awokera awokera Temminck, 1836 ♀ 1
仮剥製 263037 キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ Picus awokera awokera Temminck, 1836 ♂ 1
仮剥製 263027 スズメ目 モズ科 モズ Lanius bucephalus bucephalus Temminck & Schlegel, 1845 ♂ 幼鳥 1
仮剥製 263057 スズメ目 キクイタダキ科 キクイタダキ Regulus regulus japonensis Blakiston, 1862 ♂ 1
仮剥製 263059 スズメ目 キクイタダキ科 キクイタダキ Regulus regulus japonensis Blakiston, 1862 ♂ 1
仮剥製 263054 スズメ目 シジュウカラ科 シジュウカラ Parus minor minor Temminck & Schlegel, 1848 ♂ 幼鳥 1
仮剥製 263062 スズメ目 シジュウカラ科 シジュウカラ Parus minor minor Temminck & Schlegel, 1848 ♀ 成鳥 1
仮剥製 263063 スズメ目 ツバメ科 ツバメ Hirundo rustica gutturalis Scopoli, 1786 ♂ 成鳥 1
仮剥製 263060 スズメ目 ウグイス科 ウグイス Cettia diphone cantans (Temminck & Schlegel, 1847) ♂ 1
仮剥製 263052 スズメ目 メジロ科 メジロ Zosterops japonicus japonicus Temminck & Schlegel, 1845 ♀ 成鳥 1
仮剥製 263048 スズメ目 ゴジュウカラ科 ゴジュウカラ Sitta europaea amurensis Swinhoe, 1871 ♀ 1
仮剥製 263029 スズメ目 レンジャク科 キレンジャク Bombycilla garrulus centralasiae Poljakov, 1915 成鳥 1
仮剥製 263061 スズメ目 ムクドリ科 コムクドリ Agropsar philippensis (Forster, 1781) ♀ 成鳥 1
仮剥製 263040 スズメ目 ヒタキ科 トラツグミ Zoothera dauma aurea (Holandre, 1825) 1
仮剥製 263044 スズメ目 ヒタキ科 クロツグミ Turdus cardis Temminck, 1831 ♀ 幼鳥 1
仮剥製 263025 スズメ目 ヒタキ科 マミチャジナイ Turdus obscurus Gmelin, 1789 ♀ 幼鳥 1
仮剥製 263034 スズメ目 ヒタキ科 シロハラ Turdus pallidus Gmelin, 1789 ♀ 幼鳥 1
仮剥製 262963 スズメ目 ヒタキ科 アカハラ Turdus chrysolaus chrysolaus Temminck, 1832 ♂ 1 1958/4/20
仮剥製 263042 スズメ目 ヒタキ科 アカハラ Turdus chrysolaus chrysolaus Temminck, 1832 ♀ 成鳥 1
仮剥製 263045 スズメ目 ヒタキ科 ツグミ Turdus naumanni eunomus Temminck, 1831 1
仮剥製 263028 スズメ目 ヒタキ科 ノゴマ Luscinia calliope (Pallas, 1776) ♀ 成鳥 1
仮剥製 263030 スズメ目 ヒタキ科 ノゴマ Luscinia calliope (Pallas, 1776) ♂ 幼鳥 1
仮剥製 262961 スズメ目 ヒタキ科 キビタキ Ficedula narcissina narcissina (Temminck, 1836) ♂ 1 1956/05/18
仮剥製 263053 スズメ目 ヒタキ科 オオルリ Cyanoptila cyanomelana cyanomelana (Temminck, 1829) ♂ 成鳥 1
仮剥製 263064 スズメ目 スズメ科 スズメ Passer montanus saturatus Stejneger, 1885 1
仮剥製 263055 スズメ目 セキレイ科 ハクセキレイ Motacilla alba lugens Gloger, 1829 幼鳥 1
仮剥製 263056 スズメ目 セキレイ科 タヒバリ Anthus rubescens japonicus Temminck & Schlegel, 1847 1
仮剥製 272390 スズメ目 アトリ科 アトリ Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 ♂ 1 岩手県滝沢市滝沢森林公園 2014/04/23
仮剥製 263024 スズメ目 アトリ科 シメ Coccothraustes coccothraustes japonicus Temminck & Schlegel, 1848 ♀ 成鳥 1
仮剥製 263050 スズメ目 ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides ciopsis Bonaparte, 1850 ♂ 成鳥 1
仮剥製 263065 スズメ目 ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides ciopsis Bonaparte, 1850 ♂ 1
仮剥製 263058 スズメ目 ホオジロ科 ノジコ Emberiza sulphurata Temminck & Schlegel, 1848 ♂ 1
