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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Taxaceae　　　　イチイ科

Taxus　cuspidata　Siebold　et　Zucc．　var．　cuspiclata

Tczxus　cuSp　ida　ta　Siebold　et　Zucc．　var．　nana　Hort．　ex　Rehder

Terreソa　nUCt7era（L）　Siebold　e七Zucc．　var．　nUCtTera

Torreya　nucifera　（L．）　Siebold　et　Zucc．　var．　radicans　Naka　i

イチイ

キャラボク

カヤ

チャボガヤ

ANGIOSPERMAE被子植物

DICOTYLEDONEAE双子葉植物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Juglandaceae　　クルミ科

Jugtans　manalshuric：a　｝faXim．　Var．　cordtYermis　（Makino）　Kita皿．

ノugtans　manctsharica　｝fax　im．　var．　sachal．inensis　Gliyabe　et　Kud6）　1｛ita皿．

Pterocai：yαrho身701ia　Siebold　et　Zucc．

ヒメグルミ

オニグルミ

サワグルミ

POPU’μ5〃1副脚wic躍A．　Henry

Pqρμ’μ5露囮L．　va二∫’a1’ca旺oench

Pqρロ」甜55’eう0’dl∫’　Miq二

Salixわαウy’oni‘αL．

5α’∫北‘aprea　L．

Salicaceae ヤナギ科

5α’批ca　rdiophy”σTrautv．　et．αA．　Hey．　var曹　urbaniana（See垂nen）　Kud6

Sa’鼠chaenome’oides　Ki1Eura

Salix　er’ocα脚Franch．　et　Sav．

5ロlix　」触tura　Seemen

Sati二gra‘ili5・tyla　］l　i　q．

Salix　integra　Thunb．

Sali二．ノessoensis　See皿en　subsp．　ノessoensis

SaliX／essoensis　See皿en　subsp．　serissaefolia　（Ki皿ura）　旺Ohashi

Salix　kinuyanagi　K　imura

Salix　kOriyanagi　K　i皿ura

Satix・matsudana　K。i　dz．　var．言o吻05αvi1皿．

Sa∬加　miJ／abeana　Seemen　subsp．　gilgiana　（See田en）　H．　Ohshi

Satix　naha雁urana　Ko　i　dz．

Sa’玩」pet－susu　I｛imUI・a

Sa　liX　pierotii　Miq．

Satix　reinii　Franch．　et　Sav．

Salix　siebotdiana　Blu皿e

Satix　trandra　L．

Satix　udensis　T　rautv．　et　c．　A」Mey．

Salix　vuipiua　Andersson

Salix×tsugaluensis　Ko　idz．

ドロヤナギ（ドロノキ）

セイヨウハコヤナギ

ヤマナラシ（ハコヤナギ）

シダレヤナギ

ヤマネコヤナギ（バッコヤナギ）

オオバヤナギ

マルバヤナギ（アカメヤナギ）

ジャヤナギ

オオキッネヤナギ

（オオネコヤナギ，キンメヤナギ）

ネコヤナギ

イヌコリヤナギ

シロヤナギ

コゴメヤナギ

キヌヤナギ

コリヤナギ

ウンリュウヤナギ　・

カワヤナギ

タカネイワヤナギ（レンゲイワヤナギ）

エゾノキヌヤナギ

オオタチヤナギ

ミヤマヤナギ（ミネヤナギ）

ヤマヤナギ（オクヤマヤナギ）

タチヤナギ

オノエヤナギ

キツネヤナギ

ツガルヤナギ

ノllnusノヒauriei　｝L　Lξv．　e七Vaniot．

ノ41nusプ7rma　Siebold　et　Zucc，

臼etulaceae カバノキ科

ミヤマカワラハンノキ

ヤシヤブシ
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

！｛’nusプirma　Siebold　et　Zucc．　var．　hirtella　Fra且ch．　et　Sav．

ノ｛’nus　hirsuta　Turcz．　var．　hi／Lsuta

A∬nus　hirsuta　Turcz．　var．5めゴr’ca　（Fischer）　C．　K．　Schn．

！正lnus／aponica　（Thunb．）　Steu己

〆tlnus　matSUt祀urae　CalI．

ノ｛lnus　ma北iMOMノ’czii　Ca11．

Alnus　pendu’a　Matsu皿ura

／1互nμ5sieboldiana　｝la七sumura

AtnμS　trロbeculosa　｝lal1〔i－hfaZZ．

Betula　coりyhTotia　Regel　e七Max　i皿．

、Betula　ermanii　ChaI軍L

Betu’解　9rossa　Siebold　et　Zucc，

Betula　mczximowicziana　Rege　l

Betu’a　platyphylla　Sul｛atchev　var．ノaponi‘α　（｝l　iq．）　H．　Hara

Betula　schmidtii　Rege　l

Carpinu5‘ortiata　Blu皿e　var．　cordata

Carロinμ5　cord加ta　Blu皿e　var．　pseudq／aponica　W三Ilk　1．

Ca「pinus／aponica　Blu皿e

Carp　in　us　texSuoハa　（Siebold　et　Zucc．）　Blume

Carpinus　tschon｛｝skii　Maxi111．

Corylus　heterophy”a　Fisch．　ex　Besser　var．　thunbergii　Blu皿e

Cory’us　sieboldian血　B　l　u皿e

O5∫ワαノap　onica　Sa「gent

ミヤマヤシャブシ

ケヤマハンノキ

ヤマハンノキ

ハンノキ

ヤハズハンノキ

ミヤマハンノキ

ヒメヤシャブシ

オオバヤシヤブシ

サクラバハンノキ

ネコシデ（ウラジロカンバ）

ダケカンバ

ミズメ

ヨグソミネバリ，アズサ

ウダイカンバ（サイハダカンバ）

シラカンバ

シラカバ

オノオレカンバ

サワシバ

オオサワシバ

クマシデ

アカシデ

イヌシデ

ハシバミ

ツノハシバミ

アサダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fagaceae　　　　ブナ科

Castanea　crenata　Siebold　et　Zucc．

Castanopsis　sieboldii（｝lakino）　Hatus．　ex　T．　Ya皿az．　et　Mashiba

Fagus　crena　ta　B　lume

Guercus　acuta　Thunb．

Ouercus　acutissima　Carruthers

Quer‘us　aliena　Blu皿e

（⊇uercus　aliena　BIu皿e　var．　peltucida（Blu皿e）　Kita【IL　et　T．　Horik．

GuerCtLS　crisρula　Blu皿eΨar．　hor’kawae　H．　Ohba

Ωuercus　dentata　Thunb．

QuerctLs　mongolica　Fischer　var．　crispula（Blume）　H．　Ohashi

Quer℃us　myrsinaefotia　B　lu皿e

Ωμεrα卯ゐ助rαε0’des△．　Gray

Quercus　saticina　B　lu皿e

Gμerα邸已rrαfαIlurray　var．　serrata

guercus　serrata　｝lurray　var．　donarium　（Nakai）　Kita皿．　et　T、　Horil｛・

Ωuercus　variabilis　B　IUIne

クリ

スダジイ

ブナ

アカガシ

クヌギ

ナラガシワ

アオナラガシワ（アオミズナラ）

ミヤマナ．ラ

カシワ

ミズナラ

シラカシ

ウバメガシ

ウラジロガシ

コナラ（ハハソ）

テリハコナラ

ァベマキ

Cettis／essoensis　Ko　i　dz．

Ulmaceae ニレ科

エゾエノキ
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報） 2005

Ceitis　sinensis　Pers．　var．ノaρonica（P　l　anch．）　Nakai

乙Jlmus　dtn，idiana　P　l　anch・　var・ノOponica（Rehder）　Nakai　f．ノaponica

UhntLs　ciavidiana　Pl・・ch・var・ノap・ni・a（R・hd・・）N・k・i　f．・ub・r・，。（T、，c、．）Nak、i

Ulmus　laciniata（Trautv．）　Hayr

Uim　tLS　parvijolia　Jacquin

Zε∬kG｝va　serra　ta　（Thunb．）　Hald　no　f．　serra’α

Zε’kOレロserrata（Thunb．）　｝！al｛ino　f．　stipu’αce直（旺akino）　Ko．　I　to

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Moraceae

BrOtLssonetia　kOzinold　S　i　ebold

Bnっussonetia丑ロロゴ厚o雇　Siebold　x　B．」papyl・t7era（L．）　L・H6　r．

Fa　toua　yillosa　（Thunb．）　Nakai

Ficus　carica　L．

Ficus　nipponica　Franch．　et　Sav．

・HumuttLS／aponicus　Sieb。ld　et　Zucc．

Humulus　lupultLs　L　　var．　cor噸｝’f幽　（bfiq．）　五Iaxi皿．

ノ瞭｝rus　austt・alis　Po　i　r．

クワ科

ex　Vent．

エノキ

ハルニレ（ニレ）

コブニレ

オヒョウ（アツシ）

アキニレ

ケヤキ

メゲヤキ

ヒメコウゾ

コウゾ

クワクサ

イチジク

イタビカズラ

カナムグラ

カラハナソウ

ヤマグワ（シマグワ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　urticaceae　　　　イラクサ科

　Boehmeria　gig「antea　Satake

Boehmeria’ongispica　Steu己

　Boehmeria　niponon互！ノea　Koidz．

　Boehmeria、platani　olia　Franch．　et　Sav．

Beehmeria　siebetdian直Blu皿e

B・伽・・i・・ilve・trii（Pa皿P．）W．　T．　Wang

　Elatostema／qρonicum　Wedd　　var．　mq／us　G｛axi皿．）　H．　Nakai　et　】工bhashi

」E」latostema　taetεリirens　Mak　ino

Lapor’ea　bulbifera（Siebold　et　Zucc．）　Wed〔工

乙aportea　macrostachya　（Maxi凪）　Oh冊i

Pilea　ha〃moi　Ma」k　ino

Pitea／aPoni｛：a　G｛axi皿．）　Hand．－Mazz．

P”ea　mongotica　Wedd

Pilea　pep　lo　ides　（Gaudich．）　Hook．　et　A　rI1．

乙「rtica　angustザfolia　F三sc1L

．Urtica　taeteソirens｝laxim

Urt’‘a　platyphylta　We記

ニオウヤブマオ

ヤブマオ

カラムシ（クサマオ）

メヤブマオ

ナガバヤブマオ

アカソ

ウワバミソウ

ヤマトキホコリ

ムカゴイラクサ

ミヤマイラクサ

ミズ

ヤマミズ．

アオミズ

コケミズ

ホソバイラクサ　’

コバノイラクサ

エゾイラクサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Santaiaceae

・Bロc忽硯ソalancee’ata　（Siebold　e七　Zucc．）　Miq．

Thesium〈rhinense　Turcz．

ビャクダン科

ツクバネ

カナビキソウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Loranthaceae

H｝｛phear　tanak直e（Franch．　et　SavL）　Hosokawa

Taxillus　koempferi（DC．）Danser　　　　　・

Vi・cum　atb・m　L・subsp．　c・t・rat・m　K。。．　f．ω’。励m

レ「is‘u〃z　album　L．　subsp．　eoloratu〃z　Kom．

ヤドリギ科

f・r庭うハ〔）aurantiacu〃1（Hakino）　Ohwi

ホザキノヤドリギ

マツグミ

ヤドリギ

アカミヤドリギ
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新：潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

BalanOlコphera　nipponica　 lIa正【ino

BalaRophoraceae ツチトリモチ科

ミヤマツチトリモチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polygonaceae　　　タデ科

Bistorta　mOjor　Gray　Ψar．ノaponica　H．　Hara

BiStorta　sufiitlta（Maxi皿）Greene

Bistorta　viりipara　（L．）　Delal〕re

Fagopyrum　dibotrys　（D．　D　on）　H．　Hara

施gop．ソrum　esculentum　Moench

Fa”oρia　convolvulttS（L）A．　Love

FaUopia　dentatoa’ata（F．　Sch皿idt）　Ho　lub

Fattoρia　dumεtorum　（L．）　Ho　lub

Fa　ltoρ　ia　ial〕onica（Hou七t．）　Ronse　Decr。　var．ノaponica

Fal’oρia／aponica（Houtt．）　Ronse　Decr．　var，　ttzenensis（Honda）　Yonek．　et　H．　Ohashi

Fatlopia　7祀ulnYTora　（Thunl〕．）　Haraldson

Faltqpia　sachatinerzsis（F．　SchIn　i　dt）　Ronse　Decr．

Oxyria　digyna　（L．＞　Hill

Persicaria　aestiリa　Ohk　i

Persicar’a　amphibia（L）Gray

Persicaria　conSlワicua（Naka　i）　Naka　i

・Persicaria．声ibTorm　is　（Thunb．）　Naka　i　ex　W．　T．　Lee

Pe　rsicaria　foliosa（H．　L　indb．）　Kitag．　var．　palttdicola（凱ak　ino）　H．　Hara

Persicaria　htzstato－auricutata（h｛ak　ino）　Naka　i

Persicaノゼa　hastato－sagittata（Hak　i　no）　Nakai

Pεrsjcαrゼ梶hydropiper（L・）　Spach

Persたaria／aponi‘a（Me　isn．）　H．　Gross

Persi‘aria’卿吻わ’」α（L．）Gray

Persicaria’ongiseta（Bruijn）Kitag．

．Persicaria　maa‘ldana　（Rege　I）　Nakai

Persicar’a〃makinoi（Na1｛ai）Nakai

Pers’caria　neofilipor」祀is（Nakai）Ohk　i

Persicar’a　nepalensis　（He　i　sIL）　H．　GrOSS

Persicaria　nipρonensis（Makino）H．　Gross

Persi‘aria　orientatis　（L．）　Spach

Persicari叩e　tfolia　ta（L．）H．　Gr。ss

Persi‘aria　pubεscens（Blume）H．　Hara

Persicarゼa　scabra（Iloench）　h［01d．

Persicar’a’senticosa（Franch、　et　Sav、）H．　Gross

Pe「「sicaria　sieboldii（閥eisn．）　⑪hki

Persicaria　taquetii（H．　L6v．）　Ko　i　da．

・Persicaria　thunbergii（S　iebold　et　Zucc、）　H．　Gross

Persicaria・v’scofera（Hakino）H．　Gr。ss

Persicaria　vis‘osa（Ha皿i1七．）　H．　Gross　．

Persicar・ia　vulgaris　Webb　et　Hoq．

Persicaria　yekusaiana　GIak　ino）’Naka　i

イブキトラノオ

クリンユキフデ

ムカゴトラノオ

シャクチリソバ（シュv：ンソJt，ヒマラヤソバ）

ソバ

ソバカズラ

オオッルイタドリ

ツルタデ

イタドリ

ケイタドリ

ッルドクダミ（カシュウ）

オオイタドリ

ジンヨウスイバ

ウナギツカミ

エゾノ，ミズタデ

サクラタデ

ミズヒキ（ナガバミズヒキ）

ヤナギヌカボ

ホソバノウナギツカミ

ナガバノウナギッカミ

ヤナギタデ（マタデ）

シロバナサクラタデ

オオイヌタデ

イヌタデ

サデクサ

オオネバリタデ

シンミズヒキ

タニソバ

ヤノネグサ

オオケタデ

　（オベニタデ，　ベニパナオオケタデ，　ハブテコブラ）

イシミカワ

ボントクタデ

サナエタデ

ママコノシリヌグイ（トゲソバ）

アキノウナギツカミ

ヌカボタデ（コヌカボタデ）

　ミゾソバ

ネバリタデ

ニオイタデ

ハルタデ

ハナタデ
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

Ple｛trepterepツrum　nakaii｝｛．　Hara

pieatopteropyrum｝veyrichii（F．一　S¢hn　i　d　t）H．　Gross

P！齪即leropツ灘脚融∫ξ（F．・Sch皿idt）珊r。ss　vaL　aip互num　（1，faxim）狂Gr。SS

Pelygenum　arenastrffm　Boreau

Pely8enum｛xyicuiare　L．

Pegygenum　polyneuren　Franch．　eモ　Sav．

Kumex｛睾｛reS｛）sa　L．

Rumex｛？c書ゴ｛｝sel’a　L．

Rffmex　cengio」neratUS｝ll賢rr．

1？umex｛：’三sρus　L．

R㈱ex／OPonicus　Houtt．

Rum｛ix　iongぴjel’μ5　DC．

Rtimex’豚；adaioムiak　i　no

盆即昭M　mo　ltanus　Desf．

f～憂磯m’｛）btusifolius　L．

オヤマソバ

ウラジロタデ

オンタデ

ハイミチヤナギ

ミチヤナギ

ァキノミチヤナギ（ハマミチヤナギ）

スイバ

ヒメスイバ

アレチギシギシ

ナガバギシギシ

ギシギシ

ノダイオウ

マダイオウ

タカネスイバ

’エゾノギシギシ

璃働轟鱒埠諒彗惑‘anaも，

鵡灘舞｛琿｛灘鹿麓薙鞄ヨ翼o就毛書

Phy匙olaccaceae ヤマゴボウ科

ヨウシュヤマゴボウ（ア刈力杓ゴボウ）

ヤマゴボウ

紬鞠蜜鍾愈窪｝．

露蝦寧翅臨癖碍窪毛．

繋登髄§i”aceae ザクuソウ科

ザクロソウ

クルマバザクロソウ（ヘラザクロソウ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」喬」IZく｝a｛｝｛∋ae

Tetragonia　tetrfigoncides〈Pal重．）9．　K斑玉拡¢

ツルナ科

ツルナ

P｛箔臨ξaca　grandtnera董｛09｝9．

9ertainごa｛7iertxea　L．

驚翻鱒piiesa　L．

PO琵t選lacaceae

Caryophyllaceae

AygfigriCi　serps薙毒灘毛．　var．3εワツ塒b’fα

ノ…蓬…徽海s9毛解灘茎窪　1．　亨舞L　viscida（Lo　ise1．）　Asch．

｛’Stastj＃簿毒爵縣韓灘峯鍵圭sge

垂轟蜘lsm　99e3xgfi鋤m雲舞三重玉、

C錨戯繍磯蜘撫轟YSI．　haffaisaltense（Nakai）五ロ躍iZUS乱

籔盤翻欝鰯蓋華鍾圭鞍聾脇雛融贋く聾aka量）E．　Miki

嫌鍵壷旛檸魏誰騨蓋鋸圭証

韓螺義鑛麺幾甥癬羅舞聾舞難t義灘茎擁懲看盤

Sm錘嶽聾鞍郵鞍9．纏留豊灘i誓舞i

施躍纏懲垂一s，．

葦勲錘欝麺蜜雛箋1鍵．

舞礁搬葺寂確鷹藤‘霧重覇酵一難圭郵

スベリヒユ科

ナデシコ科

マツバボタン

スベリヒュ

ヒメマツバボタン（ケツメクサ）

ノミノツヅリ

ネバリノミノッヅリ

オオバナミミナグサ

オランダミミナグサ

ミミナグサ

タカネミミナグサ

（ホクセンミミナグサ，　象ソバミミナグサ）

ミヤマミミナグサ

クモマミミナグサ

ナン～ミンハコ～く

ノハラナデシコ

ハマナデシコ

シナノナデシコ（ミ華守ナデシ；一　）
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Dianthu∬uperbus　L、　var．’ong’calyci皿us（｝i［axim．）WiIIiams

Dianthus　suρerbus　L．　var．　suρerbus

Dianthus　saperbiL∫L．　var．　speciosus　Rchb．

施nhenya　pep’ofゴ¢s（L．）Ehrh．　var．聞br　H。。k．

Lyehnis　gracillima　（Rohrb．）　1Iakino

Lychnis　miqueliana　Rohrb．

Mint」artia　ar℃f’ca　（Stev．）　Asoh．　e七　Graebn．　var．　hondoensis　Ohwi

ルfinuart’aりerna　（L．）　Hiern　var．ノaponi‘a　H．　Hara

Moehringia　lateri70ra（L．）Fenz1

ノレ〔アoseton　aquaticam　（L．）　Hoench

Petrorhagia　nanteutii（Burnat）　P．1肝．　Ball　et　HeywoDd

Pseudostellarii　heterophytla（旺iq．）Pax

Pseudostettaria　palibiniana（Takeda）　Ohw　i　　　　　　　　　　・

SaginajaPOnica（Sw．）　Ohwi

Sagina　mcvvir祀α　A．　G　ray

Sagina　procumbens・L．

Saponaria　qがi’cinalis　L，・

Sitene　atba　（｝IIill．）　E．　H．　L．1｛1ause

Si互eneα1・meria　L．

5’leneプ1’rma　Siebold　et　Zucc．

5f’ene・ga’伽Lvar、8jrロ繊（Guss。ne）S、　M，　Walters

Silene　gal距ca　L．　Ψar．　quinguevu’nera　（L．）　Rohrb．

SI｝erguta　arvensis　L　　var．　sativa　I｛och

Spergularia　rubra　（L．）　J．　et　c．　Presl

Stetlar施alsine　G1’i皿皿var．　undulata（Thunl〕．）　Ohw　i

Stettaria　di1／ersケτora　Haxi凪　　f．　robusta　｝｛．　M　i　zush．

Stellar’αプ’enztii　Regel

Steltaria　grami祀ea　L．　　　　　　　　　　　　・

Steltar’a　med「ia　（L．）　Vi　l　lars

Ste”aノゼαnegtecta　We　i　he

Stella「’αniPlコonica　Ohw　i

Ste”ar’a　rus‘承）tia　Wi11（L　ex　Schltdl．

Stella「ia　sessiltY正ora　Yabe

カワラナデシコ（ナデシコ）

エゾカワラナデシコ

タカネナデシコ

ハマハコベ

センジュガンピ

フシグロセンノウ

タカネツメクサ

ホソバツメクサ（コバノツメクサ）

オオヤマフスマ

ウシハコベ

イヌコモチナデシコ

ワダソウ

ヒゲネワチガイソウ

ツメクサ

ハマツメクサ

アライトツメクサ

ザボンソウ（シャボンソウ）

マツヨイセンノウ（ヒロバノマンテマ）

ムシトリナデシコ

フシグロ　　　　　　　　　　’

