
湘南自然誌 訂正履歴一覧表 

（2023 年 1 月 11 日更新版） 

お詫びして訂正いたします。 

 

 

※1 この一覧表は、訂正記事が掲載された際に、随時更新いたします。 

※2 括弧内は、訂正記事の出典号数とページ数を示します。 

※3 湘南自然誌デジタル版は、Vol.15 までは以下の修正が反映されています（※を除く）。 

 

 

 

Vol.2, p8 クロコウガイビルは，クロイロコウガイビル

の誤りである。 

（2020年 1月 3日発行 Vol.15, p29にて訂正） 

Vol.2, p7 會田重道氏による幼稚園のチョウの調査

結果 9/9・9/23・9/30 誤りで、正しくは 8/9・

8/23・8/30です。 

（2017年 1月 27日発行 Vol.3, p22にて訂正） 

→會田氏の記録を再確認したところ、記録日は

9/9・9/23・9/30で正しかったため、訂正が撤

回されました。 

（2020年 1月 3日発行 Vol.15, p29にて訂正） 

Vol.3, p21 「會田重道氏による幼稚園のチョウの調

査結果」にある 9/9・9/23・9/30 の記録は、

Vol.2, P7 と重複のため削除されました。 

（2020年 1月 4日発行 Vol.15, p29にて訂正） 

Vol.4, p13 鈴川探鳥会で確認された鳥類一覧に、

誤ってカワラバトとドバトが併記されているが、

同種を指します。 

（2019年 10月 1日発行 Vol.14, p31にて訂正） 

Vol.5, p10 マルノミノミハムシは、正しくはマルノミ

ハムシです。 

（2020年 1月 3日発行 Vol.15, p29にて訂正） 

Vol.5, p11 オオトビサシガメの記録地「平塚市琵琶」

は誤りで、正しくは「平塚市土屋琵琶」です。 

（2020年 1月 3日発行 Vol.15, p29にて訂正） 

Vol.5, P11 ナナフシモドキは、若齢幼虫で触角がは

っきり視認できないことから、「ナナフシモド

キ？」に訂正します。 

（2020年 1月 3日発行 Vol.15, p29にて訂正） 

Vol.7, p1 ヒメクダマキモドキはキリギリスの仲間な

ので、「南方系のバッタ」を「南方系のキリギリ

ス」に訂正されました。 

（2018年 3月 5日発行 Vol.8, p14にて訂正） 

Vol.7, p18 野鳥画の作者名が「東郷野なりさ氏」と

なっていますが、正しくは「東郷なりさ氏」で

す。 

（2018年 3月 5日発行 Vol.8, p14にて訂正） 

Vol.8, p10 タネツケバナは誤りで、正しくはミチタネ

ツケバナです。 

（2020年 3月 4日発行 Vol.16, p18にて訂正） 

Vol.9, p10 ヒメチャバネアオカメムシは誤りで、正し

くはチャバネアオカメムシです。 

（2018年 10月 2日発行 Vol.10, p20にて訂正） 

Vol.9, p11 ヒラタハナムグリの項。体調→体長です。 

（2020年 3月 4日発行 Vol.16, p18にて訂正） 

Vol.9, p12 Illberis 属は誤りで、正しくは Illiberis

属の一種になります。 

（2018年 10月 2日発行 Vol.10, p20にて訂正） 

Vol.12, p13 ケヤキハフクロフシがハチ目に含まれ

ていますが、ケヤキヒトスジワタムシによる虫

えいであるため、カメムシ目の項に含めます。 

（2020年 1月 3日発行 Vol.15, p29にて訂正） 

Vol.12, p14  オカチョウジガイは誤りで、正しくはト

クサオカチョウジガイです。 



（2020年 1月 3日発行 Vol.15, p31にて訂正） 

Vol.13, p1  カナムグラ実は、ヤエムグラ実です。 

（2019年 10月 1日発行 Vol.14, p31にて訂正） 

Vol.14, p17  コイチャコガネ（2枚）はともに誤りで、

正しくはナガチャコガネです。 

 （2020年 1月 3日発行 Vol.15, p29にて訂正） 

※Vol.14, p21  3 段目のジャコウアゲハ蛹は、

Vol.8, p9 に掲載されたものが、誤って再掲

