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A

Acinonyx jubatus チーター

Aepyceros melampus インパラ

Ailuropoda melanoleuca ジャイアントパンダ

Ailurus fulgens レッサーパンダ

Alcedo atthis カワセミ

Alces alces ヘラジカ

Allactaga elater ヒメイツユビトビネズミ

Alle Alle ヒメウミスズメ

Alligator mississippiensis ミシシッピーワニ

Alopex lagopus ホッキョクギツネ

Alouatta seniculus アカホエザル

Alytes obstetricians サンバガエル

Amblonyx cinereus コツメカワウソ

Ambystoma mexicanum
メキシコサラマンダー

（ウーパールーパー）

Amphiprion percula オレンジクラウンフィッシュ

Anguis fragilis
ヒメアシナシトカゲ

（アシナシヘビトカゲ、スローワーム）

Anser anser ハイイロガン

Antidorcas marsupialis スプリングボック

Antilocapra Americana プロングホーン

Antilope cervicapra ブラックバック

Aplodontia rufa ヤマビーバー

Aptenodytes forsteri
コウテイペンギン

（エンペラーペンギン）

Aptenodytes patagonicus
キングペンギン

（オウサマペンギン）

Apteryx mantelli
和名なし（最もポピュラーなキーウィ）

（ノースアイランドブラウンキーウィ）

Ara macao コンゴウインコ

Ateles hybridus
和名なし

（ブラウンスパイダーモンキー）

Ateles paniscus クロクモザル

B

Babyrousa babyrussa バビルサ（シカイノシシ）

Balaenicep r s rex ハシビロコウ

Balaenoptera musculus シロナガスクジラ

Balearica pavonina カンムリヅル

Beatragus hunteri ヒロラ

Bison bison アメリカバイソン

Boa Constrictor ボアコンストリクター（アカオボア）

Bos grunniens ヤク

Bos javanicus バンテン

Brachycephalus ephippium
和名なし

（キイロショートヘッドヒキガエル）

Brachylagus idahoensis ピグミーウサギ

Brachyteles arachnoides ウーリークモザル（ムリキ）

Bradypus variegatus ナマケモノ

Bubo virginianus アメリカワシミミズク

Budorcas taxicolor ターキン

Bufo Bufo ヨーロッパヒキガエル

Bufo marinus オオヒキガエル



C

Caiman yacare パラグアイカイマン

Callithrix jacchus コモンマーモセット

Callorhinus ursinus キタオットセイ

Calloselasma rhodostoma マレーマムシ

Camelus bactrianus フタコブラクダ

Camelus dromedarius ヒトコブラクダ

Canis aureus ゴールデンジャッカル

Canis latrans コヨーテ

Canis lupus タイリクオオカミ

Canis lupus dingo ディンゴ

Canis mesomelas セグロジャッカル

Canis simensis アビシニアジャッカル

Capra ibex アイベックス

Capreolus capreolus ノロジカ

Carcharodon carcharias ホオジロザメ（ホホジロザメ）

Castor canadensis アメリカビーバー

Castor fiber ヨーロッパビーバー

Casuarius casuarius ヒクイドリ

Cavia aperea パンパステンジクネズミ

Cebus apella フサオマキザル

Cerastes cerastes サハラツノクサリヘビ

Ceratotherium simum シロサイ

Cerdocyon thous カニクイキツネ（カニクイイヌ）

Cervus elaphus アカシカ

Chamaeleo calyptratus エボシカメレオン

Chanos chanos サバヒー

Chauna torquata カンムリサケビドリ

Chelodina longicollis オーストラリアナガクビガメ

Chelonia mydas アオウミガメ

Chinchilla brevicaudata チビオチンチラ(ボリビアチンチラ)