イタリーマンテマ

マンテマ

オオツメクサ

ウスベニツメクサ

ノミノフスマ

オオサワハコベ

シラオイハコベ（エゾフスマ）

カラフトホソバハコベ

コハコベ

ミドリハコベ

イワツメクサ

シコタンハコベ

ミヤマハコベ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chenopodiaceae　アカザ科

Atr・ip’ex　8〃telinii　C．　A．抽eye　r

A　triplex　prostrata　Boucher　ex　DC．

ノ4triplex　subcorala　ta　Kitag．

Chenopodiu〃1　acuminatum　Willd

Chenoρodium口’わ皿m　L．

ChenoPedium　ambrosioides　L，　var．　pロわε5（：ens（h｛akino）　｝fak　ino

Chenopodium　centrorubrum（Mak　ino）　Nakai

Chenopodium　glaucum　L．

Chenopodium」pumiiio　R．　Br．　　　　　　　　．

C’：eゆ・ゴ1鷹5εro伽寵L．

ホソバハマアカザ

ホコガタァカザ（アレチハマァカザ）

ハマアカザ

マルバアカザ

シロザ（シロァカザ）

ケアリタソウ

アカザ

ウラジロアカザ

ゴウシュウアリタソウ

（コアリタソウ，ゴウシュウアカザ）

コアカザ

一15一
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

Chenopeゴium　virgatum　Thunb，

Koch　ia　scopar’a（L．）　Schrader

Saiso正血kO〃laroレ”　 11jin

Suaeda　glauca（Btmge）　Bunge

カワラアカザ

ホウキギ

オカヒジキ

マツナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Amaranthaceae

Ach；ソノ・anthes　biden　ta　ta　B　lu皿e　var．ノapanica　Hiq．

Achyranthes　bide脚ta　Blu皿e　var．　tomentosa（H。nda）H．　Hara

／4mar研ithtLS　albiLS　L．

ノ1〃iaranthtLS　de17｛ueus　L．

！lmaranthus　lividus　L．　var．　tzscenciens（Lo　is．）　The11．

ノlmaranthus」palmetゼ　S．　Watson

／tmat‘anthus　pロ1ガ麗互μ5　Berto　1．

・4〃謬ロranthus　retrofl己xus　L．

Amar｛znthUS　spinOStts　L．

Amarロπ所μ5γ’ridis　L．

CεJo∫庇孟argente¢　L．

ヒユ科

イノコヅチ（ヒカゲイノコヅチ）

ヒナタイノコヅチ（オニイノコヅチ）

ヒメシロビユ

ハイビユ

イヌビュ

オオホナガアオゲイトウ

（タリノホアオゲイトウ）

ホソアオゲイトウ

アオゲイトウ

ハリビュ

ァォビュ（ホナガイヌビユ）

ノゲイトウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Magnoliaceae　　　モクレン科

Magnolia　hypoteuca　Siebold　et　Zucc．

Magnoiia　praecocissima　Ko　i　dz．　　Ψar．　bot・eatis　（Sargent）　Ko　i　dz．

ノifagm｝’ia　salictlolia（Siebold　et　Zucc．）　Maxim．

Magnolia　sieboldii　K．　Koch　subsp。ノaponica　Ueda

Magnolia　x　ke”ノensis　Hort．　ex　Pearce

ホオノキ

キタコブシ

タムシバ

オオヤマレンゲ

シバコブシ

Kadsura／aponica（Thunb．）　Dunal

Schisandra‘hinensis　（Turc2．）　Bai11．

Sch’5徽加nigra　Maxi皿

Schisandraceae マツブサ科

サネカズラ（ビナンカズラ）

チョウセンゴミシ

マツブサ

flticiu那anisatum　L．

IIIiciaceae シキミ科

シキミ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lauraceae　　　　クスノキ科

Lindera　g’auca　（Siebold　et　Zucc．）　Blume

Lindera　obtusiloba　B　l　u皿e

Lindera　praecex（S　iebold　et　Zucc．）　B工u田eΨar．　prae〔：ox

Lindera　praecox（Siel〕01d　et　Zuc〔あ）　Blu皿eΨar．　pubescens（Honda）　Kitam．．

・Lindera　umbeUata　Thunb・　var．　membranacea　（Max　im．）　｝Iomiyama

ルfachilus　thunbergii　S　i　ebold　et　Zucc．

ノVeolitsea　sericea（Blu皿e）　Ko　i　dz．

ヤ．マコウバシ

ダンコ’ Eバイ

アプラチャン

ケアブラチャン

オオバクロモジ

タブノキ（イヌグス）

シロダモ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Trochodendraceae

Ttochodgndron　aratioides　Siebold　et　Zucc．

ヤマグルマ科

ヤマグルマ

一16一
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Euptetea、polyandra　Siebold　e七Z晒cc．

Eupteleaceae フサザクラ科

フサザクラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cercidiphyllaceae

Cercidiphy正lum／aponicur祀Siebold　et　Zucc．

C8rcidi］ρ妙”μ擢magn　Ylcun！（Nakai）　Nakai

カツラ科

カツラ

ヒロバカツラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ranunculaceae　　キンポウゲ科

A‘onitum　gigas　H．　L6Ψ．　et　Vaniot　var．　hondoense　（Nakai）　Tamura

Aconitum　hakusanense　Nakai

AcenitUt祀ノaponicun‡　Thunb．　subsp．ノap　on　icum

Aconitum／aponicum　Thunb．　subsp．　subcuneatum　（Nakai）　Kado　ta

／lconitu解nipponicum　｝卍akai　var．　nipponicum

／1‘oni血tm　nipponicum　Nal｛ai　Ψar．　septem‘arpum（Nakai）　Kadota

！1conitum　pterocaute　Ko　i　dz．

Aconitu〃t　zigzag　H．　Lt…v．　et　Vanio七　subsp．傭ハfd己ε（Nakai）　Kadota

A‘onitum　z’8zαg　H．　L6v．　et　Vaniot　subsp．　komatsui（Nakai）　Kadota

／lctaea　asiatica　H，　Hara

Adonis　amurensts　Regel　et　Radde

／lnemene　tiebilis　Fisch．　ex　TurCz．

ノlnemoneプTaccida　F．　Schmidt

！1祀emone　hupehens’s　Le皿oine　var．ノaponica（Thunb．）　Bowles　et　Stearn

Anemone　narci∬Ptera　L，　var．　nipponica　Tamura

．Anemone　nikOensis　Max　i皿．

ノlnemone　pseualoattaica　H．　Hara

Anemone　raddeana　Rege　1

1lnemo／re　sto正0π老ノ…≡rra　｝laxiur

／lguilegia　buergeriana　Siebold　et　Zucc・

Aquilegia／labellata　S　iebold　et　Zucc，　var．　pumi’a　Kud6

Ca　ltha　palus　tris　L　var．　enkOso　H．　Hara

Caltha　patttstris　L　var．　niPP・nica　H．　Hara

C∫ητ∫c卯8αacerina（Siebold　et　Zucc．）　C．　Tanaka

Cf〃1fc脚8α5正規P’εκ（DC．）　Wor皿sk．　ex　Turcz・

Clematis　aρii701ia　DC，

　C’ematis／aponi‘a　Thunh　　var．　purpureojusca（H　isauti）　Ta皿ura

αε雇眺o伽tens’s（Pa11．）P。ir．

Clematis　patens　C．　Morren　et　Decne・

Ctematis　stans　Siebold　et　Zucc．

C’ε鷹α∫f5　ternむ躍ora　DC．

Ctematis　tosaensis　｝lalくino

Cqp’15／aponica　（Thunb．）　Hakino

Coptis　quinquefeiia　旺iq．

Copt’5　trケfolia　（L，）　Salisb．

Cqρ距3置1・赫コtio’ata　（htak　ino）　｝Iak　i　no

Dichocarpum　nipponicunl（Franch．）W．　T．　Wang　et　Hs　i　ao

オオレイジンソウ

ハクサントリカブト

ヤマトリカプト

オクトリカブト

ミヤマトリカブト

ミョウコウトリカブト

アズマレイジンソウ

ハクバブシ　　　　　　　　　．

ナンタイブシ

ルイヨウショウマ

フクジュソウ

ヒメイチゲ

ニリンソウ

シュウメイギク（キプネギク）

バクサンイチゲ

イチリンソウ

キクザキイチゲ　　　，

アズマイチゲ

サンリンソウ

ヤマオダマキ

ミヤマオダマキ

エンコウソウ

リュウキンカ

オオバショウマ

サラシナショウマ

ボタンヅル

ムラサキアズマハンショウヅル

（ムラサキハンショウヅル）

　ミヤマハンショウヅル

カザグルマ

　クサボタン

センニンソウ

　　トリガタハンショウヅル

　オウレン（キクバオウレン）

　バイカオウレン（ゴカヨウオウレン）

　　ミツバオウレン

　　ミツバノバイカオウレン（コシジオウレン）

　アズマシロカネソウ
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　醜跨αだ｛：anebi’ts　Schreb．　var．ノ¢ρoπ’ca　r｛akai　f．ノai｝onicσ

～琵覆鐸だ∈窪搏obilis　Schreb．　vaゴ．）’aponica　醤akai　f．　magtta（益．　Hiroe）　K　i　ta巴

醜歩鐸説β彗｛｝biiir　Schrel｝、　var．ノ傷ρo’iica聾aka　i　f．㍑ド∫｛lgataαakiIlo）Kitam．

」ξ｝鐸蝕琿言ia　cert言灘（Thu油．＞Spr｛iRgel

P垂蝕：titξa　nipρoniαa〈丁書keda）0圭柵i

君a躍encuξus砥：ri5　L．　var．　niF夢0～‡’‘欝｝lara

Xa彗μ葺む鐸9as　e鐸ntonie月客ま5匿）C．

勘葺鐸躍甜ξ重醇ノゆθ藤｛：欝丁髭口f｝1｝．

Ranttnc”ξas　nippenictts〈垂萱譲iIlo＞聾aka三var．　ohtagawaens’5駈egleb

嚢emuneti轟rs　Rippegiεtts〈塾｛ak沁o）誕a総i　var、∫卍冶mersus　Ha　ra

蜜～affff涯‘ffgus　septans　L．

霧劔謹苺ε鐸趣5ε｛iξ8sai欝L．

Xgs躍薄¢tilttS　siSege7glSus・難．もξサ．　var．5iiertYolins

Kantin｛：ffias　sfferiYeffas　致L6v．　var．　prostratus（聾akai）　Sig．　Tanaka

癒薙馨封｛濯ξ甜国把r躍舜轟∫5　Th種無b．

＄e酢iaeui∫egia　adox｛7ides（1）c．）Mak　i　no

Tbaiietrn」n　a｛？uilegtYe’iuπL．　var．　inter’nedium聾al｛ai

Thaiietrninプilamentosum　Hax抽L　var．陀ηerμ灘GI．　Bo三SS）｛｝頚縫

ぎ加～∫σ撫艀群ξ灘Lvar．’ ャﾆ’euc磁〈Si伽撮巳もZucc＞鞠、

籔礁齪’欝葺鹿紘醒鐸ξ誕君K｛｝圭｛lx．　　　一

婁羅途舞灘鰯毒ε吾舞燐毒鐸垂雌華殺豊畿．書毒§a亨、

勲韓蘂艦聾鮮箏鐸蘭碍奮く継鷺1｝難圭｝聡二∫瑠擁≦誰｛§圭曲尊三｛圭｛詫Zu｛⊃c．）T．　s蓑圭m1zu

Yy｛｝轟轄ξ纐鰭蓼is¢it　垂ξ藍轟．｝feぎ．93ニノ解豊痴粥ミ華圭｛茎．｝ミ｝圭｝縫

ミスミソウ（ユキワリソウ）

オオミスミソウ

（スハマソウ）

オキナグサ

ックモグサ

ミヤマキンポウゲ

ケキツネノボタン

ウマノアシガタ（キンポウゲ）

エチゴバイカモ

バイカモ（ウメバチモ〉

イトキンポウゲ

タガラシ

キツネノボタン

ハイキツネノボタン

ヒキノカサ

ヒメウズ

カラマツソウ

ミヤマカラマツ

アキカラマツ

ヒメミヤマカラマツ

シキンカラマツ

モミジカラマッ

シナノキンバイ（シナノキンバイソウ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彗登ぎ＃9…懇｛㍊｛譲ξ｝　　　　メギ費

9es義eriS麟tire碍壽至難肇藍

BerSerSs　ts講呑曜妻藍

βε婚ε∫奮競毒薦麟…鯨尋茎

磁鉦細解彗溝憩～｝ustgm莚雄圭賦

主＞iphyiξ8ia　grayi民sく細三睦童

．Ef｝諏｛idiam　gr＃ndilS？gr＃艀窺茎1鍍f鱗、　var．鵡謝うε㎎‘齪封鷹く獲｛王．）聾al｛ai

珈∫灘ξ伽灘舶∫望鐸撹t雛聾毒衰叢圭

Epimediun；　sen　persu？e碍醸短ex　9．　｝faekL

梅認麗面珊8写細　重妻斑産｝、

Rat歪z4niaノゆo痴‘窪〈乳1重｛｝〉雪．墨舞

ヒロハヘビノボラズ

メギ（コトリトマラズ）

オオバメギ（ミヤマメギ）

ルイヨウボタン

サンカヨウ

イカリソウ

キバナイカリソウ（二刀ウイ溺ソO）

トキワイカリソウ（オオイカリソウ）

ナンテン

トガクシソウ（トガクシシyウマ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lr垂撰lz登b登協ζ｝ξ｝葦…ξ葦

Ases．　i4　gμ5nata（Thun1）．）　Dεcais益e

廷舵巌縛ひ的幹（Thunb・）Koidz・

歪葦9i垂毒xfie專吻hソtta｝lak　ino

舞欝蜘翻魏’塑砂伽（Thunb．）Decais船

アケ馨舞

アケビ

ミツバアケビ

ゴ葺ウ’Aケビ

ムベ

　　　　　　　　　一’　　1’　　　　　劫｛享癖ε鉾ぎ籟…蝦莞1蓼　　ツ「ヴラフ多霧

≦薩　≦翼｝i．一藝窮，’

翻舞蚕難一一慈蓮箋毒舞L．・・一

鱒轟轟騨藤騨舞｝’hｱ『馨購重鋤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1’鳶．｝．．一：一骸”・’　　　　一藩一

ア」孝ツヅ多ラ菱（カミエビ）

コウ善亨力亥ラ

ツヅー宴宴Wζ才オッヅ多フ．野〉
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nymphaeaceae

Brasenia　schreberi　J．　F．　G皿e1．

Cabomba　caro∬iniana　A．　G　ray

Euりtate、ferox　Salisb．

ノVuphar，ノaponi‘um　DC．

Nuphar　subinteget・rimum　（Casp．）　Mak　ino

ハ「ymphaea　tetragona　〔］eorgi

1Ve’麗η1ムo　n工』c蜘ノ・皿　Gaertn．

Nelumbonaceae

スイレン科

ハス科

ジュンサイ

ハゴロモモ（フサジュンサイ）

オニバス

コウホネ

ヒメコウホネ

ヒツジグサ

ハス

Ce　ra　toρhy伽m　demersロ皿L．

Houttuynia　cordtzta　Thunb．

Saururus　chinensis（Lou　r．）　Bai11．

Ceratophyllaoeae

Saururaceae

Chloranthaceae

Chloranthus／aponicus　Siebold　　　　幽

Chloranthus　serratttS　（Thunb．）　Roem．　et　Schult．

マツモ科

ドクダミ科．

センリョウ科

マツモ〈キンギ葺モ〉

ドクダミ

ハ）ゲショウ（力タシログサ）

ヒトi］シズカ

フタリシズカ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aristolechiaceae

！霊1・istolochia　contorta　Bunge

／lriSto’ochia　debi距5　Siebold　et　Zucc．

ノlsarum　ca！ilescens　Max　i皿，

Asaru〃tノ’auriei　Franch．

Asarumノ’auriei　Franch．　var．　nahロianam　（R瓢aek、）　Ohw　i

ウマノスズクサ科

〆lsarum　ikegamii（F、　Haek．　εx　Y．　Haek．）　T。　Suga凱　　Ψar，」勉ノi砿rakii　T．　Sllgaw．

ノlsarum　ikegami三（F．　Ha｛∋k．　εx　Y．　Maek．）　工Sugaw．　v呂r．　ikegamii

・4sarum’megacal　zx　F．　Maek．

Asarum　siebo’｛1距］｛iq．

Asarum　yoshikowae　T．　Sugaw．

マルバウマノスズタサ

ウマノスズタ菅

フタノミアオイ｛婁モアSsイ｝　　　一

ミチノタ量イシFン《ミ毒r響毒〉ア婁イ｝

ミ幸マア婁ぐ

アラ妻亨毒ンア婁イ

ユ華タニヌきン・ア言イ

コ！シ∫毒ンア嚢一ぜ

々其ま聾．イシ・ン　　　　　ー．’

｛董イ誓ン，糞導彗右其べ昔イシン）

垂嚢iヒメ宍ン’ア愛イ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　’aeeRiaceae

Paeonia／aponica（Makin。）抽iyabe　et　Takeda

Paeonia　obovata　殖a　i　xn監．

・譲タン舞

　
ク

　
ヤ

　
ク

　
ヤ

ク
シ

ヤ
マ

タ
ヤ

ヤ
ナ

シ
バ

マ
エ

缶
モ
ベ
，

Glaucidium　patmatum　Siebo王d　et　Zucc，

（…la繕¢1醸a¢奪轟奪 き婁‡字・象ぜ講

シラネアオイ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勘嚢轟1穣a奪毎a奪

Actinidia　arguta（SiebOld就Z’aee，）P塩PO賀、礁難q、

A‘tinidia　kめtemikta（Rupr．　et購a詫適．）籍axi血

ノlct”tidia、polyga凧置ロ（Siebold　et　Σucc．）　Pla且己｝L　ex！旺a虻ini．

マタタ緯騨

サルナシ

ミヤマ’マタトタど

マタタビ
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薪潟県植物霞録［チェックリスト］（予報）2005

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Theaceae　　　　　ツバキ…樽

Cameliias’aponica　L．　s琶bsp．ノopeniea

（JameEliaノロponica　L　sぬsp．　rusticana（Honda＞Kまt｛迎．£　rasticana

C加1ε液α掴ρoπ三‘日L．subsp．　rasticana（HORda）狂三圭｛迎．　f．ロibiveora（猛ega頭）Tuyama

C謡召”‘σ加o”ξα1L．　s曲sp．ノaPoniαa　X　subsp．雌’ξc伽

Came繊年5ξ掃ensiS｛L．〉｛｝．細H加e

Cieyerajapeni‘¢Th曲b．

E謹弓雄∫ロpen　icaτ抽n董｝．

5摺｛塞巨語π10哲読tpha　Siebold｛gt　ZUCC阜

Stuartia　pseurfc｝一‘ameSlia　hfax抽．

ヤブツバキ

ユキツバキ（サルイワツバキ）

シロユキッバキ

ユキバタツバキ

チャノキ

サカキ

ピサカキ

ヒメシヤラ

ナツツバキ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《…誰懲蝕斑把　　　　　　オトギリソウ科

ffy雪ericam｛r5cyron　L，

ffPt雪eric醐n　ere‘細鷹Thunb．

9y野er三‘ffm　kOmtschati‘甜雛もedeb．￥a二轟entltrense￥．　iく抽uごa

ffyperSestnf　Sirsmts‘加fi‘μ海L綴e転聡二5㈱｛聡£〈｝｛axi｛E）Y．　Kimura

麹perl七cu離タ瞬確躍灘も．　yaf．壷麟醸灘

9y野eti‘｛㍑坤謝霧灘訟鷺r．£鰐灘蜘融灘蓼c．

9y蛍励羅鐸鋤野豊海毒鮪装畿蓑蟹

Sereti｝rg　Sca｛舞鶴｝輩．鑑圭塾籍薙

簿醜離群∫瑠麟ieif欝謙圭蛭駐

トモエソウ

オトギリソウ

イワオトギリ

シナノオトギリ

セイヨウオトギリ

コゴメバオトギリ

サワオトギリ

コケオトギ弓

ミズオトギi；1

ノ奎Sdr尋瓢譲硲ξ麟蒔窪も．

三＞rose確窪㎎伽鋤｛EsgR

£lros｛”a　rfita融霧舜ぎ麺L，

9ye3∈iraceae モウセンゴケ科

ムジナモ

ナガバノモウセンゴケ

モウセンゴケ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Papayeraceae

Cftetittoniffm　mojus　L　var．　asiaticum〈珊ara）Ohwi

｛冶埋虚濤轟配毒馨艶｛］ha…店　et　Schlt｛li．

c9弓，dais　eapiξlipes雲r麗c益．

｛診琴鋤麓歪罵畠雌（Th臨b．）Per＄．

動理掘露轟磁だ顔｝彦s圭痴o慧e之ZifC¢．

｛舞叢血欝鍔加・館薄5落TUTcz．亨寂L轟釦idec　na穣¢ge　1）蕪止ai

｛舞童譲套舞磁1〈望奏断h）？ers．　var．翻嬬Yatabe

蜘郷細｛魯釣圭鋤＞ffak圭丑｛｝

垂物馨鑛麺霧圭重重丘｝壼．彗r．￥ar，　cerglata

蜘舞翻舞彗玉曇｝｝菱βr、盤r．tkμnber8ii（益圭奪．〉錘i奪．

ち　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　ヰ　ゴ　　　　　　　　5

燐…鍔鰹三庁
一一套圭彗錘｝至｛至誘z鵜｛）．

ケシ科

タサ／オウ

エゾエンゴサク

ミチノクエンゴサク（kSヤマエガサク）

ムラザキケマン

セマエンゴサク〈ササバエンゴサク）

ナガミノツルケマン（ナガミノツ瞬ケマン）

ミをマキケマシ

ゴマクサ　．

タケニグサ（チャンパギク）

ケナシチ亨ンパギク

チガミヒナゲシ

才サバグサ

惣麺灘雛
導垂陣壼睡銘鎗 ラ歩｛弄垂歩ヲ「シ萎辱

竜イ彗ウフウチ9「シソ「ラ（ク財メソウ）

．繊舞麺塾｝妻蓉薙

舞窪難薙曇 アブ多チ霧

シ’璽イ募ナ冥・『タ

曲塞ξ｝一



新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

ノlrabis　gemmifera（t：王atsu【n．）　｝1｛ak　ino

！4rabis・hirsuta　（L．）　Scopoli

Arabis　lyrロta　L．　var，・hamtschatica　F　i　sch．

〆1rabis　serrata　Franch．　et　Sav．　var．　joponica　Ohwi　f．ノaponica

！lrabis　serra　ta　Franch．　e七　Sav．　var．ノaponたa　Ohwi　f．8互αうre5ceπ5　0hw　i

ArabtS　serrata　Franch．　et　Sav．　var．ノaponica　Ohwi　f．　gra顧flo雁Ohwi

！4raう応steUeri　DC．　var．ノaponica（A．　Gray）　F．　Schmidt

Barbarea　or’んocerα5　Ledeb．

Barbarea　vulgaris　R．　B　r．

Brczs5ica／uncea　（L．）　Czern．

Bra∬ica　napロ5　L．

Brassica　rapa　L．　var．　pεrソir’dis　L，　H．　B　aiユey

Caki互e　ede祀tu’a（Bigelow）　Hook．

Capse∬’αbursa－pczsteris（L．）　Medik

C研damine　appe角dicutata　Franch．　e七Sav．

Carclamine　dentipetala五fatsu皿．

Carciaminefatlex（0．　E．　Schulz）　Naka　i

Cartiamineプ1εxuosa　With．

Carciamine　hirsuta　L．

Carciamine　impatie凪s　L．

Cαr面〃Iine　teucantha（Tausch）　0．　E．　Schulz

Cardbmine　lyrata　Bunge

Cardamine　nipponica　Franch．　et　Sav，

Carciamine　parソ昴orαL．

Cardamine　re8e”σπα　Hiq．

CardOmine　scutata　Thunb．　var．　kOs」hiensiS　Ohwi　et　Okuya皿a

（：lardamine　torrentis　 Na］」｛ai

Cardamine　yezoensis　Max　i10L

Conr’π8’αorientalis（L．）　Du皿ort．

Descurainia　sephia（L．）Webb

D「aba　nemorosa　L．

Draba　shir・oumana　Mak　ino

Eutrema／aponicum　（｝Iiq．）　Ko　i　dz．

Eutrema　okinosir祀en5e　Taken．

Eutrema　tenue　（bIiq．）　Makino

Lepidium」Pεりb距α加加L．

Lepidium　virgi祀icum　L．

ハ4ロc7・opodium、P！召ro．spermum　F．　Schmidt

」Vαsturtium　OLffi‘inate　R．　B　r．

Rap加ntts・satiVtts　L　var．　sativus　　　　　－・

Ral）hanus　satiyus　L．　var．　raphanistroides　｝Iak　i皿o

ROt‘ippa　dubia　Hara

RoriPt）a　indica（L．）　Hiern

Ror’ppa’5互andica　（Oeder）　BorbI£s

パクサンハタザオ（ッルタガラシ）

ヤマハタザオ

ミヤマハタザオ

イワハタザオ

ケナシイワハタザオ

ウメハタザオ

ハマハタザオ

ヤマガラシ（ミヤマガラシ）

ハルザキヤマガラシ（フユガラシ）

カラシナ（セイヨウカラシナ）

セイヨウアブラナ（ヨウシュナタネ）

コマツナ

オニハマダイコン

ナズナ

ヒロハコンロンソウ（タデノウミコンロンソウ）

オオケタネツケバナ

タチタネツケバナ

タネツケバナ

ミチタネツケバナ

　sセコ　　　　　　キモ　ソヤニンソン

コンロンソウ

ミズタガラシ

ミヤマタネツケバナ

コタネツケバナ

（ヒメタネツケバナ，コカイタネツケパナ）

オオバタネツケバナ

コシジタネツケバナ（杓舛ッケ’サ）

オクヤマガラシ

エゾワサビ（アイヌワサビ）

ナタネハタザオ（コバンガラシ）

クジラグサ　　　　　’