仮剥製 263026 スズメ目 ホオジロ科 アオジ Emberiza spodocephala personata Temminck, 1836 ♂ 1
仮剥製 263049 スズメ目 ホオジロ科 アオジ Emberiza spodocephala personata Temminck, 1836 ♂ 1
仮剥製 272389 スズメ目 ホオジロ科 オオジュリン Emberiza schoeniclus pyrrhulina (Swinhoe, 1876) ♀ 成鳥 1 岩手県釜石市ミノスケ沼 2009/10/13

骨格標本
資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考
骨格標本 262932 キジ目 キジ科 ニワトリ Gallus gallus domesticus 頭骨 1
骨格標本 262933 キジ目 キジ科 ニワトリ Gallus gallus domesticus 組立 1
骨格標本 262934 キジ目 キジ科 ニワトリ Gallus gallus domesticus 下顎 2
骨格標本 262937 カモ目 カモ科 オオハクチョウ Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 1
骨格標本 262935 カモ目 カモ科 ウミアイサ Mergus serrator Linnaeus, 1758 骨盤 1
骨格標本 272394 ミズナギドリ目 ウミツバメ科 ハイイロウミツバメ Oceanodroma furcata furcata (Gmelin, 1789) 1 岩手県宮古市重茂音部漁港 2009/12/22 #272393の骨格
骨格標本 262931 タカ目 タカ科 イヌワシ Aquila chrysaetos japonica Severtzov, 1888 1
骨格標本 019893 タカ目 タカ科 ニホンイヌワシ Aquila chrysaetos japonica Severtzov, 1888 1 岩手県下閉伊郡岩泉町 1978/10/01
骨格標本 262976 フクロウ目 フクロウ科 コノハズク Otus sunia japonicus Temminck & Schlegel, 1844 組立 ♂ 1 1977/06/21
骨格標本 150172 キツツキ目 キツツキ科 コゲラ Dendrocopos kizuki nippon (Kuroda, 1922) ♀ 1 岩手県環境保健研究センター敷地内 2010/05/11 羽毛標本あり
骨格標本 150173 キツツキ目 キツツキ科 オオアカゲラ Dendrocopos leucotos stejnegeri (Kuroda, 1921) ♀ 1 矢巾町大字広宮沢第1地割内南昌第2トンネル 2010/09/20 羽毛標本あり
骨格標本 119711 キツツキ目 キツツキ科 アカゲラ Dendrocopos major hondoensis (Kuroda, 1921) 1 岩手県八幡平市東八幡平（旧松尾村寄木） 2005/11/17
骨格標本 117360 キツツキ目 キツツキ科 クマゲラ Dryocopus martius martius (Linnaeus, 1758) 組立 ♂ 1 北海道勇払郡厚真町豊沢 2004/03/31
骨格標本 119710 キツツキ目 キツツキ科 アオゲラ Picus awokera awokera Temminck, 1836 ♀ 1 岩手県盛岡市上田字松屋敷岩手県立博物館構内 2002/04/03
骨格標本 150187 キツツキ目 キツツキ科 ヤマゲラ Picus canus jessoensis Stejneger, 1886 ♂ 1 北海道雨竜郡朱鞠内　キャンプ場 2011/08/18

その他
資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考
その他 114325 ペリカン目 トキ科 トキ Nipponia nippon (Temminck, 1835) 1 カービング
その他 114324 フクロウ目 フクロウ科 シマフクロウ Ketupa blakistoni blakistoni (Seebohm, 1884) 1 カービング
その他 114322 キツツキ目 キツツキ科 アリスイ Jynx torquilla japonica (Bonaparte, 1850) 1 カービング
その他 263166 キツツキ目 キツツキ科 キンビタイヒメキツツキ Picumnus aurifrons Pelzeln, 1870 1 カービング
その他 271208 キツツキ目 キツツキ科 チャバラアカゲラ Dendrocopos hyperythrus (Vigors, 1831) ♂ 1 カービング
その他 114323 キツツキ目 キツツキ科 コアカゲラ Dendrocopos minor amurensis (Buturlin, 1909) ♂ 1 カービング
その他 114321 キツツキ目 キツツキ科 ミユビゲラ Picoides tridactylus inouyei Yamashina, 1943 ♂ 1 カービング
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資料種別 資料登録番号 目(和名) 科(和名) 和名 学名 形状・部位 性別 生活史段階 資料数 採集地 採集年月日 備考
その他 114319 キツツキ目 キツツキ科 キタタキ Dryocopus javensis richardsi Tristram, 1879 ♂ 1 カービング
その他 114320 キツツキ目 キツツキ科 ノグチゲラ Sapheopipo noguchii (Seebohm, 1887) ♂ 1 カービング
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