Choeropsis liberiensis コビトカバ

Choloepus didactylus フタユビナマケモノ

Chrysocyon brachyurus タテガミオオカミ

Ciconia ciconia シュバシコウ

Condylura cristata ホシバナモグラ

Connochaetes taurinus オグロヌー

Conraua goliath ゴライアスガエル

Craseonycteris thonglongyai キティブタバナコウモリ

Cricetus cricetus クロハラハムスター

Crocidura leucodon シロハラジネズミ

Crocodylus niloticus ナイルワニ

Crocodylus porosus イリエワニ

Crocuta crocuta ブチハイエナ

Crotalus cerastes ヨコバイガラガラヘビ

Crotalus durissus ガラガラヘビ

Crotaphytus collaris クビワトカゲ

Ctenodactylus gundi アトラスグンディ

Cuniculus paca
ローランドパカ

Cyclopes didactylus ヒメアリクイ

Cygnus atratus コクチョウ

Cygnus olor コブハクチョウ

Cynocephalus variegatus マレーヒヨケザル

Cynomys ludovicianus オグロプレーリードッグ

cyprinus carpio コイ



D

Dasyprocta leporina
ウサギアグーチ

（英語名だとブラジルアグーチだが、一応別物）

Dasypus novemcinctus ココノオビアルマジロ

Daubentonia madagascariensis アイアイ

Delphinapterus leucas シロイルカ（ベルーガ、シロクジラ）

Dendroaspis viridis ニシグリーンマンバ

Dendrobates azureus コバルトヤドクガエル

Dendrobates tinctorius アイゾメヤドクガエル

Dendrocopos major アカゲラ

Desmana moschata ロシアデスマン

Desmodus rotundus ナミチスイコウモリ

Diceros bicornis クロサイ

Dicrostonyx torquatus クビワレミング

Didelphis virginiana キタオポッサム

Dolichotis patagonum マーラ

Dromaius novaehollandiae エミュー

E

Echinosorex gymnura ジムヌラ

Eclectus roratus オオハナインコ

Elaphurus davidianus シフゾウ

Elephas maximus アジアゾウ

Emys orbicularis ヨーロッパヌマガメ

Eolophus roseicapilla モモイロインコ

Equus africanus アフリカノロバ

Equus grevyi グレビーシマウマ

Equus hemionus アジアノロバ

Equus przewalskii モウコノウマ（プルゼワルスキーノウマ）

Equus quagga サバンナシマウマ

Equus zebra ケープヤマシマウマ

Erethizon dorsatum カナダヤマアラシ

Eretmochelys imbricata タイマイ

Erinaceus europaeus ナミハリネズミ（ヨーロッパハリネズミ）

Erithacus rubecula ヨーロッパコマドリ（ロビン）

Erythrocebus patas パタスモンキー（パタスザル）

Eschrichtius robustus コククジラ

Eunectes murinus オオアナコンダ（アナコンダ）

F

Felis chaus ジャングルキャット

Felis margarita スナネコ（サバクネコ）

Felis silvestris ヤマネコ

Fratercula arctica ニシツノメドリ

Furcifer pardalis パンサーカメレオン

G

Gallus gallus セキショクヤケイ

Gekko Gecko トッケイヤモリ（オオヤモリ）

Gekko vittatus ヤシヤモリ

Geronticus eremita ホオアカトキ

Giraffa camelopardalis アミメキリン

Glis glis オオヤマネ

Gorilla Beringei ヒガシゴリラ

Gorilla gorilla ニシゴリラ

Gulo gulo クズリ

Gyps fulvus シロエリハゲワシ



H

Haliaeetus leucocephalus ハクトウワシ

Halichoerus grypus ハイイロアザラシ

Helarctos malayanus マレーグマ

Hemidactylus frenatus ホオグロヤモリ

Hemiechinus auritus オオミミハリネズミ

Heterocephalus glaber ハダカデバネズミ

Heterohyrax brucei キボシイワハイラックス

Hippopotamus amphibius カバ

Hyaena hyaena シマハイエナ

Hydrochoerus hydrochaeris カピバラ

Hylobates lar シロテテナガザル

Hystrix cristata アフリカタテガミヤマアラシ

I

Ictonyx striatus ゾリラ

Iguana iguana グリーンイグアナ

Inia geoffrensis アマゾンカワイルカ

Isoodon macrourus シモフリバンディクート

J

Jaculus jaculus ヒメミユビトビネズミ

Jynx torquilla アリスイ

K

Kogia breviceps コマッコウ

L

Lachesis muta ブッシュマスター

Lama guanicoe グアナコ

Lasiorhinus latifrons ミナミケバナウォンバット

Latimeria chalumnae シーラカンス

Lemmus lemmus ノルウェーレミング

Lemniscomys barbarus シマクサマウス

Lemur catta ワオキツネザル