イヌナズナ

　シロウマナズナ

　ワサビ

オオユリワサビ

ユリワサビ

　コシミノナズナ

　マメグンバイナズナ

ハクセンナズナ

　オランダガラシ

ダイコン

’ハマダイコン

　ミチバタガラシ

　イヌガラシ

　スカシタゴボウ
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

Rorippa　sytvestris（L．）Besser

5掴ソ鷹わr’um・a’tiss’mum　L．

5’ミy擢δr∫麗擢qが7‘’πα1e（L．）　SCOP．　var．’eiocarpu〃z　DC．

Sisymbr’μ〃1｛朝ヲ7c’nate　Scopoli　var．　efficina　te

5’synめr如’n　or’enta’e　L．

τμ〃∫∫‘381ロうroL．

キレハイヌガラシ

（キレJCイヌガラシ，　ヤチイヌガラシ，　ヤチガラシ）

ハタザオガラシ

ハマカキネガラシ

カキネガラシ

イヌカキネガラシ

ハタザオ

P’atanUS　O‘C’ゴεπ故’互5　L．

P’α’α厚ロ5　x　acertTolia　（A　i　ton）’Wi　l　l　d．

Platanaceae スズカケノキ科

アメリカスズカケノキ

（セイヨウボタンノキ）

モミジバスズカケノキ

（カエデバスズカケノキ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hamameiidaceae　マンサク科

Hamametis　1’≠垂盾獅奄モ＝@Siebold　et　Zucc．　var．ノaponica　　　　　　　　　　　　　　　マンサク

Hamametisjaponica　S　iebold　et　Zucc．　var．　discolor　（Nakai）　Sugiza　f．　discolor（Nakai）　Ohwi　ex　H．　Ohba

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウラジロマルバマンサク

Hamametisjaponica　S　iebold　et　Zucc．　var．　discolor　（Nakai）　Sugim．　f．　flai／Opurpurascens　Makino

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニシキマンサク

　　　　　　　’
Hamametisjaponica　Siebold　et　Zucc，　var．　discotor　（Nakai）　Sugi皿．　f，　ob血lsata（Mak　ino）　H．　Ohba

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マルバマンサク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Crassulaceae

月ンlotelephium　eり戸throst’ctum　Gl　iq．）H．　Ohba

Hy’o∫εゆみゴ趾濯serd’dum　（｝Iax　iEL）　H．　Ohba

Hン互otelephiu〃軍vεr∫f｛：i〃atum　（L．）　H．　Ohba

Ores　tacbysノ卯oπ’c郡5（｝Iaxi巴）　Berger

ベンケイソウ科

OrOS　ta｛：hys撹α’aCOi）hyl’α　（PalL）　Fishi．　var．’rvaren8・e　（h｛ak　ino）　H．　Ohba

Rゐod1oJαishidae（紐iyabe　et　Kud6）　H．　Hara

Rhodiola　rosea　L．

Rhedi〃ZtLS　aizoen　（L．）Tt壬Ia　rt　vaτ．　Reribundus　（N且kai）　H．　Ohba

5ε山廓加王biferum躍ald　1io　　・－

Sedum／aponi｛：um　Si臼bold　elx亙iq響　＄鋤s罫ノbPOnicum　vaL／oponicum

Sedum／OPonicum　Siebo1（玉ex　II　i　q．　subs1｝，　e，：yiifbJiu．　m　（Makino）　H．　Ohba

Sedum／apo・厚∫cμ〃z　Sie1）old　ex　L｛三｛1．　subsI）fノ叩o泥歪右∬艀　var署senanense（醍akino＞　Hakino

sedilm　litt％a∬’e　T｝1t茎nb，

sedμm」雁antnOi涯ax　i皿．

Sedum　s｛：rmentosant　Bunge

ベンケイソウ（コベンケイソウ）

チチッパベンケイ

ミッバベンケイソウ

ツメレンゲ

イワレンゲ

ホソバイワベンケイ（アオノイワベンケイ）

イワベンケイ

キリンソウ

コモチマンネングサ

メノマンネングサ

タイトゴメ

ミヤママンネングサ

オノマンネングサ（タカノツメ）

マルバマンネングサ

ツルマンネングサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Saxifragaceae　　ユキノシタ科

Astilbejupenica〈C．・rierren．　et　Pecne．）A．　Gray

Astltbe　microphyita　K壼o王三

Astiibe　thunbergii　（S三eb。id　et　ZucのIEiq．　var．　c・ngesta且B。issieu

Astilbe　tbanbergii（S　iebold　e　t　Zgcc．）　M玉q．　var，ノIOrmosana（Naka　i）　Ohw　i

8の7鰍‘μ加o‘妨鈎1紅（Maxim．）翫91、

アワモリショウマ

チダケサシ

トリアシショウマ

ハナチダケサシ

アラシグサ
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

Cardiandra　atternヴjolia　Siebold　et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クサアジサイ

Chrysospteniumfouriei　Franch．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホクリクネコノメ

Chrysosplenium．flagetlt7erum　F．　Sch皿idt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツルネコノメソウ

Chr　vsosptenium　grayanutn　Max　im．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネコノメソウ（ミズネコノメソウ）

ChrysospleniumJ’aponicurn（｝laxim．）｝lak　ino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマネコノメソウ

Chrysosptenium　hamtschaticum　Fisch．　ex　Seringe　　　　　　　　　　　　　　　　チシマネコノメソウ

Chrysosptenium　ramosum｝fax　im　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マルバネコノメソウ（クモ以和〃）

Deutzia　crenata　Siebold　et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウツギ

Deutzia　gracitis　Siebold　et　Zucc，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメウツギ．

Hydrangea　hirta（Thunb．）Siebold　et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コァジサイ

Hydrangea　invotucrata　S　iebold　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タマァジサイ

Hydrangeapaniculata　Siebold　et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノリウツギ

Hydrangeapetiolaris　Siebold　et　Zucc，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツルアジサイ（ゴトウヅル）

Hydrangea　serrata（Thunb．）Ser．　var．　megacarpa（Ohw　i）H．　Ohba　　　　　　　　　　エゾァジサイ

Mitella．furusei　Ohwi　var．　subramosa　Wakab．　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャルメルソウ

Mitella　kOshiensis　Ohwi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コシノチャルメルソウ

Mitetla　pauci　ora　Rosend．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コチャルメルソウ

Parnassia　alpicola　5fak　ino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメウメバチソウ

Parnassiafbliosa　Hook．．　f．　e七Tho皿s．　var．ノaponica（Naka　i）Ohwi　　　　　　　　オオシラヒゲソウ

Parnassia　palustris　L　var．　multiseta　Ledeb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウメバチソウ

Penthoruπ　chinense　Pursh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タコノアシ

PhilcUtelphus　satsumi　Siebold　ex　Lind1．　et　Paxton　var．　satsumi　　　　　　　　バイカウツギ　　　　　r

P／iiladelphtts　satsnmi　Siebold　ex　Lindl．　et　Paxton　var．　parviY70rus（Dippe1）　KitaIIL　et　h［urata

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニッコウバイカウツギ（ケパィカウツギ）

Ribes　ambiguum　MaxiI匹var．　ambiguum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤシャビシャク

Ribes　atizbi8・uum　llaxia　var．　gtabrum　Ohwi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケナシヤシャビシャク

Rめε∫如c∫c犀1α加mSiebold　et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤブサンザシ

Ribesjaponicum　Maxim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コマガタケスグリ

Ribes　latijolium　J　ancz．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゾスグリ

Ribes　mtza　imOiviczianum　KomarOV　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザリコミ

Rodgersia　podoρhyita　A．　G　ray　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤグルマソウ

5ακ紛α8αbrenchialis　L．　subsp．．filnstonii（S皿all）　Hu　l　t6n　var．　rebunshirensis（Eng1．　et　I　r皿sch．）　Hara　f．　rebur；shirensis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シコタンソウ

5ακ妙囎αbronchiatis　L．　subsp．ノhnstonii（Sma11）　Hu　1七6n

　var．　rebunshirensis（EIig1．　et　I　rmsch，）　H．　Hara　f．　togc‡hashiensis（H．　Hara）　Ohw　i

Saxllfragaプbrtunei　Ho　ok．　f．　var．　all〕ima（hlatsi』1L　et　Nakai）　Nakai

5の伽8σプiLsca　Maxi皿L　var．∫ゴ陀ロわ麗耐　Ohwi

StzxiY｝‘aga／aponica　H．　Boissieu

SCZXIftaga　nipponica　｝lak　ino

5ακむ庁aga　stolen哩ノセrα　Heerb．

5「chizophragma　hydrangeoides　Siebold　et　Zucc．　　　　　・・

Tia　relta　polyp1ちソ’ta　D．　Don

ヒメクモマグサ

ダイモンジソウ

クロクモソウ

フキユキノシタ

ハルユキノシタ

ユキノシタ

イワガラミ

ズダヤクシュ

Pittosporu凧z　tobira　（Thunb．）　W．　T．　A　i　ton

Pittosporaceae トベラ科

トベラ
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rosaceae　　　　バラ科

／｛8r’〃lonia　nippenica　Ko　i　dz．

Agri〃ionia」pi’osa　Ledeb．　var．ノaponica　G！iq．）　Nakai

Amelanchiei・asia’tica（S　iebold　e　t　Zucc。）　End1．　ex　Walp．

ノ皇辺ソgdOlus　persica　L．

ArunctLs　dioictLs（Walter）　FernaldΨar．　kOmtschロticus（亙axil1L）　H．　Hara

CerastzS　apetala（Sieb。1d　et　Zucc．）Oh工e　ex　E　OhbaΨar．　pi’osa（K。idz，）肋hba

CeraSttS　campanu’ata（Haxim．）A．　V．　Vassi1．

Cerastts　incisa　（Thunb．）　Loisel，　var．　iゴnAゴε凪sis　（Koidz．）　H．　Ohba

Cerasus／amasakttra（Siebold　ex　Koid乞，）　蚤｛．　Ohba

（rerasus　lannes’ana　Carri色re

Cera5us　leveitteana　（Koe1皿e）　H．　Ohba

Cerasus　mtza　imowi‘之‘’（Rupr．）　KOEL

Cerastts”’Pponica（Matsu皿．）　Oh　l　e　ex　H．　Ohba

Cerczsus　sargentii（Rehder）H．　Ohba

CeraStLS　spachiana　Lavalee’ ??EH．・Ott。　var．　kOshienSis（K。i（iz．）it・Ohba

Cerロsus　spachit：確　LaΨalee　ex　H．　O　tto　var．　spa‘hiana　f．　as‘endens（h1a正dno）　H．　Ohba

CerCZSttS　speciasa（Koid2．）　H．　Ohba

Cεκ脇×　yedOensis（Matsum．）A．　V．　Vassi1．

Cbaenome’es／aponi‘α（ThuIab．）　Lind1．　ex　Spach

Dnyソas　octopeta’a　L．　var．　asiat’ca（Naka　i）　Naka　i

Ducb6．snea‘hry5antha（Zo　l　l．　et　hlo　r．）　｝｛iq．

Dロ‘hesnea　indica（Andrews）Focke

Eriobottya／aponica　（Thunb．）　Lind1．

Filipenduta」hamtschatica　（Pa11．）　卍【axiln．

Fi’ipendu’αmu互tiiuga　拙ax　i口L

Fitip　endu　la」ρurjワurea　Haxi凪　　var．　auri‘μ’ata　Ohw　i

Fragaria　i丘numae　Mak　ino

F」nagaria　nipponi‘α　腿ak　i　no

Geum　aleppicum　Jacq、

（｝eumα：’∫加⑳’ium　S皿直　Ψar．　nippeniCl」m　（F．　Bolle）　Ohwi

Gε∬〃1／aponi‘um　Thunb，

Geum　macrophソ1’um　Wi11（二　var．　sacha’inense　（Koidz．）　H．　Hara

Gεロ〃z　pen　tap　eta　lum　（L．）　班akino

1《’e　rria　fapon　ica（L．）　DC．

ル血’US　micro屈atUS　Makino

Matus　toringo　（Siebold　）　Siebold　ex　Vriese

〃atus　tsclto／zosin’i　G｛ax　i　m）　C．｝｛．　Schn．

Padus　buergetゼana（虹iq．）　T．　T．　YU

Padus　graya厄a（Max　i　m．）　C．　K　Schneid．

Padus　ssiori（F．　Schm　idt）　C．　K．　Schne　i　d．

Potentit互a　arzserina　L．

Po陀π餌如‘entigrana　I｛axi皿L

Po∫召ntiffa　chitrer；5iS　Ser．

Pefenガlta‘弓tptotaenia¢Maxi肛

ヒメキンミズヒキ

キンミズヒキ

ザイフリボク

モモ

ヤマブキショウマ

オクチuウジザクラ

カンピザクラ

キンキマメザクラ

ヤマザクラ

サトザクラ

カスミザクラ（ケヤマザクラ）

ミヤマザクラ

タカネザクラ（ミネザクラ）

オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ）

コシノヒガンザクラ

エドヒガン

オオシマザクラ

ソメイヨシノ

クサボケ

チョウノスケソウ（ミヤマチングルマ）

ヘビイチゴ

ヤブヘビイチゴ

ビワ

オニシモツケ

シモツケソウ

コシジシモツケソウ

ノウゴウイチゴ

シロバナノヘビイチゴ（モリイチゴ）

オオダイコンソウ

ミヤマダイコンソウ

ダイコンソウ

カラフトダイコンソウ

チングルマ（イワ’グルマ）

ヤマブキ

　ミカイドウ（カイドウ，ナガサキリンゴ）

ズミ

オオウラジロノキ（ズミノキ）

イヌザクラ（シロザクラ）

ウワミズザクラ

シウリザクラ（ミヤマイヌザクラ）

エゾッルキンバイ

（エゾノッルキンバイ，トウツルキンバイ）

．ヒメヘビイチゴ

カワラサイコ

ミツモトソウ
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Poten’illa　diclヒinsii　F　ranch．　et　Sav．

Potentillaプ｝agario　ides　L．　var．　mq／oノ・1五axi皿．

Potentillaノ｝｛汐π’ロπσ　Bor皿

PotentiUa／7uticosa　L，　var．　arbuscu’α（D．　Doロ）　Maxi皿L

Po’entil’a　matSumurae　Th．　Wo　l　f

Potent｛tlaπ勿oπfcα　Th．　Wolf

Potenti”a　palustris　（L．）　SCOP．

Petenti』la　stoloni／iera　Leh皿L

Potentit’a　5μπdごたa（Blume）　O．　Kuntze　var．　rebus’α　（Fra皿ch．　e七　Sav．）　Kit臼9．

Poten≠ilta　togasi’　Ohw　i

Potentil’ロtoyamensis　）｛ar臨　　e七T．　Sato

Pourthiaea　v’”osa（Thunb．）　Decne，　var．’α（lllis（Thunb．）　Stapf

Po！trthiaea　v∫」’oεα（Th“nb．）　Decne．　var．　viUosa

Pourthiaea　villosa（Thunb．）　Decne．　var．　zoJ’ingeri（Decne．）Nakai

P1・unμs　sat比…’na　Lind1．

・Pンrus　pツrケfolia（BurnL　f．）　Nakai　var．　pyt・ife∬’a

pyr器ttssuriensis　Haxi瓜

Rhaphiolep　is　1π石距ca（L．）　Lindl．　ex　Ker　var．　umbetlata（Thunb．）　H．　Ohashi

Rosa　a‘icutaris　Lind1．

Rosa　mulnli70ノ‘ロ　Thu11b．

Ro5α吻ponensis　Crep．

Ro5α」ραπfc麗’‘8εrロHaki！10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

Rosa　rugosa　Thunb．

Rosa　wichuraiana　Crepin

Rosa　x　iwara　S　iebold　ex　Regel．

Rμbus　armen’acu5　Focke

Rubusわuergeri　M　iq．

RubttS　cra’aegt7（）littS・Bunge

RubttS加k⑰ne月s寛　Franch．　et　Sav．

Rub皿5　hirsu血rs　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『

Rubtム雪ikc訂leensis　H．　L｛…v．　et　Vaniot

Rubus∫πε‘ebrosus　Focke

Rubus　kOehneanus　Focke

RubtLS　mesogaeUS　Focke

Rubus　mesogaetLS　Fooke　var．ロdenothrix　Momiy．　ex　Hatu言．

R麗うμ5πti‘rop轟アttus　L，　f．

Rubus　palmatus　Thunb，　var、　Coptophyllus　A．6ray

Rubus　parvifo互ius．L，　f．ραノΨ蜘～f器　　　一

Rubus　parレ701ius　L．　f．　con｛：｛｝IOr（…｛oi（Sz，＞　S租gi和．

　　　　　　　　　　　　　　　　　i
Rμわ耳5ρec”n¢’lus　Hax　im』

Rubus　peda血鱈　SnL

Rμt卿s　pheenico’鐸5‘ロs誼己xi瓢，

RIめus　ps已ロ｛ノq／aponic．　us　Koid猛．　　　　　　　　　　　　　　　－

Rubus　pungens　Ca皿b．　var．｛｝ldimiliξi〈歴iq、｝韮亀盈i盈、

Ruわus　trip’das　Tllunb，　　　　　　　　　　　　”

RIibetS　vernus　（Focke）　Nal｛a　i

イウキンバイ

キジムシロ

ミツバツチグリ

キンロバイ　　　．　　、

ミヤマキンバイ

ヒロハノカワラサイコ

クロバナロウゲ

ッルキジムシ羅

オへどイチゴ

エチゴキジムシ”

エチゴツルキジムシロ

カマツカ

ワタゲカ・マツk｛云言秀マツカ〉

ケ涛マツカ

スモモ

ヤマナシ

ミチノクナシ

シャ婆ンバイ〈Jii’ル騨シキ．リンバイ・）．

オオタカネバラ（オオタカネイバラ）

ノイバラ

タカネバラ（タカネイバラ）

ミヤコイバラ

ハマナス

テリハノイバラ

コハマナス

セイヨウヤブイチゴ〈ブラ薄囎一）

フユイチゴ

　クマイチゴ（エゾノタマイチゴ）

　ミヤマフユイチゴ

タ章イチゴ

ゴi≡…r＞イチゴ

バライチゴ　　．　　　　　　　．．一一

　ミ桟」マニまぎイチ：ゴ　’　　　．　一

タ簑ぜチゴ

　｝書モijタ・dチコ“

二難イチゴ

’モミ’§イチゴ（キイチコ1）　　　一

ナワシロイチゴ

アオナワシuイチゴ

　コバノフユイチゴ（マルバフユイチゴ）

コガネイチゴ

ェビガライチゴ（ウラジロイチゴ）

　ヒメゴヨウイチゴ　　・　’・・．”一孫

サナギイチゴ　　　　　ー・∴．．爵．痔：…

カジイチゴ　　　　ー’・、・：一：・・㍗一・一’費

ベニバナイチゴ．　…一掻爵欝三：1：デ｝
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

Rubusンabe’　H．　Lξv．　et　Vaniot

Sanguiserba　a’わヴ70ra　GIak　ino）　Mak　ino

Sangaisorba　hakusanensis　｝rIakino

Sangui∫orba（がc身昭’is　L．

Sanguisorba　stiPillata　Raf．

Sanguisorba　t召nutTo’fα　Fisch，　ex　L　ink　var．、ρurpurea　Trautv．

5めわa’ゴ’aprecumbens　L，

Sorbus　alnt70”α　（S1ebold　et　Zucc．）　C．　Koch

50’bus　co曜π置批’α　Hed　1．　var．　rufo一ノ’erruginea　C．　K．　Schn．

Sorb　us　co栩mixta　Hed1．　var．　rvilferdii（Koehne）　Sugim．

Sorbus　gracil’5　（Siebold　et　Zucc，）　C．　Koch

Sorbus／apenica（Decne，）　Hedlund

Sorbus　matsumurana　G［ak　i　no）　1｛oehne

SorbtLs　sa〃ibucifotia（Cham．　et　Schltd1．）　Roe皿eτ

Spiraea　betult701ia　Pa　l　l．

Sp　iraea　chan1aedリゲb’ia　L．　var．　pilosa（酊akai）　H．　Hara

Spiraea／ap　oni‘a　L．　f．

Spiraea　niPl）onica　Max　im．　f．　niPlワoπ’cα

Spiraea　nipponica　Maxi旺L　f．　rotund｛声と｝∬ia　ハlakino

Spiraea　pruni　elia　Siebold　et　Zucc．

Spiraea　thunbergii　Siebold　ex　Blume

Stephanandra’n‘isa　（Thunb．）　Zabel

Stephana月draぎα～lakOe　Franch．　et　S　av．

レYatdSteinia　ternata　（Steph．）　Fritsch

ミヤマウラジロイチゴ（ナェ醇イチゴ）

シロバナトウウチソウ

カライトソウ

ワレモコウ

タカネトウウチソウ

ナガボノアカワレモコウ

タテヤマキンバイ

ァズキナシ

サビバナナカマド

ツシマナナカマド

ナンキンナナカマド

ウラジロノキ

ウラジロナナカマド

タカネナナカマド

マルバシモツケ

アイズシモツケ

シモッケ

イワシモツケ

マルバイワシモツケ

シジミバナ

ユキヤナギ（コゴメバナ）

コゴメウツギ

カナウツギ

コキンバイ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Leguminosae　　　　セメ科

Aeschynomene　indica　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クサネム

Albizia／utibrissin　Durazz．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネムノキ

Amorpha　fru　ticosa　L．”　　　　　　　　　　　　イタチハギ（クロバナエンジュ）
Amphicarpaea　bracteata（L．）　Fernald　subsp．　edgeworthii（Benth．）　H：　Ohashi　var．　jap　onica（01iv，）　H．　Ohashi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤブマメ

ApiOSプiOrtunei｝｛ax　im　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホドイモ

Astragalzas　membranaceUS　Bunge　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイツリオウギ

Astragalus　reLfZexistipulus｝l　iq．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モメンヅル

Astragatus　shiroumensis　Mak　ino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シロウマオウギ’

Astragatus　sinicus　L・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲンゲ（レンゲソウ，レンゲ）

Caesatpinia　decaρetata（Roth）Alston　var．ノaponica（Siebold　et　Zucc．）H．0おashi　　ジャケツイバラ

Canavatia　lineata（Thunb，）DC．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハマナタマメ

Chamaecrista　nomame（Siebold）H．　Ohashi　　　　　　　　　　　　　　　　　　カワラケツメイ

Ciadrastis　ptatycarρa（Maxi皿．）旺ak　i　no　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フジキ，

（）ytiSttS　scoparius（L）Link　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　エニシダ

Desmodium　panicula　tum（L．）DC．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アレチヌスビトハギ

Dumasia　truncata　Siebold　et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノササゲ

Dunbaria　yillosa（Thunb．）Makino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノアズキ（ヒメクズ）