載されてしまったものです。削除します。 

 （2020年 1月 3日発行 Vol.15, p29にて訂正） 

Vol.14, p23  ４段目のオナジマイマイ幼体は誤り

で、正しくはミスジマイマイ幼体です。 

 （2021年 10月 7日発行 Vol.22, p26にて訂正） 

Vol.17, p10～18 の上部見出しの年表記は 2019

ではなく 2020です。 

 （2020年 10月 6日発行 Vol.18, p27にて訂正） 

※Vol.2～18  みんなで作る生きもの図鑑で使用し

ている分類階級「綱」についてです。Vol.2

～18 まで、多くの箇所で「網」と表記されて

いましたが、正しくは「綱」です。 

 （2021年 1月７日発行 Vol.19にて訂正） 

Vol.20, p1  平岡幼稚園内で記録されている鳥類

は累積 31 種ではなく、32 種でした（ダイサ

ギが抜けておりました）。 

 （2021年 7月 12日発行 Vol.21, p2にて訂正） 

Vol.20, p11  Vol.1～19 までの掲載種数を再計算

したところ、昆虫類 558→555 種、その他の

生物 167→166 種であることが判明しました。 

     そのためVol.20より再計算後の種数を元に

カウントしました。 

 （2021年 3月 12日発行 Vol.20, p11にて訂正） 

Vol.22, p3～6 下段「湘南地域の主なカタツムリ」  

次の種を「オナジマイマイ科」→「ナンバンマ

イマイ科」に訂正。ヒダリマキマイマイ・ミスジ

マイマイ・ウスカワマイマイ・コハクオナジマイ

マイ・オナジマイマイ・エンスイマイマイ・オオ

ケマイマイ 

 （2022年 1月 11日発行 Vol.23, p31にて訂正） 

Vol.22, p11 3 段目 クサキリは誤りで、正しくはヒサ

ゴクサキリです。 

 （2022年 1月 11日発行 Vol.23, p26にて訂正） 

Vol.22, p11 4 段目 石井さんが記録したクビキリギ

スは「平岡幼稚園」ではなく、「平塚市大原」

です。 

 （2022年 1月 11日発行 Vol.23, p26にて訂正） 

Vol.22, p18 6段目 ヘリグロベニカミキリは誤りで、

正しくはベニカミキリです。 

 （2022年 1月 11日発行 Vol.23, p26にて訂正） 

Vol.23, p15 最下段 ショウリョウバッタモドキは♂

ではなく♀です。 

 （2022年 3月 14日発行 Vol.24, p10にて訂正） 

Vol.23, p16 4段目 クルマバッタモドキは、正しくは

トノサマバッタです。 

 （2022年 3月 14日発行 Vol.24, p10にて訂正） 

 

Vol.26 特集「はじめての湘南ビーチコーミング」 

    以下の項に誤りがありました。 

   ・P5 25「エガイ」→「ハナエガイ」 

   ・P9 67「カリバガサ」→「キクザルの仲間（イチ

ゴキクザル？）」 

   ・P9 72「ヤシャブシの実」→「ハンノキ属の実」 

   ・P10 89「ウミギク」→「チリボタン」 

    ・P12 「自然度の高い砂浜」→「様々な発見が

期待できる砂浜」 

    ・P14 b「ムシロガイ？」→「アワムシロガイ」 

・P14 c「ユウヒザクラガイ？orアコヤザクラガ 

イ？」→「チヨノハナガイ」 

    ・P14 d「シイノミヨフバイ？の一部」→「ムギガイ

の一部」 

    ・P14 f「ヒメアサリ」→「アサリ」 

    ・P14 g「レンジャクガイ？」→「オオイシノミガイ」 

    ・P14 h「ホタルガイ」→右から 2番目は「ムシボ

タル」（その他はホタルガイ） 

    ・P14 i「エガイやフネガイの仲間」→「サザナミ

ガイ」 

 （2022年 10月 11日発行 Vol.26, p7にて訂正） 

Vol.27, p21 3 段目（左から 2 番目） ルリタテハは

誤りで、正しくはヒオドシチョウです。 

 （2023年 1月 11日発行 Vol.27, p22にて訂正） 
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