Leontopithecus chrysomelas ドウグロタマリン（キンクロライオンタマリン）

Leopardus jacobitus アンデスネコ

Leopardus pardalis オセロット

Leptailurus serval サーバル

Leptoptilos crumeniferus アフリカハゲコウ

Lepus europaeus ヤブノウサギ

Lepus timidus ユキウサギ

Loxodonta Africana アフリカゾウ

Lutra lutra ユーラシアカワウソ

Lynx rufus ボブキャット



M

Macaca mulatta アカゲザル

Macaca sylvanus バーバリーマカク（バーバリーエイプ）

Macrochelys temminckii ワニガメ

Macropus parma パルマワラビー

Macropus robustus ケナガワラルー

Macropus rufus アカカンガルー

Macroscelides proboscideus コミミハネジネズミ

Mandrillus sphinx マンドリル

Manis gigantea オオセンザンコウ

Manta birostris オニイトマキエイ（マンタ）

Marmota flaviventris キバラマーモット

Marmota marmota アルプスマーモット

Martes zibellina クロテン

Meles meles アナグマ

Mellisuga helenae マメハチドリ

Mellivora capensis ラーテル（ミツアナグマ）

Melopsittacus undulatus セキセイインコ

Melursus ursinus ナマケグマ

Mephitis mephitis シマスカンク

Meriones unguiculatus スナネズミ（ジャービル）

Mesocricetus auratus ゴールデンハムスター

Microctenopoma ansorgii ミクロクテノポマ・アンソルギー

Milvus milvus アカトビ

Morelia viridis ミドリニシキヘビ（旧和名：グリーンパイソン）

Mungos mungo シママングース

Mus musculus ハツカネズミ（イエネズミ）

Muscardinus avellanarius ヨーロッパヤマネ

Mustela erminea オコジョ（ヤマイタチ）

Mustela lutreola ヨーロッパミンク

Mustela nivalis イイズナ

Mustela putorius ヨーロッパケナガイタチ

Mycteria ibis アフリカトキコウ

Myrmecophaga tridactyla オオアリクイ

N

Naja haje エジプトコブラ（アスプコブラ）

Naja pallida アカドクハキコブラ

Natrix natrix ヨーロッパヤマカガシ

Naucrates ductor ブリモドキ

Nestor notabilis ミヤマオウム

Nyctalus noctula ユーラシアヤマコウモリ

Nycticebus coucang スローロリス

Nymphicus hollandicus オカメインコ



O

Ochotona hyperborea キタナキウサギ

Octodon degus デグー

Odobenus rosmarus セイウチ

Okapia johnstoni オカピ

Oncorhynchus mykiss ニジマス

Ondatra zibethicus マスクラット

Ophiophagus hannah キングコブラ

Oreamnos americanus シロイワヤギ

Ornithorhynchus anatinus カモノハシ

Orycteropus afer ツチブタ

Oryctolagus cuniculus アナウサギ

Oryx gazella オリックス（ゲムズボック）

Otaria flavescens オタリア

Ovibos moschatus ジャコウウシ

Ovis canadensis オオツノヒツジ（ビッグホーン）

Ovis orientalis

アジアムフロン

正しい英語名はRed Sheep

Mouflonの学名はOvis musimon

Oxynotus centrina
和名なし（オロシザメの一種）

（アングラーオロシザメ）



P

Pachydactylus rangei ミズカキヤモリ

Pan paniscus ボノボ

Pan troglodytes チンパンジー

Pandion haliaetus ミサゴ

Panthera leo ライオン

Panthera onca ジャガー

Panthera pardus ヒョウ

Panthera tigris トラ

Papio hamadryas マントヒヒ

Parahyaena brunnea カッショクハイエナ

Patagona gigas オオハチドリ

Pavo Cristatus インドクジャク

Pecari tajacu クビワペッカリー（クビワヘソイノシシ）

Pedostibes hosii マレーキノボリガマ

Pelecanus onocrotalus モモイロペリカン

Perdix perdix ヨーロッパヤマウズラ

Perodicticus potto ポットー

Petaurus breviceps フクロモモンガ

Phacochoerus africanus イボイノシシ

Phalacrocorax carbo カワウ

Phascolarctos cinereus コアラ

Phasianus colchicus コウライキジ

Phoca vitulina ゼニガタアザラシ

Phocarctos hookeri ニュージーランドアシカ

Phoenicopterus minor コフラミンゴ（レッサーフラミンゴ）

Phoenicopterus roseus オオフラミンゴ（ヨーロッパ フラミンゴ）

Physeter catodon マッコウクジラ

Platanista gangetica インドカワイルカ

Podogymnura truei ミンダナオジムヌラ

Pogona vitticeps フトアゴヒゲトカゲ

Pomacanthus imperator タテジマキンチャクダイ