Gleditsia／aponica碓q．　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　サイカチ

Glycine　mex（L）Merr．　subsp，　sOja（Siebo　ld　et　Zucc．）H．　Ohashi　　　　　　　　　　　・ンノレマメ
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Hedysarum　yicioides　Turcz．　subsp．　japonicum（B．　Fedtsch．）B．　H．　Cho　i　et　H．　Ohash　i　　イワオウギ（タテヤマオウギ）

Hylodesmum　otdhamii（01iv．）H．　Ohashi　et　R．　R．　r，【i11　　　　　　　　　　　　　　　　フジカンゾウ

Hylodesmum　podocarpum　（DC、）　H．　Ohashi　＆　R．　R．　IIill　subsp．　fattex（Schindl．）　H．　Ohashi　＆　R．　R．　hli11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケヤブハギ

Hylodesmum　podocarpum（DC．）H．　Ohashi＆R．　R．　｝lill　subsp．　podocarpum　　　　　　マルバヌスビトハギ

Hylodesmum　podocarpum　（DC．）　H．　Ohashi　subsp．　oxyp’りyllum　（DC．）　H．　Ohashi　var．　oxyphyUum

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヌスビトハギ　　　　　　　’

Hアledesmum　podocarpum　（DC．）　H．　Ohashi　subsp．　oxyphyllum　（DC．）　H．　Ohash　i

　　var．　mandShuricum（hlaxi皿．）H．　Ohashi　et　R．　R，　Mill　　　　　　　　　　　　　　’ヤプハギ

Indigofera　decora　L　i　nd1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニワフジ

lndigofe　ra　pseudetinc　toria　Matsu皿．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コマツナギ

Kummerowia’stipulacea（h｛axiu）HakiΩO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マルバヤハズソウ

Kummerowia　striata（Thunb．）Schindl．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤハズソウ

LathyrttS／aponicus　Willd　subsp．ノaponiczas　　　　　　　・　　　　　　　　　　ハマエンドウ

エβ塊ソrus　palustris　L．　subsp．　pilosus（Cham）Hu　l　t6n　　　　　　　　　　　　　　　　エゾノレンリソウ

Lathyrus　pratensis　L．　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キバナノレンリソウ

inthyrttS　guinquenervittS（M　i　q．）Litv．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レンリソウ

Lespede2a　bicotor　TurCZ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマハギ

Lespedeza　cuneata（Du皿．　Cours．）G．　Don　var．　cuneata　　　　　　　　　　　．　　　　メドハギ

LeSpedeza　quneata（Du皿．　Cours．）G．　Don　var．　serpens（Nakai）Ohw　i　　　　　　　　　ハイメドハギ

Lespedeza　cyrtobotrya｝liq．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マルバハギ（ミヤマハギ）

LeSpedeza　pilosa（Thunb．）Siebold　et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネコハギ

Lespedeza　thunbergii　（DC．）Nakai　supsp．　thunbergii　　　　　　　　　　　　　　　ミヤギノハギ

Lespedeza　thunbergii（DC．）Naka　i　subsp．　patens（Nakai）H．　Ohashi　f．　patens　　　　　ケハギ

Lespedeza　thunbergii（DC．）　Nakai　subsp．　、ρatens　（Nakai）　H．　Ohashi　f．　sericea（｝la七sum．）　H．　Ohashi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タテヤマハギ

Lespedeza　tomentosa（Thunb．）Siebold　ex｝laxim．　　　　　　　　　　　　　　　　イヌハギ

Lotus　comiculatus　L，　va　r．　corniculatus　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　セイヨウミヤコグサ

Lotus　corniculatus　L　var．　japonicus　Regeエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤコグサ

Letus　peduncutatus　Cav．　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　ネビキミヤコグサ

Maacin’a　amurensis　Rupr．　et　llax抽．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イヌエンジュ

Medicago　iupulina　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コメツブウマゴヤシ

Medicag・o　polymorpha　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウマゴヤシ

Medicago　sativa　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　ムラサキウマゴヤシ

Melilotus　indicus（L）A11．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コシナガワハギ

Me”10∫硲q扉c∫παπ5（L．）Pal1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シナガワハギ

OXEytropis　japonica｝｛ax　im　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オヤマノ’エンドウ

Pueraria　lobata（willd）Oh冊i　　　・、　　　　　　　　　　　　　　　　クズ

Robinia　pseadeacacia　L・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハリエンジュ（ニセアカシヤ）

Senna　sρphera（L）Roxb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオバセンナ

Sesbania　exaltata（Raf．）Rydb．　ex　A、　W．　Hi11　　　　：’　　　　　　　　　　　　アメリカツノクサネム

Sophora　flavescens　Aiton　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クララ

Thermopsis　lupineides（L．）Link　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センダイハギ

Trijotium　campestre　Schreb．　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クスダマツメクサー

Trifolium　dubium　Sib士h．　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　コメツプツメクサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（コゴメツメクサ，キバナツメ．クサ）
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nザ01加‡励r’ぬ雁L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タチオランダゲンゲ（タチツメクサ）

Tr身foiiuin　incarnatam　L．　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベニバナツメクサ

Trifolium　pra　te　nse　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムラサキツメクサ（アカツメクサ）．

TnYolium　repens　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シロツメクサ（オランダゲンゲ）

vicia　amoena　Fisch．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツルフジバカマ

vicia　amurensis　Oett．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノハラクサフジ（コノハラクサフジ）

vicia・cracca　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クサフジ

Vicia　fauriei　Franch．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツガルフジ

vicia　bi「suta（L，）G「ay　　　　　＋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スズメノエンドゥ

vicia　lathyroides　L．　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　ヒナカラスノエンドウ

レ「icia　sativa　L．　var．　angustifotia（L．　ex　Re　ichard）Wahlenb．　　　　　　　　　”ヤハ7ぐエンドウ（カラスノエンドウ）

vicia　tetrasperma（L）Schreb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カスマグサ

vicia　uni’uga　IL　Braun　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　ナンテンハギ（フタバハギ）

Vicia　venosa　（Wi　l　l　d）　Maxiit　subsp．　cuspidata（Max　iロL）　y．　Endo　et　H．　Ohashi『var．　cuspidata　Haxi皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エビラフジ

vicia　vitlosa　Roth　subsp．　varia（Host）Corb．　　　　　　　　　　　　　　　　　ナヨクサフジ

Vicia　viltosa　Roth　subsp．　vitlosa　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　ビロードクサフジ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（シラゲクサフジ，ヘアリーベヅチ）

Vigna　angularis（Willd）Ohwi　et　H．　Ohashi　var．απ8μ1々心　　　　　　　　　　　　　・アズキ

Yigna　angularis（Willd）Ohwi　et　H．　Ohashi　var．　nippolrertsis（Ohwi）Ohwi　et｝L　Ohashiヤブッルアズキ

陶，，’。ガ。ribun、la（willd．）　DC．　．　　　　　　　　　　フジ

Oxalis　ac8to5elta　L．

Oxalis　articu’ata　Sav　iglly

Oxalis｛：ornicu’α如L．

Oxa∬f5　corymわosa　DC．

Oxatisノ’ontana　Bu皿ge

Oxalidaceae

Oxalis　8r拶’ゐf’　Edgew．　et　Hook．　f，　f．　gribbithii

力タバミ科

Oxalis　8r塀∫ゐfゴ　Edgew．　et　Hook．　f．　f．　rubr・解orα（難ak　ino）　Sugim

コミヤマカタバミ

イモカタバミ（フシネハナカタバミ）

カタバミ

ムラサキカタバミ

エゾタチカタバミ

ミヤマカタバミ（ヤマカタバミ）

ベニバナミヤマカタバミ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gerarliaceae　　　　　フウロソウ科

（｝eraniu砿carotinianum　L．

Geraniu雁eriostemon　Fisch．　var．　reinii（Franch．　et　Sav．）　｝｛axiu

Geranium　krameri　Franch．　et　Sav．

Geranium　nepalense　Sweet　subsp．　thunbergii　（Siebold　et　Zucc．）　H．　Hara

Geranium　PiLsillum　L．

Geranium　witfordii　MaximL

Geran　ia　nt　yesoense　Franch．　et　Sav、　var．　nipPonicum　Nakai

アメリカフウロ

グンナイフウロ’

タチフウロ

ゲンノショウコ　（フウロソウ）

チゴフウロ

ミツバフウロ（フシダカフウロ）

ハクサンフウロ（アカヌマフウロ）

ゐfηロ〃zmedium（Planch書）　Britton

Lihaceae アマ科

キバナノマッバニンジン

（キバナマツバナデシコ）

Aca｛ゆ加austra’直5　L．

Euphorbiaceae トウダイグサ科

エノキグサ
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Cha汀1α鰐cεhu〃zilfusa（Willd．　已x　Schltd1．）　Prokh．

Chロmaesyce　macula血：　（L．）　S皿all

Cん¢．所α質ソce　nutans　（Lag．）　S皿all

EUIフゐorわ∫αadenochlora　C．　Ho　rren　et　Decne．

Euphor七fαhe’ioscoρia　L．

EUPhorbia　’α5」『cαロ’α　Boiss・

Euphorbia　sieboldiana　C．　Horren　et　Decne．

Euphorbia　sinanensts（Hurus．）　T．　Kuros．　et　H．　Ohashi

EロP加r伽’egakusensis　Hayata

E昭めr痂融勉rπo1o田onda

ノレfalletusゴal）onicus　（Thunb．　ex　L．　f．）　｝1吐11．　A　rg

Mer‘urialiS　teio‘arpa　Siebold　et　Zucc．

Phyllanthus　leρialocarptzs　Sielold　et　Zucc．

Phy”α耐ゐ！rs・tenet’μ5　Roxb．

Phyl’anthus　ussur’ensis　Rupr．　ex　hfax　i皿．

Sapiun！ノaponicum（Siebold　et　Zucc．）　Pax　et　K．　Hoffm．

D角Pゐπψ起ソ」’um　macropod11M｝｛iq．

Dロphniphy互如π甚macropodum　Hiq．

ニシキソウ

コニシキソウ

オオニシキソウ

ノウルシ’

トウダイグサ

タカトウダイ

ナツトウダイ　　　　　　r

シナノタイゲキ

ハクサンタイゲキ（ミヤマノウルシ）

ヒメナツトウダイ（ヒメタイゲキ）

アカメガシワ

ヤマアイ

コミカンソウ

ナガエコミカンソウ（ブラジ加ミカンソウ）

ヒメミカンソウ（チ邑ウセンミカンソの

シラキ

　　　　DaphniPhyllaceae　ユズリハ科

var．　macropodum　　　　　　　　　　　　　　　　ユズリハ

var．　humile　（Maxim　ex　Franch．　et　Sav．）　K．　Rosentha1

エゾユズリハ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rutaceae　　　　　ミカン科

OriXa／aρonica　Thunb．

PheUodendron　amure祀εε　Rup　r．

Skimmiajaponica　Thunb．　var．　iaponica

Sla’mmia／aponica　Thunb．　var．　intermedia　Ko皿a　tsu　f・intermedia

Skt’mmia／aponica　Thunb．　var．　intermedia　Ko皿atsu　f．　repens　（Nakai）　H・Hara

Zanthoくylum　ai’arithoides　Siebold　et　Zucc．

Zanthoxy’umプinuriei（N8』｛a　i）　Ohw　i

Zanthorytum　piperitum　（L，）　DC．　f．」piperitum

Zαπ’ゐ｛）ay’ロ餌piperitum（L．）　DC．　f，　brevispinosum　MakiIlo

ZantbU）xy互um　schint701ium　Siebold　et　Zucc・

AilanthttS　altissima（Mi11．）　Sw　ingle

picrasma　quassioides　（D．　Don）Benn．

Simaroubaceae ニガキ科

コクサギ

キハダ（ヒ由ハノキハダ）

ミヤマシキミ

ウチダシツルシキミ

（ウチコミツルミヤマシキ．ミ，　カラフトシキミ）

ツルシキミ（ツルミヤマシキミ）

カラスザンショウ

コカラスザンショウ　　’

サンショウ

ヤマアサクラザンショウ

イヌザンショウ

ニワウルシ（シンジュ）

ニガキ

Toona　sinensis　（A．　Juss．）　M．　Roem

Meliaceae センダン科

チャンチン

Poリノ8α’a／apon　ica　Hou七t．

Polygalaceae ヒメハギ科

ヒメハギ

、
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

Coriaria／aponica　A．　G　ray

Co「iariaceae ドクウツギ科

ドクウツギ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Anacardiaceae

Rhus　amb’gua　LavaII，　ex　DiPP．

、Rhus／aりani‘a　L．　var．　chinens’s　Gi　i　l　1．）　T．　Yama宮，

Rhus　tr’‘’tocarpa　｝1【iq、

RhasΨerniCilfT皿α　Stokes

ウルシ科

ツタウルシ

ヌルデ・

ヤマウルシ

ウルシ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aceraceae　　　　カエデ科

Acer　amoenum　Car掩ere　var．　matsumurae（Koidz，）K．　Ogata　　　　　　　　　　　ヤマモミジ

Acer　argutum　Maxi皿．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アサノハカエデ

Acer　australe（hlomot．）Oh帆et　Momot．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナンゴクミネカエデ

Acer　capiuipes　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホソエカエデ（ホソェウTJI、ダ，アシポソウリノキ）

Acer　carpinifolium　Siebold　et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チドリノキ（ヤマシバカエデ）

Acer　cissijotium（Siebold　et　Zucc．）K．　Koch　　　　　　　　　　　　　・　　　　ミッデカエデ

Acer　crataegtYotium　Siebold　et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウリカエデ（メウ〃キ，メウリカエデ）

Acer　diabolicum　Blu田e　ex　K．　Koch　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カジカエデ（オニモミジ）

沼‘εr跳ウ’麗刑Siebold　et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒトツバカエデ（マルバカエデ）

Acer　ginnaia｝laxi皿．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラコギカエデ

Acerjaρonicum　Thunb．，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウチワカエデ

A・cer・micranthum　Siebold　et　Zucc，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コミネカエデ

Acer　nikOense　Maxi皿．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メグスリノキ

Acer　nipponicum　H．　Hara　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テツカエデ

Acerpic加m　Thunb．　subsp．　pictum　f．　ambiguum（Pax）H．　Ohashi　　　　　　　　　　オニイタヤ（ケイタヤ）

Acerpictum　Thunb．　s血bsp。　dissectum（Wesz）H．　Ohashi　f．　dissectum　　　　　　　　イタヤカエデ

Acer、pictum　Thunb．　subsl〕．　dissectum　（Wesit）　H．　Ohashi　f．　connivens　（G．　Nicholson）　H．　Ohashi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウラゲエンコウカエデ（ヤグ，励エデ）

Acer　pictum　Thunb．　subsp、　glaucum（Ko　i　dz．）H．　Ohashi　　　　　　　　　　　　　　ウラジロイタヤ（コハイタヤ）

Acer　pictum　Thunb．　subsp．　mayrii（Schwer．）H．　Ohash　i　　　　　　’　　　　．　　　アカイタヤ（ぺニイタヤ，アカメイタヤ）

Acer　pictum　Thunb．　subsp．　meno（Maxim．）H．　Ohashi　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゾイタヤ（エゾモミジィタヤ，スエヒロイタヤ）

Acer　pictum　Thunb．　subsp．　savatieri（Pax＞B．　Ohashi　　　　　　　　　　・　　　　イトマキイタヤ

オ‘宮rr頃πεr陀Siebold　et　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウリハダカエデ

Acer　siebotdianum　Miq．　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　コハウチワカエデ（イタヤメイゲツ）

Acer　tenuifotium（Koidz．）Ko　idz．　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　ヒナウチワカエデ

Acer　tschonoskii｝！ax　im　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　ミネカエデ

Acer　uintrunduense　Trautv．　e　t｝leyer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オガラバナ（ホザキカエデ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HipPoca．stanaceae　トチノキ科

ノiescutthcs　turbinata　B　l　ume　f．　tarbinata

Aescu互us　turbinata　B　l　ume　f．　pubescens　（Rehder）　Ohwi　ex　Yas，　Endo

トチノキ

ウラゲトチノキ・（ケトチノキ）

ルfetiesma　myriantha　Siebold　et　Zucc．

五4eliosma　tenuis　Maコ（illL

Sablaceae アワブキ科

アワブキ

ミヤマハハソ
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

∫加patiens　noli－tan8ere　L．

’m2ワatiens　textori　ll里iq．

Balsaminaceae ツリフネソウ科

キツリフネ

ツリフネソウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aquifo！iaceae　　　モチノキ科

Ilex　crenata　Thunb．　var．　paludosa　（Na1｛ai）　H．　Hara

Itex　geniculata　聞axiロL　var．8’abra　Okuyama

Ilex　integra　Thunb．

∬lex　leucocla｛ia　（Maxi皿．）　班ak　i　no

Ilex凧tacropoda　III三q．　f．　macropodα

ilex　macroρoda　h【iq．　f．　pseudomacropoda（Loes．）　H．　Hara

Ilex　nipponica　Hak　i　no

∬lex　peduncutosa　斯iq．

llex　rugosa　F．　Sch皿idt　var．　hondoe凪sis　T．　Yamaz．

∬lex　serrata　Thunb．

Ile　t　sugerokii　Max　im．

∬’eX　SU8「erOldi｝laX　im　　Var．　breyipedUnCUtata　（｝IaXi皿L）　S．　Y．　HU

∬’ex　×　makinoi　H．正｛ara

ハイイヌツゲ

オクノフウリンウメモドキ

モチノキ

ヒメモチ

アオハダ

ケナシアオハダ

ミヤマウメモドキ

ソヨゴ

ツルツゲ

ウメモドキ（オオバウメモドキ）

クロソヨゴ

アカミノイヌツゲ（ミヤマクロソヨゴ）

オオツルツゲ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Celastraceae　　　ニシキギ科

Ce　tαstrus　f　lage’laris　Rupr．　　　　　　　　　　　　層

Celastr・us　orbiculatus　Thunb．

Cε’astrus　orbiculatus　Thunb．　var．　str’8illostLs　（Nakai）　｝工ak　i　no

Euonymus　ala舩（Thunb．）Siebo玉d　f．　atatus

Euonymus　ata血rs（Thunl〕．）　Siebold　f．5’r’atus　（Thunb．）　Hakino

EuenynztLS　fortunei（Turcz．）　Hand．－Maz2．

EuonymttSゴaponiCt：s　Thunb．

EuonymttS　tanceolatttS　Yatabe

EubnymtLS　macropterus　Rup　r．

Euonymus　melananthus　Franch．　et　Sav．

EuonymttS　o．　yphyllttS　H　i　q．　var．　oxyphyltus

Euonymus　oxyphytttLS　］（iq．　var．　magnus　Honda

Euo理ンmus　P’anipes（Koehne）　Koehne

Euonymus　sieboldianus　B　lume　var．　sieboldianus

EuonymttS　siebo互dianus　Blume　var．　sangitinems　Nakai

Euon．ソMlts　tricロriワμ5　Koidz．

Tripteりigium　regetii　Sp　rague　e　t　Ta墨｛eda　f．　regelii

Trip　terygium　rege’ii　Sprague　et　Takeda　f．　hypoleu‘um　（Hayashi）　｝1．　Hara

イワウメヅル

ッルウメモドキ

オニツルウメモドキ（イヌツ助メモドキ）

ニシキギ

　　　　　ヘコマユミ

ッルマサキ

マサキ

ムラサキマユミ

ヒロハツリバナ

サワダツ（アオジクマユミ）

ツリバナ

エゾツリバナ

オオツリバナ

マユミ

カントウマユミ（ユモトマユミ）

クロツリバナ

クロヅル

ウラジロクロヅル

EuscaphiS　J’aponica　（Th11nb．）　Kan　i　tz

Staphylea　buma’da（Thunb．）　DC．

Staphyleaceae ミツバウツギ科

ゴンズイ

ミツバウツギ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Buxaceae

Bttxus　microphylla　Siebold　et　Zucc．　var．　mic「oPhylla

ッゲ科

ヒメツゲ

L
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新潟県植物目録［チェックリスト〕（予報）2005

BtLxus　microphytia　Siebold　et　Zucc．　var．ノaponica　G！U11．　Arg、　ex　Miq．）　Rehder　et　E．1工Wilson

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツゲ（アサマツゲ）

Pachysandra　terminalis　Siebold　e　t　Zucc．　　　　　　　　　　　　　　　　　　フッキソウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rhamnaceae

Beハchemia　tongeracemosa　Okuyama

Berche〃1ia　ra‘emosa　Siebold　et　Zucc．

Berchemie’la　bet℃hemia｛！folia（Mak三no）凹akai

HOi／eniaゴロ」ごis　Thtmb．

RhamntLS　costata　lIax　i凪

RbamnムtS‘ハgnata　Siebold　e七Zucc．

Rゐσ〃mus／apenica　Max　i　m　　var．　de‘ipiens　Maxi皿L

R1…a〃lnus／OPoni‘α　｝faxin　　var，ノOPoni‘α

クロウメモドキ科

ホナガクマヤナギ

クマヤナギ

ヨコグラノキ

ケンポナシ

クロカンバ

イソノキ

クロウメモドキ

エゾノクロウメモドキ（エゾク的メモドキ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vitaceae　　　　ブドウ科

Ampelopsis　brevipeduncutata（MaxiI店）Trautv．　var．　heterophylla（Thunb，）HL　Hara　　ノブドウ

Ampelopsis　brevipeduncutata　（Max　iur）　Trau　ttr．　var．　heterophylla（Thunb．）　H．　Ha　ra　f，　citrulloides　（Lebas）　Rehde士

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キレハノブドウ

Chiyrα”ロ痙ρoπ∫‘α（Thunb．）Gagnep．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤブカラシ（ビンボウカズラ）

Parthenocissus　tricuspidata（Siebold　e　t　Zucc．）Planch．　　　　　　　　　　　　　　ツタ（ナツヅタ）

uitis　amurensis　Rupr．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シラガブドウ

Vitis　coignetiae　Pullia七ex　Planch．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマブドウ

レ7治ガcシb∫fαBunge　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エビヅル

巧爵ガ躍05αThunb、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンカクヅル（ギョウジャノミズ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁碑iaceae

Co’‘horoρsis　tomentosa　（Thunb．）　Mak　i　no

Tilia］’aponica（M　i　q．）　S　i皿onk．

丁歪”a　meximowicz’ana　S｝Iiras．

Ti’ia　）くnoziricota　M　sa廿ti

シナノキ科

カラスノゴマ

シナノキ　　　　ー

オオバボダイジュ

ノジリポダイジュ

　　Malvaceae　　　　　’　　　　アオイ科
ノlbutiton　theophrasti（L．）　琵edik．

HibiSCttS　mutabilis　L．

Hibts‘Li5　trionum　L．

ノ吻Jvαmoschata　L．

Malya　neglecta　Wallr．

ルf召轟姐Eソ」5／esnゼ5　L．　var．　maur・itiana（L．）　BoiSS．

Siala　rhombifolia　L

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Thymelaeaceae　　ジンチョウゲ科

Daphne　miyabeana翌ak　i　no

Daphne、pseucio－melere＃nT　A．　Gray　s　ubsp．ノezoensis　（bfax　i　m．）　Ha皿aya

Edg「eworthia　ch弓tsantha　L　i　nd1．

イチビ（キリァサ，ゴザイバ）

フヨウ

ギンセンカ

ジヤコウアオイ

ゼニバアオイ

ゼニアオイ・

キンゴジカ

カラスシキミ

ナニワズ（エゾナニワズ）

ミツ・マタ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　Elaeagnaceae　　グミ’科

Elaea8』nus　glat）ra　Thunb．

E’aqagnusη1αc脚雇ソlla　Thunb．

E’aeagnus’祀uttl：f70ra　Thunb．　var．　muttllflora

E’aeagnus　mu’垣ノ70ra　Thunb．　var．　hortensis　Glax　h1L）　Servett．

E’aeagnus　umbetlata　Thunb．

ツルグミ

マルバグミ（オオバグミ）

ナツグミ（ホソバナツグミ）

トウグミ（ツクシグミ）

アキグミ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Flacouniaceae　　イイギリ科

ldesia　polycarpa　Llax　iur　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　イイギリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Violaceae　　　　　スミレ科