Pongo pygmaeus ボルネオオランウータン

Potamochoerus porcus アカカワイノシシ

Potos flavus キンカジュー（ハニーベアー）

Prionailurus rubiginosus サビイロネコ

Probosciger aterrimus ヤシオウム

Procyon lotor アライグマ

Proteles cristatus アードウルフ（ツチオオカミ）

Proteus anguinus ホライモリ

Pterois volitans ハナミノカサゴ

Pteronura brasiliensis オオカワウソ

Puma concolor ピューマ

Pygocentrus nattereri ピラニア（ピラニア・ナッテリー）

Python molurus インドニシキヘビ（商業名：モラレスパイソン）

R

Ramphastos sulfuratus サンショクキムネオオハシ

Ramphastos toco オニオオハシ

Rana catesbeiana ウシガエル

Rana dalmatina ダルマチアアカガエル

Rana ridibunda ワライガエル

Rana sylvatica
ウッドフロッグ

（アメリカアカガエル、カナダアカガエル）

Rangifer tarandus トナカイ

Rhinoceros unicornis インドサイ

Rhinoderma darwinii ダーウィンハナガエル

Rousettus aegyptiacus エジプトルーセットオオコウモリ

Rupicapra rupicapra シャモア



S

Saiga tatarica サイガ

Saimiri sciureus コモンリスザル

Salamandra atra
アルプスサンショウウオ

（アルプスサラマンダー）

Salamandra salamandra
ファイヤーサラマンダー

（ファイアサラマンダー）

Salmo salar
タイセイヨウサケ

（アトランティックサーモン）

Salvelinus alpinus
アークティックチャー

（ホッキョクイワナ、 アルプスイワナ）

Sciurus vulgaris キタリス

Sekeetamys calurus フサオジャービル

Sigmodon hispidus アラゲコットンラット（コットンラット）

Solenodon paradoxus ハイチソレノドン

Spermophilus citellus ヨーロッパハ タリス

Spheniscus humboldti フンボルトペンギン

Sphenodon Punctatus ムカシトカゲ

Squaliolus laticaudus オオメコビトザメ

Squalus acanthias
アブラツノザメ

（アブラザメ 、ムキザメ）

Strix aluco モリフクロウ

Suncus etruscus コビトジャコウネズミ（スリランカジャコウネズミ）

Suricata suricatta ミーアキャット（スリカタ、スリカータ）

Sus scrofa イノシシ

Syncerus caffer アフリカスイギュウ

T

Tachyglossus aculeatus ハリモグラ

Talpa europaea ヨーロッパモグラ

Tamias sibiricus シベリアシマリス（シマリス）

Tamias striatus トウブシマリス

Tapirus indicus マレーバク

Tapirus pinchaque ヤマバク

Tapirus terrestris アメリカバク（ブラジルバク）

Taurotragus oryx エランド（イランド）

Taxidea taxus アメリカアナグマ

Tenrec ecaudatus テンレック

Testudo Kleinmanni エジプトリクガメ

Thalassarche melanophris マユグロアホウドリ

Theropithecus gelada ゲラダヒヒ

Threskiornis aethiopicus アフリカクロトキ

Timon lepidus ホウセキカナヘビ

Torpedo marmorata

シビレエイの一種（英名はSpotted torpedo）

（Black-Spotted Torpedoは学名がTorpedo

fuscomaculataの別物）

Toxotes jaculatrix テッポウウオ

Tragelaphus eurycerus ボンゴ

Tragelaphus strepsiceros
グレータークドゥ（グレータークーズー）

（ネジツノレイヨウ、クーズーカモシカ）

Tragulus javanicus ジャワマメジカ

Tremarctos ornatus メガネグマ

Trichechus manatus アメリカマナティー

Trichechus senegalensis アフリカマナティー

Triturus alpestris ミヤマイモリ （アルプスイモリ）

Triturus cristatus ホクオウクシイモリ （キタクシイモリ、クシイモリ）

Triturus vulgaris スベイモリ

Tupaia glis
コモンツパイ

（ リスモドキ、ツパイア、 キネズミ）



U

Uncia uncia ユキヒョウ

Ursus americanus
アメリカグマ（アメリカクロクマ）

（グリズリー、ブラックベア）

Ursus arctos ヒグマ

Ursus maritimus ホッキョクグマ

Ursus thibetanus ツキノワグマ

V

Vampyrum spectrum チスイコウモリモドキ

Varanus Komodoensis コモドオオトカゲ（コモドドラゴン）

Varecia variegata エリマキキツネザル

Vipera ammodytes ハナダカクサリヘビ

Vipera berus ヨーロッパクサリヘビ

Vulpes vulpes アカギツネ（ベニギツネ）

Vulpes zerda フェネック（フェネックギツネ）

Vultur gryphus コンドル（アンデスコンドル）

W

Wallabia bicolor オグロワラビー

Z

Zebrasoma flavescens キイロハギ

Ziphius cavirostris アカボウクジラ

Zootoca vivipara コモチカナヘビ