Viola　acaminata　Ledeb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゾノタチツボスミレ

Yiola　awagatakensis　T．　Ya皿az．，1．　I　to　et　Ageishi　　　　　　　　　　　　　　　アワガタケスミレ

Yiola　betonici70tia　Sm　va・r．　albescens（Naka　i）F．　Ilaek．　et　T．　Hashim　　　　　　　　アリアケスミレ

viola　bzveora　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キバナノコマノツメ

viola　blandbeformis　Nakai　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウスバスミレ

Viola　brevistiputata（Franch．　et　Sav．）W．　Becker　var．　breviStipulata　　　　　　　　　オオバキスミレ

レ「iola　brevistiputata（Franch．　et　Sav．）　W．　Becker　var．　la’shidねi（Nakai）　F．｝laek，　et　T．　Hashim．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナェバキスミレ

Viola　chaerophyltoides（Rege　1）W．　Becke　r　var．　siebotdiana（Maxin）Mak　i　no　　　　　　ヒゴスミレ

レ「iola　confttsa　Cha皿P．　ex　Benth．　subsp．　nagasaldensis　（W．　Becker）　F．閲aek．　et　T．　Hashi皿L

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメスミレ

レ「iola　crassa　 Mak　i：ユ0

レ「iOta　eizanensis　（Ma1｛ino）　Maユ｛il10

レ’iolaノ「aurieana　W．　Becke　r

レtiotαgrayi　Franch．　et　Sav．

Vio’a・grypoceras　A．　Gray　var．　grypoceras

レ’iola　9／ypoceras　A．　Gray　va　r．　rhiiomata（Nakai）　Ohwi

レ’iola　i｛〕ndoensis　W．　Bec1｛er　et　H．　Boissieu

レtiola　huttenii　W．　Becker

Viola／aponi‘a　Langsd．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　、

レ「iola舵」5舵’　1㌔liq．

レ「’o’α」ha雪anoana　1」lakino

レtiola　langsdoiV7i　F　isch．　subsp．　sacha’ine祀sis　W≧Becker

レ’iela　mandshurica　Wl　Becker　f．　mand3hurica　．

レ「iela〃tandlShurica　W．　Becke　r　f．‘rassa（Tatew．）　E｝｛aek．

レ’iola　obtusa　（Mak　ino）　Makino

Viola　patrinii　D〔；．　ex　Ging．

レ’iola　pha　lt‡crocarpa　Max　i皿．

レ「io’αr『ossii　He皿s1．

Viola　rostrata　Pursh　va］∴∫叩o｝…i‘a（W．　Becker　et　H。　Bo　i串sieu）　Ohw　i　f．ノaponica

タカネスミレ

4イザンス．ミレ（エゾスミレ）

テリハタチツボスミレ

イソスミレ（セナミスミレ）

タチツボスミレ

ツルタチッボスミレ

アオイスミレ

チシマウスバスミレ（ケウス欺ミの

コスミレ　　・　　　　　一

マルバスミレ（ケマルバスミレ）

オオタチツボスミレ

オオバタチツボスミレ

スミレ

アナマスミレ

ニオイタチツボスミレ

シロスミレ（シロバナスミレ）

アカネスミレ

アケボノスミレ

ナガハシスミレ

Vio’a　rostrata　Pursh　var，」叩oπ∫cα（W．　Becker　et　且　　Bo　issieu）　Ohw　i　f．　albt70ra　Y．　Ueno

Viota　setkirldi　Pursh

．レ’iola　sieboldii　｝laxim」

Viola　tokubuchiana　Mak　i　no　va］r．　tahedana　（Mak　i　no）　R　hTaek．

シラユキナガtXシスミレ

ミヤマスミレ

フモトスミレ

ヒナスミレ（アラゲスミレ，イ効タケスミU）
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

1ノ「io’a　vagitra　ta　llaxim．

Vio’a・verecuncia　A．　Gray　var．　verecunda

lノ「io’aソerecanda　A．　Gray　var．　fガbril’osa（W．　Becker）　Ohwi

l40互a・vere‘unda　A．　Gray　var．　semilunaris］laxiu

レ了o’aviolacea　bfak　ino　va　r．　リiolacea

レ「iola　violacea　輩aki自o　Ψar，　main’noi（H．　Boissieu）　Hiya皿a

レノ’io’a　J／edoensis　 丑Ial｛ino

J／iola　j／ezoensis　 ｝faxiIIL

5∫αd亀ソurus　Praecox　Siebold　et　Zucc．

Stachyuras、ρraecox　Siebold　et　Zucc．

Elatine　triandra　Schk．

Stachyuraceae　　キブシ科

var・praecex

va　r．　teucotrichus　Hayashi

ElatinaCeae　　　　ミゾハコベ科

スミレサイシン

ツボスミレ

ミヤマツボスミレ

アギスミレ

シハイスミレ

マキノスミレ

ノジスミレ

ヒカゲスミレ（エゾコスミレ）

キブシ

ケキブシ

ミゾハコベ

Begonia　grandis　Dryand．

BegORiaceae シュウカイドウ科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cucurbitaceae　　ウリ科

A‘tinostemma　tenerum　Griff．

Gynostemma　pentaphyUa（Thunb．）　Makino　・

S‘hizopepon　biyeniaefotius　Haxi皿．

S丘cyos　angu’atus　L．

Trichosanthes　cucumeroides（Ser．）　］laxi皿．　ex　Franch．　et　SaΨ．

Tri‘hosanthes　kir”ow’i　Maxim、　var．）’aponたa　（Miq．）　Kita皿．

Zebne「iaゴalフo犀’cα（Thunb．）　H．　Y．　Liu

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lythraceae

Ammannia‘occ’nea　Rottb．

！4曜〃tαnnia　multtlflora　Roxb．

加8εノ’str‘eemia’ndica　L．

［｛ソthru雁anceps　（Koehne）　Makino

Lythrum　hyss〔4PtYolia　L．

Lythru〃1　sa”‘aria　L．

∫ヒo比z血indi‘a（Wi　l　Id．）　Koe｝me　var．　utiginosa（且liq．）　Koehne

Rotala　pus’lla　Tulasne

ミソハギ科

シュウカイドウ

ゴキヅル（モミ朔ゴキヅル，ツタパゴキヅル）

アマチャヅル

ミヤマニガウリ

ァレチウリ

カラスウリ

（クマズサ，　マルミノカラスウTJ　，ホソミノカラスウリ）

キカラスウリ

スズメウリ

ホソバヒメミソハギ

ヒメミソハギ

サルスベリ

ミソハギ

コメバミソハギ

エゾミソハギ

キカシグサ

ミズマツバ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁rapaceae

Trapa　incisa　Sieboユd　et　Zucc．

コ｝apa／aponica　F工erow

Trapa　natans　L．　var．」pumita　Nakano　ex　Verdc．

Trapa　nata凪s　L．　var．　guadrispinosa　（Roxb．）　Mald　no

ヒシ科

ヒメビシ

ヒシ（イボビシ）

コオニビシ

オニビシ（メビシ）
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新潟県植物目録〔チェックリスト］（予報）2005

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Onagraceae　　　アカバナ科

Chamerion　angustifolium（L．）Ho　lub　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤナギラン

Circaea　atpina　L　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマタニタデ

Circaea　cordata　Royle　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウシタキソウ

Circaea　erubescens　Franch．　et　Sav，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タニタデ“

circaea　mollis　Siebold　et　Zucc．　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　ミズタマソウ

Epilobiurn　amurense　Hausskn．　subsp．　amurense　　　　　　　　　　　　　　’　　ケゴンアカバナ

Epil・bium　amurense　Hausskn．’ 唐浮b唐吹Bα脚’・stigma（Hausskn．）C．　J．　Chen，　H。ch　et　Raven

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イワアカバナ（ケナシイワアガバナ）

Epiiobium　anagalidibolium　La皿．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アシボソアカバナ

Epilobiumfauriei　H．　L　6v．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメアカバナ

Epilobium　hirsutum　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオアカバナ

EpilobiUiit　hornεmannii　Rchb．　　　　　　　”　　　　　　　　　ミヤマアカバナI

Epilobium　JαC∫算o川加Hausskn．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シロウマァカバナ

Epilobium　montanum　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　エゾアカバナ

Eρitobium　pyrrichotophum　Franch．　et　Sav．　var．　pyrrichelophum　　　　　　　　　　　アカバナ

Epilobium　pyrrichelopham　Franch．　et　Sav．　var．　curvatopilosum　H』ara　　　　　　　ムッァカバナ

Lu‘i，s，igia　epilobioides｝laxia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チョウジタデ

Luci”，igia　ovaiis　Il　iq．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミズユキノシタ

Oenothera　biennis　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メマツヨイグサ

Oenothera　glazioviana｝liche　l　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’オオマッヨイグサ

Oenothera　laciniata　Hi11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コマツヨイグサ

Oenotbera　rosea　L’Hξr．　ex　Aiton　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウゲショウ（アカバナユウゲショウ）

Oenothera　stricta　Ledeb．　ex　L　ink　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　マッヨイグサ

　　　　　　　　　　●

i／aloragis　micrantha　（Thunb．）　R．　Br．

ルゴンr∫qp塵ソllum　oguraense　l｛iki

ル歪yr∫qp左ソllu〃1　spicatum　L．

ル砂r’ophyllum　u∬uriense（Rege　l）　Haxi皿．

丑砂r∫qρ血ソllum　verticillatum　L．

Haloragaceae アリノトウグサ科

アリノトウグサ

オグラノフサモ

ホザキノフサモ

タチモ

フサモ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Theligonaceae

Titeligonum／ap・nicum　Okubo　et｝！akino

ヤマトグサ科

ヤマトグサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Alangiaceae　　ウリノキ科

Alangium　pta　tanifotiurn（S　iebold　et　Zucc．）　Harms　var．　tritobum　（llf　iq．）　Ohw　i　f．　trilobum

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウリノキ

Alangium、platanヴjotium（S　iebold　et　Zucc．）　Harms　var．　tritobum（hliq．）　Ohwi　f．　velutinum（Nakai）　T．　B，　Lee

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビロードウリノキ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cornaceae　　　　　ミズキ科

Aucubaiaponica　Thunb．　var，並ρoπ’c“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アオキ

Aucubaiaponica　Thunb．　var．　borealis｝Eiyabe　et　Kud6　　　　　　　　　　　　　　　ヒメァオキ1

Benthamidia／aponica（Siebold　et　Zttcc．）H．　Hara　　　　　　　　’　　　　　　ヤマボウシ

Chamaepericlymenum　canadense（L，）Asch．　et　G　raebn．　　　　　　　　　　　　　　ゴゼンタチバナ
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新：潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

Helwingia／oponica　（Thunb．）　F．　D　i　etr．

Swida‘o雄o昭rsa（Hems1．）Sojtik

S，vida〃拓【crqp轟ソlla（Wa　11．）　Soj6k

ハナイカダ

ミズキ

クマノミズキ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Araliaceae　　　　ウコギ科

ノ｛「a’ia　coralata　Thunb．

Ara’iaε’ata　（M　iq．）　Seem．　f．　e’ata

／lratia　e∬ata（Hiq．）　SeenL　f．　sabinermis（Ohwi）　Jotani

／lralia　glabra　MatSU皿．

Eleuthero‘o‘cus　diりari‘atus（S　iebold　et　Zucc．）　S．　Y．　Hu

EleutlterococctLs　innoレans（Siebold　et　Zucc．）　H．　Ohba

Eteuther・oσoc‘us　sciadophyUoides　（Franch．　et　Sav．）　H．　Ohashi

E’eutherococcus　sieboldianttS（Mak　i　no）　Ko　i　dz．

Eleuthero‘oc‘us　spinOStLS（L．　f．）　S．　Y．　Hu

Fats互ロノaponica（Thunb．）　Decne．　et　P　l　anch．

月「edera　rhombea（皿iq．）　Bean

1ぐbJqpα㍑o北septem’obus　（Thunb．）　1｛o　idz．

Olフ互opanaM／aponicus　（酊akai）　Naka　i

PanaじノaponiCtLS　C．　A．　Mey．

ウド

タラノキ

メダラ

ミヤマウド

ケヤマウコギ（オニウコギ）

タカノツメ（イモノキ）

コシアブラ

ヒメウコギ

ヤマウコギ

ヤツデ

キヅタ（フユヅタ）

ハリギリ（センノキ，ミヤコダラ）

ハリブキ

トチバニンジン（チクセツニンジン）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Umbelliferae　　　セリ科

Aegoρedium　alpestre　Ledeb、　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゾボウフウ

Angetica　acutitoba（Siebo　ld　et　Zucc．）Kitag．　subsp．　acutitoba　　　　　　　　　トウキ

Angetica　acutiloba　（S　iebold　et　Zucc．）Kitag．　subsp．　iwatensis（Kitag．）Kitag．　　　ミヤマトウキ（ナンブトウキ）

Angelica　decursiva（Miq．）Franch．　et　Sav．　　　　　　　　　　　　　　．　　　　ノダケ

Angetica　edulis｝liyabe　ex　Y．　Yabe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’アマニュウ（マルバェゾニュウ）

An8etica　genuflexa　Nutt．　ex　Torr．　et　A　Gray　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオバセンキュウ（エゾオオバセンキュウ）

Angelica　polymorpha　Maxin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シラネセンキュウ（スズカゼ、リ）

Angelica　pubescens　Max　i　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シシウド（ウドタラシ）

Angetica　sachalinensis　Max　im　var．　gtabra（Ko　idz．）T．　Yamaz．　　　　　　　　　　　　ミチノクヨロイグサ（ケナシミやシシウド）

Angetica　ursina（Rup　r．）Maxi皿．　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　エゾニュウ

Anthriscus　sylvestris（L．）Hoffm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャク（コジャク，コシャク）

Bupleurum　longeradiatum　Turcz．　subsp．　sachaline’nse（F．　Schmidt）　Kitag．　var．　elatiiLs　Kitag．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホタルサイコ

Bupteurum　nipρenicum　Koso－Pe1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハクサンサイコ

（：entetta　asiatica（L．）Urb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツボクサ

Chamaele　decumbens（Thunb．）Makino　　　　　　　　－　’　　　　　　　　セントウソウ

Cicuta　1／irosa　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドクゼリ

Cnidium／aponicum｝fiq．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハマゼリ

Coεloplεur＃m〃muttisectum（Maxim．）Kitag．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマゼンゴ

Coniosetinum，f71icinum（H．　Wo　l　f　f）H．　Hara　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　ミヤマセンキュウ

Cryptotaenia／aponica　Has　sk，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミツ1’ミ

DaucuS　carota　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノラニンジン（ニンジン）

Dystaenia　ibain’ensts（Y．　Yabe）Kitag．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セリモドキ（タニセリモドキ）

Gtehnia　littoralis　F．　Sch皿idt　ex　Hiq．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハマボウフウ

Heracteum　spltOndylium　L．　subsp．　montanum（Sch　leich．　ex　Gaudin）Briq．　　　　　オオハナウド
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

Hydt・ocoちノ’εmarit缶na　Honda　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Hydroceちノle　rα鷹解orα　Max　inL

Hydroco｛ソ∬εsibthorpioiales　La皿．

Hydrocotyte　yabei　｝五a］くino

Libanetis　cα・ea凪a　（H．　Wolff）　Kitag．　f．　coreaua

LibanottS　corεana（H．　Wolff）　Kitag．　f．　ugoens　is（Ko　idz．）　Kitag．

Oenanthe∫avanica　（Blu皿e）　DC．

Osmorhiza　aristdta（Thunb．）　Rydb．　var．　ariStata

Osmorh　iza　aristata　（Thunb．）　Rydb．　var．　montana　hIak　i　no

Osteri‘tim　sieわo’dii　Gl　iq．）　Naka　i

Peucedanum　multiりittatum　Haxi∬L

」Peuceclσnum　terebinthctCeum　（Fisch．　ex　Trevir．）　Fisch．　ex　Turcz．

P’eurospermum　cロ〃tts‘血ヱticum　Hoffm．

P∫er乃qρε1姓’um　tanakae（Franch．　e　t　Sav．）Han（L－Hazz．

Sanicu’a・chinensis　B皿ge

Sium　siSarum　L．

Siu〃15即vε　Walt¢r　subsp．　nipPonicum　（阿axi皿．）　H．　Hara．

Spur・iopimpinetla‘aly‘ina　（HaxiIIL）　1｛itag．

Spuriopimpine’互αkc｝reana　（Y．　Yab　e）　Kitag．

Titingia　q／anensis　Rege　l

Ti’∫㎎∫α1の’opetat直G旺axi皿L）　Kitag．

Ti’ingia　tachireei（Franch．　et　Sav．）　Kitag．

TOi・ilis／aponたα　（Houtt．）　DC．

Tori’三s　5‘abra（Thuロb．）　DC．

ノチドメ

オオチドメ

チドメグサ

ヒメチドメ（ミヤマチドメ）

イブキボウフウ

ハマイブキボウフウ

セリ

ヤブニンジン

ミヤマヤブニンジン

オナガヤブニンジン

ヤマゼリ

ハクサンボウフウ

カワラボウフウ

（シラカワボウフウ，ヤマニンジン）

オオカサモチ（オニカサモチ）

イワセントウソウ

ウマノミッバ

ムカゴニンジン

ヌマゼリ（サワゼリ）

カノツメソウ（ダケゼリ）

ヒカゲミツバ

　　　　N　　　　　　　　し1コシラ不ニンソン

イプキゼリモドキ（イブキゼリ〉

ミヤマウイキュウ（イワウイキュウ）

ヤプジラミ1

オヤブジラミ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Diapensiaceae　　イワウメ科

Diapensia　lappo祀ica　L．　subsp．　obovata（F．　Sch皿idt）Hultξn

Schizocedon”fc⑳正’雌　1旺a｝【im」

Schizocodon　soldanelloiales　Siebold　e　t　Zucc．　var．　soldaneUoides　f．　sotcianelleides

Sch　izecodon　so’dαnelloides　Sie1〕old　et　Zucc．　var．　sold己nelloides　f．　aipintts　｝laxiar

Schizocodon　soldご屈eltoidεs　Siebold　et　Zucc．　var．50’danetloides　f．　leucanthus　H．　Hara

Schizocodon　solcianelleides　Siebold　et　Zucc，　var．　magnus（Mak　ino）　H．　Hara

Shortia　unifora　（｝｛ax　i　nL）　Max　i凪　　var．π泥卯orσ

イワウメ

ヒメイワカガミ

イワカガミ

コイワカガミ

シロバナイワカガミ

オオイワカガミ

オオイワウチワ

Clethra　barりinerりis　Siebold　et　Zucc．

Clethraceae リヨウブ科

リョウブ

Ch　im　aphila／apon　ica　Miq．

ルlono血’opa　hypoρitys　L．

ルfonotroρa　uni　ora　L．

ルfonetropastrumゐロ濯πe（D．　Don）　H．　Hara

1「yro’αalpina　Andres

Pyrolaceae イチヤクソウ科

ウメガサソウ

シ苧クジョウソウ

ギンリョウソウモドキ

（アキノギンリョウソウ）

ギンリョウソウ

コバノイチヤクソウ
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Pyro’aα3σr加1’α　Michx．　subsp．　incarnata　（DC．）　Haber　et　H　ideki　Takah．

Pyrolajoponica　Klenze　ex　Alef、　var．ノaponica

・Rソrota／Oponica　Klenze　ex　Alef，　var．5μ∂卯4ソ’ta（Maxiu）　Andres

P．ソrola　nephroph．ソt’a　（Andres）　Andres

ベニバナイチヤクソウ

イチヤクソウ

ヒトッバイチヤクソウ

マルバノイチヤクシウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ericaceae　　　　ツツジ科

　ノ1　ndrom　eda　pol身1わlia　L．

　！嶺ノ℃terica　nana　（』Iaxim．）　Ma1｛ino

　／lrctous　alpinus　（L．）　Nied．　var．ノalワonic凪s　（Nakai）　Ohw　i

　Cassiope　4ソcopod’oides　（Pa　11．）　D．　Don

Ctadothamnus　bracteatas（Max　i皿．）T．　Ya田az．

　E’liottia　paniculata　（SieboId　et　Zucc．）　Benth．　et　Hook．

E・kianthus・ampanul・tus　（tiliq．）G翫h。1s。n　va・．・ampanut燃

Enkianthus　campanutatus（｝Iiq．）　G．　Nicholson　var．　pa’ibinii（Craib）　Bean

EnkianthtLS　subsessi砿∫GIiq．）　Mak　ino

Epigaea　asi直tica　｝lax　im

Gaultheria　adenothrix　（｝f　iq．）　Maxim．

Gaultheria／aponica（A．｛｝ray）　Sleu皿er

Gaultheria　miguetiana　Takeda

／7arrimaneUa　stelleriana　（Pall．）　Coville

」L｛∋ucot／boe　8・rayana　 lrIaコくi皿．

Leucothoε　grayana　Bfaxim　var．81α伽K。田atsu　ex　Nakai　　　　　　・

Leucothoe　grayana　］laxi皿，　var，　hypo’euca　Nal｛a　i

ムoiselεuria　Precu冊zbens（L．）　Desv．

Lyonia　ova’tTelia　（Wa　11．）　Drude　var．｛elliptica　（S　i　ebold　e七　Zucc．）　Hand－Hazz．

ノlfenziesia那ロ’∫卵orα｝Iaxim　 f．　brevi‘alyx　H　iya皿a

Menziesia所μ1∫扱）ra　Max　i皿．　f．〃1μ”醇orσ

Meneiesia　pentandra　Maxi皿．

Phyt’odoce　aleuti‘a　（Spreng．）　A．　Heller

Ph）ノ”odoce　nipponicα　班al｛ino

Phyltodσce　×aipina　Ko　i　dz，

Rhododendronα’brechtii　｝laxi田．　f．　atbrechtii

Rhododendron　albrechtii　Maxi正L　f．　hypoleucum　（Honda）　H．　Hara

Rhododendron　aur召um　Georgi

1言hododendron　bra‘1≒ソcarjワu〃；　D．　D　on　ex　G．　Don　f．δrασ々ソcarpu〃z

RhodOdendron　brachycarpum　D．　Don　ex｛｝，　DoII　f、プ’auriae（Franch．）　Murata

Rhodedendron　degron’anum　Carri～…re　s　ubsp．　degronianum

Rhododendro／1ゴaponohepta耐lerum　K　i　tam．　var．　hondeense（Nakai）　Kita凪

Rhod（）dendron／al）onicum（、A．　G　ray）　Suringar　f．ノaponicum

Rhododendren／aponicu〃z（A．¢ray）　Suringar　f　8’αμcqp准ソ’！麗肛（Nakai）　H．　Hara

・Rhedodendroit舵’skei　M　i　q．

Rhodedendron　tag｛）pus　Nakai　var．　niphophitu〃；（T．　Yanlaz．）　T．　Ya皿az．

Rhedoclendron吻pon’cum｝latsu皿．

R加dedendron　obtusum（L三nd1．）　Planch．　var．　haempferi・（Planch．）　E．　H．　Wilson

ヒメシャクナゲ

コメバツガザクラ

ウラシマツツジ

イワヒゲ

ミヤマホツツジ

ホツツジ

サラサドウダン

ベニサラサドウダン

アブラツツジ

イワナシ

ァカモノ

ハリガネカズラ

シラタマノキ

ジムカデ

ハナヒリノキ．

ヒロハハナヒリノキ

ウラジロハナヒリノキ

ミネズオウ

ネジキ

アズマツリガネッッジ

ウラジロヨウラク（ガクウラジロヨウラク）

コヨウラクツツジ

アオノツガザクラ

ツガザクラ

オオツガザクラ

（コツガザクラ，シロウマツガザクラ）

ムラサキヤシオッッジ

ウラジロミヤマツツジ

（コシノハナヒリノキ）

キバナシャクナゲ

ハクサンシャクナゲ

ケナシハクサンシャクナゲ

アズマシャクナゲ

ホンシャクナゲ

レンゲツツジ

ウラジロレンゲツツジ

ヒカゲツツジ

ユキグニミツバツツジ

オオバツツジ

ヤマツツジ
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Rhododendr』0πsemibar・bat【U刀1　｝Iaxi皿

R1…OdOd¢ndrOn　tSChOnOSIdi　MaX　im．　Var．　tSChOnOSIゴ’

Rhododendron・tsChonoskii　Haxi凪var．　tetramerum（Makino）K。matsu

Rhododendron　tschonoskii　Haxi皿．　var．　trinerソε　（Franch．　ex　H．　Boissieu）　｝｛akino

Rhodod「endro／1　iyadanum　Makino

レtac‘i皿ium　hirtum　Thunb，　var．　ltirtum

レヒlcciniu）n　hir’μ配　Thunb，　var．　pubescens　（Ko　idz．）　T．　Yamaz．

Vac（：iniu〃！ゴaponicum　Hiq．

Va‘‘inium　o∬dhat祀ii　｝l　i　q．　f．　oldhamii

Vac‘inium　o∬dhamii｝Iiq．　f．8’αμb麗配Hiya皿a

レねc‘inium　oソα正脈）tium　S皿

Vaccinium　oxycoccus　L

レ「accinium　shムkOkianum　Nakai

Va‘cinium・s〃za’”f　A．　Gray

レta‘cinium　uli8ゼnosum　L．　Ψar．ノaponi‘um　T，　Yamaz．

Va‘cf融鷹吻’5－idaea　L，

1ノ’accinium囑ソatabei　！1｛al｛ino

バイカツツジ

コメツツジ

チョウジコメツツジ

オオコメツツジ

トウゴクミツバツツジ

コウスノキ（カクミIXノキ，コバウスノキ）

ウスノキ

アクシバ

ナツハゼ

ウラジロナツハゼ

クロウスゴ

ッルコケモモ

マルバウスゴ

オオバスノキ

クロマメノキ

コケモモ

ヒメウスノキ（アオジクスノキ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Empetraceae

Empetrum　nigrum　L．　var．ノap　onicum　K．　Koch

ガンコウラン科

ガンコウラン

〆正rdisia　crispa（Thunb．）　DC．

Ardisia／aponi（：a　（Thunb．）　BIume

Myrsinaceae ヤブコウジ科

カラタチバナ

ヤプコウジ（ヤマタチバナ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Primulaceae　　　サクラソウ科

Anagallis　arレensis　L．　f．　arvensis

GlaiLX　maritima　L．　var．　obtustYolia　Fem．

Lysimachia　acroadenia　Max　i　nL

Lysimachia　clethroides　Duby

LJ／simachiaノ’ortunei　Maxi凪

Lysimachiaiaponica　Thunb．

Lysimachia〃mauritiana　La皿．

Lysimac、hia　nummularia　L．

身5∫配αC痂吻r頭orαL．

Lysimachia　vulgaris　L　var．　davurica（Ledeb．）R．　Knuth

Lysimachia　x　pilophora　（Honda）　Honda

Primula　cunetYolia　Ledeb．　Ψar．　hakusanensis　（F　ranch．）　塾lakino

P「imula／ap　onica　A．　Gray

Primula／esoana　Hiq．

Primula　modesta　Bisset　et　s．｝loore　　　　　　　　　　　　　　　　・

Primula　nipponica　Yatabe

3α椛o伽Pα【肋r麗5Rafin．

Trientalis　europaea　L

Trientatis　europaea　L．　var．　arctica　（Fisch．）　Ledeb．

アカバナルリハコ．べ（ベコけルリ1、コペ）

ウミミドリ（シオマツバ）

ギンレイカ（ミヤマタゴボウ）

オカトラノオ

ヌマトラノオ

コナスビ

ハマボツス

コバンコナスビ（ヨウシュコナスビ）

ヤナギトラノオ

クサレダマ（イオウソウ）

イヌヌマトラノオ

ハクサンコザクラ

クリンソウ

ォオサクラソウ

ユキワリソウ

ヒナザクラ

ハイハマボッス

ッマトリソウ

コツマトリソウ
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D’05∫ツrα吻哲Thunb．

Dloミρソros　hala’Thunb．

Diesp．アro5’otu3　L．

　　　　　　　　　　Ebenaceae

va　r．　kOld

var．　sytvestris　Hakino

カキノキ科

カキノキ（カキ）

ヤマガキ

マメガキ（シナノガキ）

5「tyt「exゴaponica　Siebold　e七Zucc．

Sりirax　obロssia　Siebo工d　et　Zucc．

Styracaceae エゴノキ科

エゴノキ

ハクウンボク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Symp10Gaceae　　ハイノキ科

Symp　lo　cos　chinensis（Lour．）　Druce　var．　tettcecarpa（Nalcai）　Ohwi　f．　pilesa（Naka　i）　Ohw　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サワフタギ

Symplocos　coreano（H、　L6v．）Ohw　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タンナサワフタギ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　01eaceae　　　　　モクセイ科

Fraxinus　a」ワertisguamifera　H．　Ha　ra

Fraxinus／aponi｛：a　Blume　ex　K．　Koch　f，ノapon　icd

FraA　intts／aponica　B　l　ume　ex　K．　Koch　f．　stenocarpa〈Ko三dz．）　T．　Ya皿az．

Fraxinus　lanilginosa　Ko　i　dz．　f．　lbnuginosa

」Fr‘直xinlLS’anug’nesa　Ko　i　dz．　f．　serrata（聾akai）　冠翌ra重a

Fraxinus’o㎎’CUSIワis　Siebold　et　Zucc．

Fra珈us・mani・tShurica　Rupr．　var．加o刀∫‘a飛axim．

Frc　cinus　siebotとiiana　Blu皿e

Ligust「u〃t／aponi‘麗儒　Thunb．

Ligustru〃t　oわ∫1二3承）tium　Siebold　et　Zucc．

Ligustru〃；oりal亨jelium　Hass1｛．　f．　ova’ijo∬ium

LigUSカ‘ロ拠oソa’蜘距μ〃z　Hassk　 f．・ゐε’εrqρ砂∬ロ〃1（B玉un工e）　Murata

Lig皿∫かμ皿」tSchonosldi　D巳cne．　f．’5‘honesldi

ムigiLstrum　tsckenosla’i　Deごne．　f．8励螂‘薦（K。idz．）Murata

Osmanthas　heteroρhyi血ts（G．　Don）P，　S．　Grεen

Syringa　retil　uihta〈…｝熱距e＞難ara

ミヤマアオダモ

トネリコ（タモ，サトトネリコ）

デワノトネリコ（デワトネリコ）

ケアオダモ

（アラゲアオダモ，　了オダモ，　コパノトネIJコ）

アオダモ（コバノトネリコ）

ヤマトアオダモ（オオトネリコ）

ヤチダモ

マルバアオダモ

ネズミモチ

イボタノキ

オオバイボタ

ケオオバイボタ

ミヤマイボタ

エゾイボタ

ヒイラギ

ハシドイ

ルf’trasacme’ndica㌍igh士

Mitrasa‘me　pygmaea　R．　B　r．

1－9§aRla¢6ae マチン科

ヒメナエ

アイナエ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ge瞬a照ceae　　　リンドウ科

Centaurium　tenui　orum（Hoff田arms．　et　Link）　Fritsch

Gentiana　algida　Pa　11．

Gentiaua　main’noi　Kusn．

Gentiana　nipponi‘a　Max　inL　va　r．　nipponica

Gentiana　nipponica　MaxinL　var．　robusta　H．　Hara

Gentiana　scabra　Bunge　var．　bμergeri（Miq．）　Maxi皿t　ex　Franch．　et　Sav．

Gentiana　thunbergii（G．　D。n）Gr　i　seb．　var．　thunbergii

Gentiana　thunberg’f（G．　Don）Griseb，　var．　minor　l，lax　im．

ハナハマセンブリ

トウ’
сNリンドウ

オヤマリンドゥ

ミヤマリンドウ

イイデリンドウ

リンドウ

ハルリンドウ

タテヤマリンドウ
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Gεπ∫∫ご㎎tr身70ra　Pal1．　var．ノaponica（Kusn．）　H．　Hara　f．ノaponica

Gentiana　trtnora　Pal1・　var．ノaponica（Kusn．）　H．　Hara　f．　mentana（H．　Hara）　Toyok．

Gentiana　zollinger・i　Fawc．

Hatenia　corn’cu’ata（L．）　Corna2

PterygO（：atyx　volubilis　 Ilaxi】皿■

Swertia　bimaculata（Siebold　et　Zucc．）　Hook　f．　et　Tho皿son　ex　C．　B．　Clarke

SM／ertia／aponica（Schu　l　t．）　Hald　no

Swertia．Pe同lnnts　L．　subsp．　CUSI）idata（Maxim．）　H．　Hara・

Swertia　tosaens」Zs　｝！ak　i　no

Tript¢rospermu〃1　tr’ne月vium　（Thunb．）　H．　Ohashi　et　H．　Naka　i

　　　エゾリンドウ

e七Tanaka

　　　エゾオヤマリンドウ

　　　フデリンドウ

　　　ハナイカリ

　　　ホソバノツルリンドウ

　　　アケボノソウ

　　　センブリ

　　　ミヤマアケボノソウ．

　　　イヌセンブリ

　　　ツルリンドウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Menyanthaceae

施uria　crista－galti（Menz．）　Makino

ルfenyanthes　tnYoliata　L

ハ「ymphoides　indica　（L．）　0．　Kuntze

Nymphoides　peltata（G皿e1．）O．　Kuntze

ミツガシワ科

イワイチョウ

ミツガシワ

ガガブタ

アサザ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Apocynaceae

／lmsonia　elliptica（Thunl〕．）　Roe皿．　et　Schult．

ノlpecynum　venetum　工、．　var．　basikurumon（H．　Hara）　H．　Hara

Trac・helospen祀um　asiaticum　（Siebold　et　Zucc．）　Nakai

レ「inca　mOjor　L．

キョウチクトウ科

チョウジソウ

バシクルモン（オショロソウ）

テイカカズラ　　ー

ツルニチニチソウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asclepiadaceae　　ガガイモ科

qソnanchum　atratum　Bunge

（ryna　nchum‘attdatum　（Hiq．）　Hax　i皿

qソnanchum　panicu’atum（Bunge）　Kitag．

Cンnanchum　sub’anceolatum　（Miq．）　MatSu田．　var．　macranthum　（ハlaxim．）　IlatSum

（：］ynanchum　wilfordii（HaxiロL）　He田s　1．

ノレfetaptexis／aponica　（Thunb．）　hlak　i　no

Zソtophora　ari5tolechieide5　｝［iq．

フナバラソウ

イケマ

スズサイコ

シロバナカモメヅル

コイケマ

ガガイモ

オオカモメヅル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rubiaceae　　　　アカネ科

Asρeruta　odOrata　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　クルマバソウ

Diodia　teres　Wal　t．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオフタバムグラ’

Galium　gracilens（A．　Gray）｝lak　ino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメヨツバムグラ

Galium　kOmtschaticunt　S七eller　ex　Roem　et　Schult．　var．　acutifolium　H．　Hara　　　　オオバノヨツバムグラ

Galium　kαmtschaticum　Ste工1er　ex　RoeEL　et　Schult．　var．　kOmtschaticum　f．　intermedium　Takeda

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケナシエゾノヨツバムグラ

Galium　kikumugura　Ohwi　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　キクムグラ

Galium　kinuta　Nakai　et　H．　Hara　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヌ’タソウ

Galium　nakOii　Kud6　ex　H．　Hara　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　ミヤマキヌタソウ

Galium　pogenanthum　Franch．’ ?煤@Sav．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマムグラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

Galium　pseudoasprellum　Mak　ino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオバノヤエムグラ

Gatium　sρurium　L　var．　echinospermon（Wallr．）Hayek　　　　　　　　　　　　　ヤエム．グラ
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Galium　traciryspermu栩A．　Gray

Ga’iu，　m　tri；tidum　L．　var．　breゆedun‘ulatum　Regeユ

Galium　tn〃fioriforme　Ko皿．　var．　niPl）onicum　（hlak　i　no）　Naka　i

（｝α」’皿〃1∫r翼or脈π擢ε　Kom．　var．　tnYroriforme

Ga’ium　yerμ〃；　L．　var．　asiatたu〃1　Nakai

Gロ’iu〃1りerum　L．　var．　asiatiCl’〃t　Nakai　f．　nikkOense　Ohwi

He4ソotis　d「tlthtsa　Wi　l　l　d．

Hedyotis’indleyana　Hook．　va　r．9’abハユ（Honda）　H．　Hara

Hedyotis’ind’eyana　Hook．　var．〃’武∫∬’ロ　（L．　f．）　H．　Ha　ra

ルfit‘he”αundu’ata　Siebold　et　Zucc．

Paetコrer’a　scanゴens　（Lour．）1Merr．

Rub’a　argyi（H．　L壱v．　et　Vaniot）　H，　Hara　ex　Latlener

Rub’ロchinensis　Regel　et　Maacl｛var．81αわres｛：ens（Nakai）　1｛itag．

Rubia　cord｛声：｝”α　L．　var．　pratensis’Maxi皿．

Rubia　he北aphyt’α　GIak　ino）　Makino

Rubia／esoensis　（L！iq．）　ハ【iyabe　et　Miyake

ヨツバムグラ

ホソバノヨツバムグラ

クルマムグラ

オククルマムグラ

キバナカワラマツバ

カワラマツバ

フタバムグラ

オオハシカグサ

ハシカグサ

ッルァリドオシ

ヤイトバナ（ヘクソカズラ）

アカネ

オオキヌタソウ

クルマバアカネ

オオアカネ

ァカネムグラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Convolvulaceae

Ca｛ソ5’ε8∫αゐeゴεハ2cεα　Wa　11．

Catj／stegia／aponica　Cho　i　sy

Calystegia　so’dane”α（L．）　Roe皿．　et　Schu1七、

（7u∫cuta　a配5tralis　R．　B　r．

CU5cuta　eampestris　Yunc｝仁er

Cuscuta‘hinensi5　LaHl．

Cuscuta／aponica　Choisy

lpoMoea　hederacea　（L．）　Jacq．

lpomoea　lacunosa　L．

lpomoea二pes－caprae　（L．）　Sw｛∋e七

ipomoea、ρurpurea（L．）　Roth

Lithospermum　arvense　L．

M．・ソosot’s　arレensis　（L．）　Hi11

ルILyosotis　discolor　Pers．

Myosotis　scor」ロieides　L．

eaamoclit　coccinea（L．）．ITIoench

ヒルガオ科

コヒルガオ

ヒルガオ

ハマヒルガオ・

マメダオシ

アメリカネナシカズラ

（オオバナアメリカネナシカズラ）

ハマネナシカズラ

ネナシカズラ

アメリカアサガオ，

マメアサガォ

グンバイヒルガオ

マルバアサガオ

イヌムラサキ

ノハラムラサキ

ハマワスレナグサ

ワスレナグサ（シンワスレナグサ）

マルバルコウ（マルバルコウソウ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Boraglnaceae

Bothriospen冗um　teneUum　（Horロem．）　Fisch．　et　C．　A．荊ey．

Cynogto∬μ加卿ε〃f1π躍1πNakai

（ンノ；oglossum　z｛liY’anicum　（Vah　1）　Thunb，．

Eritrichiu雁nipρonical祀Makino

Lithosperinum　ioilin8eri　DC．

ノlfertensia　maritima　（L．）　Gray　subsp．　asiati‘a　Ta呈｛eda

ルle∬ersch〃zidia　sibir’ca　L．

ノL4〕10sotis　arレrensis　（L．）　｝l　i工1

／t4yO50tis　di5cotor　Pers．

ムラサキ科

ハナイバナ

オニルリソウ

オオルリソウ

ミヤマムラサキ

ホタ’ルカズラ

ハマベンケイソウ

スナビキソウ

ノハラムラサキ

ハマワスレナグサ
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丑《ソosotis　5‘erlコioides　L．

ノ吻050”5sylソatたa　（Ehrh．）　Hoffm．

Omphatod¢5　kramer’Franch．　et　Sav．

Omphalodes　1直εりisperma　Nakai

Symphytum　q庚c∫η配ε　L．

Trigonotis　breり’ρε3　（｝【axi凪）　Haxi皿．　var．　わrεりipes

Trigonotis　breりipes　GIaxim．）　Maxim．　var．　‘oronata　（Ohwi）　Ohwi

rンゼgonot’s　guilie’mi　A．　Gray　ex　Gurke

Trigonotis　peduncutar’5　（Trevir．）　Benth．　ex　Hems　1．

ワスレナグサ（シンワスレナグサ）

エゾムラサキ

ルリソウ

エチゴルリソウ

ヒレハリソウ

ミズタピラコ

コシジタビラコ

タチカメバソウ

キュウリグサ（タビラコ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Verbenaceae

CaUicarpa　dichotoma（Lour．）　1｛．1｛och

Catiicarpa／aponica　Thunb．

CanソoPteris　divari‘ata（Siebold　et　Zucc．）　Maxim．

Cterodendrum　trichotomum　Thunb．

レセrbεπαbonariensis　L．

1ノセrゐe㍑αbrasiliensis　Ve　11．

レ℃rうεπαoX7ii’cinalis　L．

レ「itex　ro血tndifotia　L、　f．

クマツヅラ科

コムラサキ

ムラサキシキブ

カリガネソウ

クサギ

ヤナギハナガサ（サンジャクバーベナ）

アレチハナガサ

クマツヅラ

ハマゴウ

Callitriche／aponica　Enge　1皿，

Callitriche　paltLstris　L．

Callitrichaceae アワゴケ科

アワゴケ

ミズハコベ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Labiatae　　　　シソ科

Agastache　ragosa（F　i　sch．　et　C．　A．　｝ley、）Kuntze　　　　　　　　　　　　　　　　　カワミドIJ

diuga　decumbens　Thunb．　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キランソウ（ジゴクノカマノフタ）

AJ’uga　nipponensis　Mak　i　no　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュウニヒトエ

AJ’uga　shikOtanensis　Miyabe　et　Tatew．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツルカコソウ

Aiuga　yesoensis　b｛axim　ex　Franch．　et　Sav．　　　　　　　　　　　　　　　　．　　ニシキゴmモ（キンモンソウ）

Chetonoρsis　moschata　hl　iq．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤコウソウ

Clinopodium　chinense（Benth．）　Kuntze　subsp．　grandEporum　（｝【axim）　H．　Hara　var．　parvllt　Zorum　（Kud6）　H，　Hara

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クルマバナ

CtinOpodium　chinense（Benth．）　Kuntze　subsp．　grandiVeoruttt（hlaxim）　H．　Hara　var．　shibetchense　（H．　L6v．）Ko　idz．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマクルマバナ（オオミヤマトウバナ）

Clinopodium　gracile（Benth．）Kuntze　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　トウバナ

Clinopodium　macranthum（hlak　ino）H．　Ha　ra　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマクルマバナ

Clinopodium　micranthum（Rege1）H．　Hara　var．　micranthunz　　　　　　　　　　　　　イヌトウバナ

Ciinopodium　micranthum（Rege　1）　H．　Hara　var．　sachatinense（F．　Schm　idt）　T．　Yamaz．　ex’Murata

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマトウバナ

Clinopodium　multicaule（Maxim）KE皿tze　var．　multicaule　　　　　　　　　　　　　ヤマトウバナ

Clinoρodium　multicaule（Alaxii［L）Kuntze　var．　la　tijo　lium　H．　Hara　　　　　　　　　　　ヒロハヤマトウバナ

Dracocephatum　argunense　Fisch．　ex　Link　　　　．　　　　　　　　　　　　　ムシャリンドウ

Elsholtzia　cilia　ta（Thunb．）Hyl．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナギナタコウジュ

Eus　teralis　ya　tabeana（blakino）Panigrahi　　　　　　　　　　　　　　　　ミズトラノオ（ムラサキミズトラノオ）

Glechoma　hederacea　L．　subsp．　grandis（A．　Gray）H．　Hara　　　　　　　　　　　　　カキドオシ
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　lsodon　inflexa（Thunb．）Kud6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマハッカ

　isodon／aponica（Bur凪f．）H．　Hara　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒキオコシ

　isodon　trichocarpa（Max　im）KOd6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロバナヒキオコシ

　JsodOn　umbrosus（Maxim．）H．　Ha　ra　va　r．　excisinLflexus（Nakai）K．　Asano　　　　　　　　タイリンヤマハッカ

　Isodon　umbrosus（bfax　im）　H．　Hara　var．　leucantha　（｝Iurai）　1｛．　Asano　f　kOmeba：（Okuya皿a）KAsano

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カメバヒキオコシ

　Lamium　a’bum　L，　var．　barbatum（Siebold　et　Zucc．）Franch．　et　Sav．　　　　　オドリコソウ

Lamium　amptexicaule　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホトケノザ

Lamium　purpureum　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメオドリコソウ

Leonurus／oponictLs　Houtt．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メハジキ

　LeonurUS　macranthtts　Max　im．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キセワタ

　」Leucosceρtrum／aponicum　G｛iq．）Kitam．　et　Murata　f．　barbinen／e（Miq．）Kita皿．　et麗urata

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フジテンニンソウ

Leucosceptrumiaponicum（岨q．）Ki七an　et　Hurata　f．政ρoπ’c鵬　　　　．　　　　テンニンソウ

Lycopus　lucidtLs　Turcz．　ex　Benth．　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　シロネ

Lycoρus　maackt’anus（Maxin　ex　Herder）Mak　ino　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメシロネ

LycoρttS　「amosissimtLS　Mak　ino　var．　ramosissimas　　’　　　　　　　　　　　　　　ヒメサルダピコ

Lycopus　ramosiSsimtzs　ltalcino　var．　iaponicus（Matsua　et　Kud6）Kitaza　　　　　　　コシロネ（イヌシロネ）

Lycopzas　unt：t70rus　Michx．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゾシロネ

Meehania　urticifolia（雛q．）Hakino　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　ラショウモンカズラ

Mentha　arvensis　L．　svbsp．　piperascens（Ma　l　inv．）H．　Hara　　　　　　　　　　　　バッカ

Mentha　piperita　L．　・　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　コショウハッカ（セdヨウハッカ，ベパーミント）

Mosla　dianthera（Buch．　－Ha皿．　ex　Roxb．）Ma4im．　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメジソ

Mosla　hirta（H．　Hara）H．　Hara　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シラゲヒメジソ（ヒカゲヒメジソ）

Mosla／aponica（Benth．　ex　Oliv．）MaxillL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマジソ

Mosta　scab」ra（Thunb．）C．　Y．　Wu　e七H．　YV．　L　i，　　　　　　　　　　r　　　　　　　　・イヌコウジュ

押｛iρε姓施b5留認酌Maxim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミソガワソウ

PeriUafrutescens（L．）Britton　var．　citriodOra（Ilakine）Ohwi　　　　　　　　　　　レモンエゴマ

Peritla　frutescens（L．）BrittoaΨar．　crispa（Thunb．）H．　Deane　　’　　　　　　　　　シソ

Perilla．fruteScens（L．）Britt。n　var．加！ε5c脇　　　　　　　1　　　　エゴマ

Prunelta　prunetti　ormis（Maxiza）Makino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タテヤマウツボグサ

Prunella　vulgaris　L・subsp．　asiatica（Nakai＞H．　Hara　　　　　　　　　　　　　　ウツボグサ

Salyia／oponica　Thunb．　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アキノタムラソウ

5α1yfα勧σ鷹㏄Mak　ino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シナノアキギリ（マルバアキギリ）

Saiyia　lutescens（Ko　i　dz・）Koidz・var・crenata〈Makino）晦τata　　　　　　　　　　ミヤマタムラソウ（ケナツノタムラソウ）

5ロ1吻吻ρoπf‘αMiq．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キバナアキギリ

ScuteUaria，　brachyspica　Nakai　et　H．　Hara　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オカタツナミソウ

Scutellaria　dependens　Hax　im　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメナミキ　　　　　　　ー

Scuteltaria　laeteviolacea　Koidz．　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　シソバタツナミ（トウゴクシソバ夘ナミ）

Scuteltaria　muramatsui　H・Hara　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デワノタツナミソウ

Scutetlaria　peldnensis　hlax　im　var．　transitra　G！ak　ino）H．　Hara　　　　　　　　　　　　ヤマタツナミソウ

Scutetlaria　strigillosa　Hemsユ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナミキソウ

Stachys　riederi　Ch肌var．　hispidula（Regel）H．　Ha　ra　　　　　　　　　　　　　　　　イヌゴマ

距雌融崩ノaponicum　Houtt．　　・　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニガクサ

TeucriUin　vis’　cidutn　B　lu皿e　var．　miquelianum（Max　im，）H．　Hara　　　　　　　　　　　ッルニガクサ

Thymus　quinqttecestatzas　C　e　l　ak．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イブキジャコウソウ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　So！a論aceae

Datura　m¢tel　L，

Dat4ra　S’ra〃lonium　L．’

五tYciur祀chinense　Mi　11er

Physa’iastrum／aponicum　（Franch．　et　Sav．）　Honda

Physa正is　alkekengi　L　vaL戸直nchetii（lfast．）Hort．

Physalis　angu’αヨ晦L．

Salpichroa　r／2emboic：t∋a　（Hook）．Miers

5CρPO∫∫αノ¢ρ0／li‘α　1！axinL

Solanu〃1α〃ler’canum　Hi11．

Sol〔7n！IM　carolinense　L．

Solan1tmノ｛都｝one祀se　Nakai

5b’anum」！yratum　Thunb．

Solanum〃1czxiMowiczii　Koid乞．

50’anUl祀megacarpu〃1　Koidz．

Solanum　nigru〃；　L．

5b互anum　nodilf70rum　Jacq．

Tubocapsicu〃t　anoma’um　（Franch．　et　Sav．）　Mak　i皿o

ナス科

チョウセンアサガオ

ヨウシュチョウセンアサガオ

クコ

イガホオズキ

ホオズキ

センナリホオズキ

ハコベホオズキ

ハシリドコロ

アメリカイヌホオヅキ

ワルナスビ

ヤマホロシ

ヒヨドリジョウゴ

マルバノホロシ

オオマルバ！ホロシ

イヌホオズキ

テリミノイヌホオズキ

ハダカホオズキ

Btscldleja／aponica　Hemsl．

Buddlejaceae フジウツギ科

フジウツギ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Scrophulariaceae

Deinostema　adenocaulum（Maxi皿．）　T．　Yamaz．

Deinostei冗a　viotaceum（Maxi1匹）　T．　Yamaz．

Dopatrium／unceum（Roxb．）Buch．－HanL　ex　Benth．

亙uphrロsia　insignis　Wettst．　subsp．　insignis　var．　insignis

Euphrasia　insignis　Wettst．

Euphrasia　insignis　Wettst．

Euph　ras　ia　ma」tsumurae　Nakai

Euphra5ia　MCLMiM研yiczii　Wettst．

Gratio’a／aρonica　Hiq．

ムathraea／aponica　M　iq．　var．　mi4ttetiana（FraIlch，

Limnophita　chinens　is　（Osbeck）　Herr．

Limnophita　se∬ε！解o㎎Blu皿e

Linaria／apenica　Miq．　，

Linaria　vutgaris　｝l　i　1ユ．

Lindernia　antipocla（L）Alst。n

」Lindernia　cr・ustacea（L．）　F．｝！ue　1　1．

ムind乙rnia血わia　Penne　l　l

Lindernia雁icrantha　D．　Don．

Lindernia　prt）cumbens　（Krock．）　Borbi重s

Lindernia　setulosa（Max玉凪）　Tuyama　ex　H、　Hara

Maus　miquelii　Mak　ino　f．　albi　orus（Mak　ino）　hlakino

ルfaZtts　miq・uel’i　lfak　i　no　f．　mique’”

ルfczatLS∫pumilus　（Bur皿．　f．）　Steen　is

ゴマノバグサ科

subsp．　insignis　var．ノaponica　（Wettst．）　⑪hw　i

subsp．　insignis　var．　nummularia（Nakai）T、　Yamaz，

　　　　　　　　　et　Sav．）　Ohwi

sul〕sp．　aromatica（La皿．）　T．　Ya皿az．

マルバノサワトウガラシ

サワトウガラシ

アブノメ

ミヤマコゴメグサ

ボソバコゴメグサ

マルバコゴメグサ

コバノコゴメグサ（ヒメコゴメグサ）

タチコゴメグサ　　　　　　1

オオアブノメ

ケヤマウツボ

シソクサ

キクモ

ウンラン

ホソバウンラン

スズメノトウガラシ

ウリクサ

アメリカアゼナ

ァゼトウガラシ

アゼナ

シソバウリクサ

シロバナサギゴケ

サギゴケ（ムラサキサギゴケ）

トキワハゼ
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　ルfelaMpyrum　laxam　1，l　iq．　var．　nikkOense　Beauverd　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマママコナ

　Mimutus　nepalensis　Benth．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミゾホオズキ

　Mim．utus　sεssib701ius　blaX　im　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオバミゾホオズキ

　Pautownia　tomentosa（Thunb．）Steud．　　　　　　　　　　　　　　　　　キリ

　Pedicularis　apodocltila　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマシオガマ

　Pediculatis　cham　issonis　Steven　var，　joponica（ll　i　q．）｝laxi凪　　　　　　　　　　　　　ヨツバシオガマ

　Pedicularis　nipponica　lfakino　　　　　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　オニシオガマ

　Pedicutaris　resuρinata　L・　subsp．　teucn7elia（M．　B　i　eb．　ex　Steven）　T．　Yamaz．　var．　caespitosa　Koidz．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トモエシオガマ

Pedicutaris　resupinata　L，　subsp．　oppesiti　olia（Il　i　q．）T．　Yamaz．　　　　　　’　　　　シオガマギク

Pedica　laris　yezoensis轟faxim．　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　エゾシオガマ

Pl；theirospermums’aponicum（Thunb．）Kan　i　tz　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コシオガマ

　Pseudolysimachion　os／aturn　（Nakai）　T．　Yamaz．　subsp．　maritimum　（Naka　i）　T．　Yamaz，　f．　maritim　um

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エチゴトラノオ

　Pseitdolysimaehion　oyatum　（Nakai）　T．　Ya皿az．　subsp．　maritimum　（Nakai）　T．　Yamaz，　f、　canescens　（Satake）　T．　Ya皿az．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シラゲエチゴトラノオ

　Pseudolysimachion　schmidtianum　（Regel）　T．　Yamaz．　subsp．　senanense　（｝，laxim．）　T．　Yamaz．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマクワガタ

Scrophularia　duρticatoserrata（Miq．　Mlak　ino　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒナノウスツボ（ヤマヒナノウスツボ）

Scrophuiaria　grayana　hfaxia　ex．　Ko皿．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゾヒナノウスツボ

Scropftalaria　kOkudensis　Franch、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オォヒナノウスツボ』

Siphonostegia　chinensis　Ben　th．　ex　Hook．　e　t　A　rn．　　　　　　　　　　　　　　　　ヒキヨモギ

Yerbascum　blattaria　L．　f．　atbinora（G．　Don）House　　　　　　　　　　　　・　　　シロバナモウズイカ

Yerbaseum　thaPStLS　L・　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　ビロードモウズイカ

Veronica　arvensis　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タチイヌノフグリ

Ueronica　hederifotia　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　フラサバソウ（ツタノハイヌノフグリ）

Veronical’aponensis勘kino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤマクワガタ

Veronica　melissaefolia　Po　i　r．　．　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　ヒヨクソウ

Veronica　nipponica　Makino　ex　Furu皿i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメクワガタ

Ve「onica　oneei　Franch・’et　Sav・　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　グンバイヅル（マルバクワガタ）

Ve「onica　pe「eg「ina　L・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　ムシクサ

Ver・・吻6磁P。i・．　　　．　　　　　　　オオイヌノフグリ
Yeron　ica　po．lita　F　r．　subsp．　iilacina（T．　Yamaz．）T．　Yamaz．　　　　　　　　　　　　　イヌノフグリ

Ve’enicase’pytl’Yl°tia　L．　subsp．　humi：fiLsa（Di・k・・）Syme　ex　S。・erby　　　．テングクワガタ（ハイクワガタ）

Ye　ron　ica　serpylltYolia　L・subSP・serpytbYeiia　　　　　　　　　　　　　　　　　　コテングクワガタ

Veronica　undulata　Wa　1　Z・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カワヂシャ

施ro廓‘astrum／Oρonicum（Nakai）T．　Ya皿az，　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　クガイソウ　　　　　　　　　　　　　’

Lage∫t5　g∫auca　〔≡eartn．

Cataip鼻　ova∫a｛｝，　DOIl

ノ彦3がと毎メ｝耽君擁占8灘L．

Globulariaceae

BignORiaceae

Aca降t轟aceae

ウルツプソ．ウ科

ノウゼンカズラ科

キツネノマゴ科

ウルップソウ

キササゲ

キツネノvゴ
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2eo5

Peris　trophe／aponica（Thunb．）　Bremek．

Trapella　sinensis　OIiv．

Trapellaceae

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gesneriaceae

Conandron　ramond「ioides　Siebold　et　Zucc．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Orobanchaoeae

〆leginetia　il！dica　L．

ノ望e8’net’〔15缶1eπ5’5　G．　Beck

Bos‘hniakia　rossi‘a　（Cha凪　　et　Schltdl．）　B．　Fedtsch．

Orobanche　coerules‘ε祀s　Stephan　f．　coeru’escens

Orc｝うanche　coεrロ’e5cεπ5　Stephan　f．　nipPonica　（L！a正｛ino）　KitaEL

PhacellanthttS∫E」うむaoノ」us　Siebold　et　Zucc．

ヒシモドキ科

イワタバコ科

ハマウツボ科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lentibulariaceae　　タヌキモ科

」Pinguicula　vutgaris　L．　var．　macroceras　（Pall．　ex　Link）　Herder

こ1tricular’a　aurea　Lour．

こltricularia　austratis　R．　B　r．

Utricular’aム茄d2　L．

Utricularia　caerulea　L．

Utr’‘ロ’aria　dimorphantha　hfakin。

こitricular’a　intermedia　Heyne

乙itricularia　minOl・L．

Utricutaria　uliginosa　Vah　1

〔ノtricularia　vulgaris　L．　var．ノaponic：a（Hakino）　Tamura

Phr　yma　teptostachya　L．

　　　　　　　　　　Phrymaceae

subsp．血siatica（H．｝Iara）　KitanL

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PlaRtagiRaceae

Plantago　asiatica　L．

P1α脚ge　camtscltatica　Cha皿ex．　Ligk

PtantagO　hakusa厚ensis　Ko　i（玉霧．

P’antag・o　lan‘eo’ata　L．

Plqntago　maJbr　L．Ψar．ノ卯伽fc窪（Fra取¢｝三．｛∋t　Sav．）藍iyabg

P’an≠age　y’tgii1∫cα　L．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Caprifoliaceae　　一

刃うε互’aspathuta．　ta　Siebold　et　Zucc．　var．、spathulata

肋ε∠fα卿伽’伽Sieb。1d　et　Zucc．　var．　stenophyUa巨。nda

・Linnaea　boreatis　L．

LOnicera　all｝igena　L．　subsp．　gleltnii（F．　Schmidt）　H．　Hara

9N　：　｝Sクソウ麟

‡才～｛コ讐

スイカズラ科

バグロソウ

ヒシモ．ドキ

イワタバコ

ナンバンギセル

オオナンバンギセル

オニク

ハマウツボ

オカウツボ

キヨスミウツボ

ムシトリスミレ

ノタヌキモ

イヌタヌキモ

ミミカキグサ

ボザキノミミカキグサ

フサタヌキモ

コタヌキモ

ヒメタヌキモ

（ナ毒レヒメタヌキモ，　フ｝1　メ｝ヌSILモt　チゼkメタ罫壽モ〉

ムラサキミミカキグサ

タヌキモ

ハエ罫タソr＞

オオバコ

エゾオオバコ

ハクサンオォバコ

ヘラオオバコ

トウオオバコ

タチオオバコ（ツボミオオバコ）

　　　ツクバネウツギ

　　　ウゴツクバネウッギ

　　　リンネソウ

　　　エゾヒョウタン藻タ

〈耕パブシダマ，妻がエ｝珪糞糞窒垂幸票1褻…鐘糞奪萎
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新潟県植・物目録［チェヅクリスト］（予報）2005

lO・icera　caerut・a　L・r・bsp・　・d・liS（Turcz・）H・ltE・†aL卿妙11・calyx　（｝［・・i皿）N・kai

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロミノウグイスカグラ

Lonicera　cham　issei　Bunge　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チシマヒョウタンボク

Lenicera／aponica　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイカズラ

Lenicera　morrowii　A・　Gray　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キンギンボク

Lonicera　ramesissima　Franch．　et　Sav．　ex　Maxia　var．　ramosiSsima　f．　romosissima　コウグイスカグラ

　Lonicera　ramesissima　Franch．　et　Sav．　ex］faxim　　Ψa　r．　ramosissima　f．　glabra　ta　（Nakai）　H．　Ha　ra

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チチブヒョウタンボク

Lonicera　strophiophora　Franch．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アラゲヒョウタンボク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（オオバヒョウタンボク）

Lenicera　tschonosldi　Max　im　　　』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオヒョウタンボク，

SambUCtLS　chinensis　Lindユ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソクズ

Sambucus　racemosa　L．　subsp．　sieboldiana（Hiq．）且．　Hara　var．　mqjor（Nakai）Murata　オオニワトコ

SambuctLs　racemosa　L．　subsp．　sieboldiana　（M　iq．）　H．　Hara　va　r．．　sieboldiana　f．　siebotdiana

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニワトコ

SambuctZs　racemosa　L．　subsp，　siebotdiana（M　i　q．）　H．　Hara　va］［㌔　sieboldiana　f．　nakaiana　Mu　rata

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キミノニワトコ

Viburnum　dilatatum　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガマズミ

Viburnum　．farca　tum’Blu皿e　ex　Maxim．　　　　　　　　　　　　　　　　　．　オオカメノキ（ムシカリ）

Viburnum　odoratissimum　Ker　GavOl．　va　r．　awabukt’（K．　Koch）Zabe1　　　　　　　　サンゴジュ

Viburnum　oputuS　L．　va＝sargentii（Koehne）Takeda　　　　　　　　　　　　　　　カンボク

Viburnum　plica　tum　Thunb．　va　r．　plicatum　f．　glabrum（Koidz．　ex　Nakai）Rehder　　　ケナシヤブデマリ

Viburnum　sieboldii　Miq・Ψar．　ebovatケfotium（Yanagi　ta）Sugim．　　　　　　　　　　　マルバゴマキ

Viburnum　urceolatam　Siebold　gt　Zucc．　f．　procumbens（Nakai）H．　Hara　　　　　　　ミヤマシグレ

vibumum　wrightii　Miq・　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマガマズミ

iVeigela　decora（Nakai）Naka　i　　　，　　　　　　　　　　r　　　　　　　ニシキウ’ツギ

14’「eigelafloribunda（Siebold　et　Zucc．）K．　Koch　・，　　　　　　　　　　　　　ヤブウツギ

Weigeta　hertenstS（Siebold　et　Zdcc、）K．　Koch　f．　hartensis　　　　　　・　　　　タニウツギ

Wreigeta　hortensis（Siebold　e七Zucc．）K．　Koch　f．　atbipora（S　i　ebo工d　et　Zucc．）Rehder　シロバナウツギ

Adoxa　moschatellina　L

Adoxaceae

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Valerianaceae

Patrin三αgibbosa　L！ax　i皿］L

Patrinia　scabiosifolia　F　i　sch．　ex　Trevir．

Patr’ni直tri’oba　（Miq．）　Iliq．

Patrinia　villosa　（Thunb．）　Juss．

レbteriana．fiaccidissima　Max血

レFatetianel’σ’ocusta（L．）Laterr．

Dipsacaceae

Dip5acusプapon’cus雌q．

S‘abiosa、ノal）onica　M　i　q．　var．ノaponica

5‘αわ’05αノapon’‘a　lIiq．　var．　alpina　Takeda

レンプクソウ科

オミナエシ科

マツムシソウ科

レンプクソウ

マルバキンレイカ　　　　　・

オ、ミナエシ

コキンレイカ（バクサンオミナエシ）

オトコエシ

ッルカノコソウ

ノヂシャ（ノジシャ）

ナベナ

マツムシソウ

タカネマツムシソウ
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新潟県植物目録［チェックリスト］（予報）2005

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Campanulaceae　　キキョウ科

Actenophora　nikOensis　Franch．　et　Sav．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメシャジン

Ade解ophera　nikOensiS　Franch・et　Sav・var・stenoρhylla（K　i　taa）Oh冊i　　　　　　　ミヤマシヤジン

Adenophora　remoti：fiera（Siebold　et　Zucc．）Miq．　　　　　　　　　　　　　　　　　ソバナ

．4dε擢qp加π1垣ρ11yπα（Thu皿b．）A．　DC．　var．　hakusanensis　Kitam．　　　　　　　　　ハクサンシャジン

Adenophera　triphylla（Thunb．）A，．　DC．　var．ノaponica（Rege1）H．　Ha　ra　f，ノaponica　　　　　ツリガネニンジン

Adenophora　triphylla（Thunb．）　A．　DC．　var．ノaponica（Rege　1）　H．　Hara　f．　canescens（Franch．　et　Sav．）　Kita皿．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シラゲシャジン

Campanula　chamiSsonis　Fedorov　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チシマギキョウ

Campanula　tasiocarpa　Chan　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イワギキョウ

Campanula　punctata　La皿・var．　hendeensis（Kita皿．）ehwi　　　　　　　　　　　　ヤマホタルブクロ（ホンドホ夘ブ知）

Campanula　punctata　La皿・var・punctata　f，　punctata　　　　　　　　’　，　　　　ホタルブクm

Campanula　punctata　La皿．　var．　punctata　f，　rubnveora（hlak　ino）T．　Sh　imizu　　　　　　ムラサキホタルプクロ

CoclOnoρsis　lanceelata（S　iebold　et　Zucc．）Trautv．　　　　　　　　　　　　　　　　ツルニンジン．

Lobelia　chinensis　Lour．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミゾカクシ（アゼムシロ）

Lobelia　sessilifotia　Lamb．　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サワギキ目ウ

Peracarpa　carnosa　（Wa11、）　Hook　f．　et　Thomson　var．　cir℃aeoides　（F．　Schmidt　ex　M　iq．）　｝Iakino　ex　H．　Hara

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タニギキョウ

PlatycodOn　grandiiflorum（Jacq．）A．　DC．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　キキョウ

Triedanis　peJ　flotiata（L．）Nieuw　l．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キキョウソウ

urahlenbergia　marginata（Thunb．）A．　DC．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒナギキョウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compositae　　　．キク科

Achi”εαψ伽LΨar．　alpina

／lchillea　alpina　L．　var．　diScoidea（Rege　1）　KitaIm

Achillea　mi’lefotium　L．

Achil’ea　ptar〃zica　L．　subsp．　macroc弓ρ加’α　（Ruprecht）　He　i田erl

Actenoc：aulon　hii冗a’aiCUI冗　Edgew．

Ains’iaea¢cer｛ノb’ia　Sch．　B　i　p．　var．αcc雇声btia

／linsliaea　acen70tia　Soh．　Bip．　var．　subapoda　Nakai

Ains’iaea　api‘u’ata　Sch，　Bip．

ノ1〃；brosia　artemiSiaefo互ia　L．

Ambrosia　psilostachya　l〕C．

ノlmbrosia　fr醇面L．

Anaphalis　alpicola　Makin。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

ノ1napha互is　margal・itacea（L．）　13enth．　e七　Hook．　f．　subsp．　margaritacea

Anaphalis　margaritacea（L．）　Benth．　et　Hook．　f．　subsp．　yedeensis（Franch．

ノlrctotheca、prostrata（Salisb．）　Britten

／4rnica　mallatOPttS（Franch．　et　Sav．）　｝lakino

A　rnica　unalaschcensis　Less．　var．　tschonos迄ソi（11jin）　Kitam．　et　H．　Hara

／lrtemisia　annua　L．

〆trte鷹isia　api囮CεαHance

！4r’ε凧tisia　cap’互互aris　Thunb．

ノ瓠r’ε〃zisiaノセ耽‘H．　L6v、　e七　Vaniot

Artemisia　gmetinii　Weber　ex　Stech肛L

　　　　　　　　ノコギリソウ（ハゴロモソウ）

　　　　　　　　ヤマノコギリソウ

　　　　　　　　セイヨウノコギリソウ

　　　　　　　　エゾノコギリソウ

　　　　　　　　　ノブキ

　　　　　　　　　モミジバグマ

　　　　　　　　　オクモミジバグマ

　　　　　　　　　キッコウハグマ

　　　　　　　　　ブタクサ

　　　　　　　　　プタクサモドキ

　　　　　　　　　オオブタクサ（クワモドキ）

　　　　　　　　　タカネヤハズハハコ

　　　　　　　　　ヤマハハコ

et　Sav．）　Kita皿．

　　　　　　　　　カワラハハコ

　　　　　　　　　ワタゲツルハナグルマ

　　　　　　　　　チョウジギク（クマギク）

　　　　　　　　　ウサギギク（キングルマ）

　　　　　　　　　クソニンジン（ホソバニンジン）

　　　　　　　　　カワラニンジン（ノニ．ンジン）

　　　　　　　　　カワラヨモギ

　　　　　　　　　ヒメヨモギ

　　　　　　　　　イワヨモギ
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新潟票類物目録［チェックリスト］（予報）2005

Artemisia　indica響i　114　var．　maximowiczii（Nakai）猛飽ra・　　　　　　　．　　　ヨモギ〈カズザキヨモギ）

Art。misia」aponica　Thunb．　　　　　　　　　　　　　オトコヨモギ
Artemisia　keisheana｝l　l　q．　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　イヌヨモギ

ArtemiSia　monoρhyila　Kitam．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒトツバヨモギ（ヤナギヨモギ＞

A，t。mi，i。、m。ntana　（N、k。i）P、mp．“ @　　　　　　　　　オオヨモギ（エゾヨモギ・ヤマヨモギ）

オ，，，廊f。蜘。。。1。sa　！，fiq．　　　　　　　　　　　　ミヤマオトコヨモギ

Artem　isia　schmidtiana｝laxim．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アサギリソウ

v・1，t。mi、i。、eleng。nsi、　T。，cz．，・B・s・er　　　　　　　　　セイ効ヨモギ（効ヨモギ）

flrtem　isia　sieversiana概11d．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイイロヨモギ

Artem　isia　sinanensis　Yabe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タカネヨモギ

ArSemisia　steiieriana　Bes　ser　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シロヨモギ

Aster　agera　toide　s　Turcz，　subsp．　leiephylltts（Franch．　et　Sav・）　Kita皿・　var・oyalt：fotitts　Kita可L

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タマバシロヨメナ

Aster　ageratoides　Turczl　sgbsp．　oyatus（Franch．　et　Sav．）　Kitam．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノコンギク

A、terfastigiattts　Fisck　　　　　　　　　　　　　　　ヒメシオン
Aster　gleh庫ii　F．　Schmi（it　vaL　hondoensis　Kitam．　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴマナ

Aster　kOntoensis　Kitaar　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カワラノギク

AsSer　scaber　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シラヤマギク

Aster　semiampiexicapEs（｝fakino）｝fak　ino　ex　Kc　idz　　　　　　　　　　　　　　ヤマシロギク（イナカギク）

Asler　s“bulat“s｝fichx．　var．　sa加dwicens（A．　Grag）A．　G．　Tones　　　　　　　　　　　ホウキギク

Aster　subu　iatus讃c激．　va　L　liguiaLfitS　Sh　inners　　　　　　　　　　　　　　　　ヒロハホウキギク

Aster施taricas　L．　f．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シオン

Aster　viscidutas（翻dpo）ifakino　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　ハコネギク（ミヤマコンギク）

Aster　yomena（K　i　taill．＞Eonda　var．　dentatas（K三tam．）H．　Hara　　　　　　　　　　カントウヨメナ

Aster　yemena（K三tam．　）Henda　va・r．　yomena　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　ヨメ才’

Atractyiodes　iaponica　Ko　idz．　ex　K　i　tabl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オケラ

Atractylodes　lancea（ThUfib．　）DC．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホソバオケラ（サド訪ラ，ソウジュツ）

B∫4e榔吻f朋α忽L，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コバノセンダングサ

Bidens　biternata（Lour．）｝ferr．　e七Sherff　　　　　　・　　　　　　　　　　　センダングサ

β∫虎欝♪o加b5αL　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アメリカセンダングサ

Bidens　pilosa．L．　var．　pitosa　　　　　　　　　　　　　．　　　．　　　　　　　　コセンダングサ

Bidens　polylepis　S．　F．　B　lake　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タホウタウコギ

Bidens　tripartita　’ k．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウコギ

Carduus　crispum　Lt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ヒレアザミ

Carpesium　abrotaneides　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　ヤプタバコ

Carpesium　cernuum　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　コヤブタバコ

CarpesiUJn　divaricatum　Siebold　et　Zucc．　var．　divaricatum　　　　　　　　　　　ガンクビソウ

Carpesi群m　diyaricatum　Siebold　et　Zucc．　var・abrotanoides（Ilatsum・　et　KQ　i　dz・）　H・Koyama

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホソバガンクビソウ

｛1葬cpes茎ifm　dtvaricatstm　Siebo玉d　et　Zucc．　va亡〃tatsuei（Tate㌔孔　et　Ki‘とa旺L）　Kitam，

crarpesiffm－　gtijssopdyiium　｝faxi皿．

鰯毎寵蒲諺彦舞鑛i皿

窮撹夢惣罵海珈¢（L＞鑑翫a櫨，碧tAsch・

鋳5毎蛮卓敏瑠溜雇葦議垂三夢xi｛三士a田．

獄雪魏房垂脚毒鱒参撫ヌπ｛働晦圭〉難鴛a唾．

ζ￥窪ξ羅跡忽姦だ物醐碍諺翼重重雛　　　．

ノッポロガンクビソウ

サジガンクビソウ

ミヤマヤブタバコ（ル擢ヤプ弼コ）

トキンソウ

アイズヒメアザミ

ダキバヒメアザミ

オニアザミ（オニノアザミ）
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Cirsium　dipsacolepis（｝・｛ax　iil）1Tfatsum．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モリアザミ（ヤブアザミ）　　　　　r

Cirsium　heiianum　Koidz．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゾヤマアザミ（トオノアザミ）

Cirsium　inundatum｝lakino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タチアザミ

cirsium／aponicum　Fisch．　ex　DC．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノアザミ

Cirsium　kagamontanum　Nakai　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カガノアザミ

Cirsium’matsumurae　Nakai　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハクサンアザミ（ケバクサンアザミ）

Cirsium　nambuense　Nakai　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　ナンブタカネアザミ

C∫rεfμ鷹吻ρoπ’c皿冊（Maxim）htakino　var．　incomptul7x（Maxim．　）Kitam．　　　　　　　トネアザミ（タイアザミ）

Cirsium　nipponicum（｝lax　i【の「，lakino　var．　nipponicum　　　　　　　　　　　　　ナンプア’ザミ

C∫緯μ〃z吻poπた鵬（h｛axim．）hlakino　vaL　sadoense　T．　Yamaz．　　　　　　　　　　サドァザミ

Ci「sium　no「iku「ense　Nakai　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノリクラアザミ

Cirsium　okOmotoi　Kitam．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョウシュウオニアザミ

Cirsium　oligophyltum（Franch．　et　Sav．）L｛atsu皿．　　　　　　　　　　　　　　　ノハラアザミ

Cirsium　pendutum・F　isch．　ex　DC．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タカアザミ

Cirsi皿m　purpura　tum（bfaxi【lh　）｝latsu皿，　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　フジアザミ

Cirsium　shinanense　T．　Sh　imizu　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　ヤチァザミ

cirsium　uetsuense　Kitan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　ウエツアザミ

Cirsiumyezoense（h［axim）Makino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サワアザミ

Conyza　canadensis（L．）Cronquist　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメムカシヨモギ

Cenyza　parva　Cronqu　ist　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケナシヒメムカシヨモギ

Conyza　sumatrensis（Retz．）Wq　lke　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオァレチノギク

Corεqρ5ε5加cεo妨αL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオキンケイギク

C。脚，’，耽f・・’・N・tt．　　　　’　　　　　　　　ハルシャギク

c。sm。、・bipinnat・・　Cav．　　　　　　　　　　　　・　コスモス
C，ass。cep’

?≠戟Bm　’ A，epidi。ides（BentのSM。。re　　　　　　　ベニバナボ・ギク
Dendranthema　boreale（Makino）Y．　Ling　ex　Kitam、　　　　　　　　　　　　　　　　キクタニギク

DendranthemaJ’aponicum（｝lak　i　no）Kitam　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リュウノウギク

D，。d，an，h，m。、rupest，。．（ll、tsu皿．，t　K。id・．）Kit・m　　　　　　　イワインチン（インチンヨモギ）

Eclipta　atba（L．）Hassk，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アメリカタカサブロウ

E。tip…th・・m・ti・　’Bung・’ @　　　　　　　　　タカサ7’pV（モト効サブ的）
Erechtites　hieraciifolius（L）Raf’ D　ex　D〔；．　　　．　　　　　　　　　　　　　　ダンドボロギク　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゾムカシヨモギ（1クムカシヨモギ）
Erigeron　acer　L　vaL　acer

E，iger。nac，，　L．。a，．　k・mtschaticus（DC．）　H・・d・・　　　　　　ムカシヨモギ．（ヤナギヨモギ）

E，iger。nac，，　L．。、r．　li。・a・・Y・ti・・’ iK。id・．）Kit・m　　　　　　ホソ・く劫シヨモギ

E，ig。r。n．annUUS（L．）P・・s．　　　　　　　　　　　　ヒメジ9オン

E，ig，，。π帥帥hiCttS　L．　　　　　　　　　　・　ハルジオン
E，iger。。勲わ，㎎∫醜Gray　sub・P．　gl・b・atus（A．・G・ay）H．・H…　　　　　ミヤマアズマギタ”

E，iger。n・th。。bergii　A．　G・ay・・b・P．　gt・b・a・us（A．・G・ay）狂Hara　vaL伽。ず・廊（li・・H…）臨・a．’ ｪ’’’”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョウシュ・ウアズマギク

E，ig，r。n・thunbergii　A．　Gray　・’sub・p．　thunbergii　　　　　　　　アズマギク’

助。ゴ。，’、，。伽，脚L・ub・P．”－モ?奄獅?獅唐?@　　．　　　　　　ヒヨドリバナ
E。p。t。ri。m・chinense　L．　sub、p．　・ac’ialinense（R　S・h・idt）Kit・m　　　　・ヨツバピヨ｝“hjl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フジバカマ
Eupaterium　fortunei　Turcz．

E。p。t。ri。m・laci。iatum　Kitail　　　　　　　　　　　サケバヒヨ陶

Eupat。ri。，n・lindt・y・nu・n　DC．　　　　　　　　’　　　サワヒヨドl」

E。p。t。，’蹄ゆ。，tit・m・（Maki・・）｝i・・at・　・t　H．　K。y…　　　　　　　ミツバヒヨド’）バナ
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E。p。t。ri。m，・rug。s。tr・　H。utt．　　　．　　　　　　　・　マルバフジバカマ

Faidlugium　iap　on　icum（L．　f．）KitaEn．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　ツワブキ

Galinsoga　guadriradiata　Rui2　et　Pav・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハキダメギク

G㎎ρ加勧灘φ肥D．　Don　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハハコグサ

Onaphalium　hyρoleucum　DC．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アキノハハコグサ

Gnaphalium　iaponicu．m　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　チチコグサ

Gnaphatium　pensylyanicum　Willd　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チチコグサモドキ

Gnapha　lium　pensyivanicum・v「Md　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タチチチコグサ

Gynura　japonica（Thunb．）Jue1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンシチソウ

Helianthus　strumOSttS　L，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イヌキクイモ

Helianthus　tube「osus　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キクイモ

Hemistepta　lyrata　Bunge　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キツネアザミ

Hie「acium　au「antiacum　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウリンタンポポ（エフデギク）

Hieracium／aponicum　Franch．　et　SaΨ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマコウゾリナ

Hieracium　umbetlatum　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤナギタンポポ

Hyp。伽酪励。。’。　L　　　　　　　　　　　　ブタナ（タンポ耗ドキ）
inula　britannica　L．　subsp．ノaponica（Thunb．）　Kitau　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　オク’1レマ

1nula　britannica　L　subsp．　linariaefolia（Turcz．）Kitan　　　　　　　　　　　　　　　ホソバオグルマ

lnula　ciliarts（Miq．）Maxim　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミズギク

inala　salicina　L．　var．　asiatica　Kita皿．　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　カセンソウ

lxeris　alpicoia（Takeda）Naka　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タカネニガナ

lxeris　ehinensis（Thunb．）Nakai　subsp．　strigosa（H，　Lev．　et　Vaniot）Kitain．　　　　　タカサゴソウ

lxeris　debilis（Thunb．）A．　Gray　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオジシバリ　（ジシバリ）

lxeris　dentata（Thunb．　ex｝lu　r　ray＞Naka　i　subsp．　dentata　var．　dentata　　　　　　　　ニガナ

iビet幽溶atentc犀ta　（「rhunb．　ex聾urray）　Naka‡　subsP．　dentata　va　r．　stolon］ifera　（Kita皿．）　Nemoto

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイニガナ

ixeriS　dentata（Thunb．　ex　Murray）　Nakai　subsp．　nipPonica　（Naka　i）　Kitam．　var．　nipPenica

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イソニガナ

Ixeris　dentata　（Thunb．　ex　Mu　rray）　Nakai　呂ロbsp．　nipPonica〈Nakti　i）　Ki七am　　Ψar．α∫西鍬｝rα　（Makino）　Nakai　f．　albptora

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シロバナニガナ

Ixeris　dentata（Thilnb．　ex　Murray）　聾akai　subsp．　nipponica（酊akai）　Kita皿．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　var．　albiPUora（Makino）Naka　i　fl　amplifolia（K　i　tai［L）Hiyama　　　　　　　　　　　ハナニガナ

㍍8r‘5　PO融ζ｛1ρ加14　CaSS、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノニガナ

盈ε瘤即ε欝（L．）A．　Gray　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハマニガナ

㍑ε爵蜘如垣角解《．Gray　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イワニガナ（ジシバリ）

ixeris　tamagawaensis（Makino）Kita瓜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カワラニガナ

梅∫諏ε爵ρ融羅頭面（Maxim）Kitam．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウガギク

bacttiea　indica　L・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アキノノゲシ

Lactitca　raddeana梅x　i延var．　elata（fie皿s　l．）Kitam．　　　　　　　　　　　　　　ヤマニガナ

Lactuca　scariola　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トゲチシャ

inctaca　sereria　Miq．　var．　pitipes（醗go）Kitam　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケムラサキニガナ

L鰯梶¢即κ吻維q．var．　soreria　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムラサキニガナ

伽鋤釘r瞬8吻忽Maxim．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマアキノノゲシ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（カラフトミヤマアキノノゲシ）

Lapsana｛apageneides　Max　im，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コオニクビラコ

Laysana　kamilis（Thunb，）lfakino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤブタビラコ・
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Leibnitz’a　anandria　（L．）　Turcz．

Leontopodiumノ’auriei（Beauverd）　Hald．－hIazz，　var・プlauriei

加oμ∫qpo4加鷹ノ「aur’εf（Beauverd）　Hand．－Maz三．　vaL　angustifolium　H・Hara　et　Kita卑・

be・nt・p・diumjap・nicum　Miq．　var．　jap・nicum

’Leontopodiuin／aponic血m　Hiq．　var．　shiroumense　Nakai　ex　Ki七｛皿

de叫canthemumソ昭9αrεLa皿．

Ligularia　dentata（A，　Gray）Hara

Ligu’αr丘afischerii（Ledeb．）　Turcz．

Li8u’ar・ia　stenocephata（Hax　iロL）　旺atsu皿．　et　Koidz．

ル1ごtri‘aria〃tatricarioides（Less．）　Ce（iL　Porter　ex　Britton

Matrica．　ria　petferata　H6rat

ルfiyamのノomena　saリatiet・i（Mak　ino）KitaIL

Paraserze｛：’o　adenos｛ソJo’dと∫（Franch．　et　Sav．　ex　Hax　i【a）　H・Koyalna

　Parasen君cio　deiphiniijol’us（Siebold　et　Zucc．）　H．　Koya皿a

Parasenecio　foi　tlarifo　litLs（Siebold　et　Zucc，・）H．　Koya皿a　var．プ’ai　fart701ius

　Parasenecioプlatfarifo’ius（S　iebold　e　t　Zucc．）　H．　Koya皿a　var・butbtYe

　Parasenecio　hastatiLs　（L．）　H．　Koya皿a　subsp．　tanakOe　（Franch．　et　Sav．’）　H・Koya皿a

　Parasenecio　nikOi冗ontanu岳（Matsu皿．）　H．　Koya皿a

Parasenecio　pe’∫加’itts（Makin。）H．　K。ya皿a

　Perちノa　rigidula　（旺iq．）　閥akino　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　I

　Pertya　trilOba（Mak　i　no）Mak　ino

　Petczsites／aPoni‘us　（Siebold　et　Zucc．）　湖axi皿．

　Picris　hiera‘ioides　L．　subsp．ノaponica　（Thunb．）　Kry　1　ov

　Pfcr誌hieracioicles　L．　subsp．　kamtschatica（Ledeb．）　Hult6n

Prenanthes　acerifolia（班axi皿）Matsu皿．

　Prenanthes　tanakae　（Franch．　et　Sav．）　Ko　idz，

R励εc肋枷αL．var．　P皿tcherrima　Farwell

　Rudbec」耐“lacinia飽　L．

　Sau∬urea　f｝an‘hetii　Koidπ．

　Saussurea　nikoensis　Franch．　et　Sav．　var．　nikOensis

　Saussurea　niiX｝e凪9酌　Franch．　et　Sav．　var．　se∬iliYlora　（Ko　i　dz．）　Kita皿・

　Saussurea　nipPonica　Hiq．　var．　hokurokue凪sis（KitanL）　Ohw　i

Saussurea　putchella　Fischer

　Saussurea　sagitta　Franch．

　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　Saussureaゆtera　Maxim

　Senecio　cannabifolius　Less．

　Senecioプlammeus　Turcz．　ex　DC．　subsp・gtabrt7t）∬ius　（Cufod脅）　KitaロL

　Senecio　nemorensis　L．

　Senecio　nikOensis　Miq．

　Senecio　pie　rotii　Miq．

　Senecio、ρseudoarnたa　Less．　　　　　　．

　5enecio　takecianus　Ki　ta皿L

　　Senecioリ以9αr‘酌　L．　　　　　　　　・

　　Serratula　coronata　L．　subsp、　insularis．（11jin）　K　i　tam・

　　5・iegesbeclda　orientatis　L．　subsp，8’abrescens　（Mak　ino）　1｛ita｛n

siege・b・c伽・r’・nta’i・　L，　subsp．卿…ertS（｝lak・in・）Kitam・

センボンヤリ（ムラサキタンポポ）

ミヤマウスユキソウ（ヒナウスユキソウ）

ホソバヒナウスユキソウ

ウスユキソウ

ミネウスユキソウ

フランスギク

マルバダケプキ（マルパノチョ列ヨウソウ）

オタカラコウ

メタカラコウ

コシカギク（オロシャギク）

イヌカミツレ

ミヤマヨメナ（ノシュンギク）

カニコウモリ

モミジガサ（モミジソウ，シドケ）

ウスゲタマブキ

r（klaxim　）H．　Koya皿aタマプキ

　　　　　　　　　　　　　　　イヌドウナ

　　　　　　　　　　　　　　　オオカニコウモリ

　　　　　　　　　　　　　　　タイミンガサ

　　　　　　　　　　　　　　　クルマバハグマ

　　　　　　　　　　　　　　　オヤリハグマ

　　　　　　　　　　　　　　　フキ

　　　　　　　　　　　　　　　コウゾリナ

　　　　　　　　　　　　　　　カンチコウゾリナ（タカネコウゾリナ）

　　　　　　　　　　　　　　　フクオウソウ

　　　　　　　　　　　　　　　オオニガナ

　　　　　　　　　　　　　　　　アラゲハンゴンソウ（キヌガサギク）

　　　　　　　　　　　　　　　　オオハンゴンソウ

　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤマキタアザミ

　　　　　　　　　　　　　　　　シラネアザミ（アキノヤハズアザミ）

　　　　　　　　　　　　　　　　クロトウヒレン

　　　　　　　　　　　　　　　　ホクロクトウヒレン

　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメヒゴタイ

　　　　　　　　　　　　　　　　ヤハズトウヒレン

　　　　　　　　　　　　　　　　ヤハズヒゴタイ

　　　　　　　　　　　　　　　　ハンゴンソウ

　　　　　　　　　　　　　　　　コウリンカ

　　　　　　　　　　　　　　　　キオン（ヒゴオミナエシ）

　　　　　　　　　　　　　　　　サワギク（ボロギク）

　　　　　　　　　　　　　　　　サワオグルマ

　　　　　　　　　　　　　　　　エゾオグルマ

　　　　　　　　　　　　　　　　タカネコウリンカ

　　　　　　　　　　　　　　　　ノボロギク

　　　　　　　　　　　　　　　　タムラソウ

　　　　　　　　　　　　　　　　コメナモミ

　　　　　　　　　　　　　　　　メナモミ
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Solidago　aitissima　L．

5θ’idago　gigan　tea　A　i　ton　var．　leiophy”a　Fernald

So”dngo　virga皿rea　L．　subsp．　asiat’‘a（Nakai　ex　H．　Hara）　1｛itε皿L　ex　H．　Hara

50’idago　virgaurea　L．　subsp．’eiocarjワa　（Benth．）　Hult6n

SolidagO　yokusaiana｝lakino

Sonchus　aspel・（L．）　Hi1ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Son‘h　us　brachyo加5　DC．

Sonch肱50’erac召us　L．

Sンnei’esis」ρロ’mata　（Thunb．）　Max　im．

5ンnurus　pungens（Franch．　et　Sav．）　Kita皿．

Taraxacum　atbidu〃z　Dah　l　s　t．

TarCZA　acum　aiρicola　I｛ita皿．

Taraxacum　arakii　K　i　t　a1乱

Taraxacum’aeりi8・atum（Wi　l　I　d．）　DC．

乃燃鰯脚旗加’εWeber

Tarexacum　pla　tycarpu〃霧　Da｝11st．　subsp．　hondoense（Nakai　ex　Koidz．）　Horita

Taraxa‘以凧tソenロstum　H．　Koidz．

Taraxacu〃zンatsugatロkOnse　H．　Ko　i　d2．

レ「erbes’na　atterniTotia（L．）　Britton　ex　Kearney

Wede’ia　prostrata　（Hool｛．　et　A　rn．）　He皿s　1．

Xanthiu加ita’iCU〃1　110retti

Xanthium　oc｛：identa’ε　Berto1，

Xanthium　strumarium　L，

ybロ㎎’αdentiCU’ata　（Heu　t士．）　Kita且L

Youngiaゴaponica　（L．）　DC．

セイタカアワダチソウ

（セイタカアキノキリンソウ）

オオアワダチソウ

アキノキリンソウ

ミヤマアキノキリンソウ（コ淋ギク）

アオヤギバナ（アオヤギソウ，　料ナグの

オニノゲシ

ハチジョウナ

ノゲシ（ハルノノゲシ）

ヤブレガサ

オヤマボクチ

シロバナタンポポ

ミヤマタンポポ（タテヤマタンポポ）

ヤマザトタンポポ

アカミタンポポ（キレハ了カミクン赫）

セイヨウタンポポ　　　　　　　・

シナノタンポポ

エゾタンポポ

ヤツガタケタンポポ

ハチミツソウ（ハネミギク）

ネコノシタ（ハマグルマ）

イガオナモミ

オオオナモミ

オナモミ

ヤクシソウ

オニタビラコ

MONOCGTYILEPONEAE単子葉植物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A韮1窓raat嚢ceae

／1’is〃；a　cana’たロ’atum　A．　BrauIi　e七C．　D．　Bo韮¢hξ

／狸」’5〃軍a」ρ1απ’α80－aqua∫ica　L．　var．　orienta∬ε　Sa1匡

Ca’des　ia　parntzsst70tia（Bassi　ex　L．）　Par　l，

Sag’ttaria　aginash’Mak　ino

’Sagit施ria　pygmaea　Miq，

Sagittaria　tt‘むeotia　L．

オモダカ科

ヘラオモダカ

サジオモダカ

マルバオモダカ

アギナシ

ウリカワ

オモダカ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hydrochariねceae

Biyxa　aubertii　RiC　i．

Blyxa　echinosperma（C．　B．　C　l　ark∈｝）　Ho　ok．　f．

君醜αノaponica〈謎iq，）　盟axi【乱　ex　Asch．　et　Gur1｛e

五710dea　nuttal1．ii（Planch．）　St．　John

Hydiゴtta　yerticillata（L．　f，）Rich．

Hydrucharis　dubia（B重u朋e）Backer

。乙im」肋σ占孟」um　laey’8・atum　（Hu田b．　｛き㌻　Bonp1畳　ex　導i工1d雷）　He三ne

トチカガミ科

マルミスブタ

スブタ（ナガバスブタ）

ヤナギスブタ

コカナダモ

クロモ（クルマモ）

トチカガミ

アマゾントチカガミ

一54一


