
池上義信先生　著書と関連文献など
石沢進（編）

文　献

服部新佐・高木典雄・池上義信・清水大典（1953）　我国にお

　けるPTILIDIUM属の苔類（其一）．服部植物研究所報告

　第9号；19～25．

　Ptilidium　ciliare　（L．）Hampe，　P．　putcherrimum　（Weber）

　Ha叩e，　P．　calijornicum（Aust．）Underw．　et　Ceok．の3種を

　言己録。

池上義信（1956）蕪類植物短報（1）癬苔地衣雑報No．8：

　3．

　Cololq／eunea　hattorii　Ikeg．（C．yamanakana　Ka皿i皿．

　Synony皿），　Pleurozia　purpurea　（Lightf．）　Lindb．，

　FruUania　nodutosa（R．　B．　N．）Nees，　Ha　rpan　th　us　scutattLS

　（Web．　e　t　｝lohr．）Spr．，Pleuroclatin　albesce凪s　（Hook．）

　Du凪，Ptγchocoleus　nipponiCLtS　Hatt．，Porel’a　stephaniana

　（Mass．）Hatt．，Lopholq／eunea　apptanata　（R．　B．　N．）

　Hatt．，　Plectocolea　comata　（Nees）Hatt．，　FruUania

　motoyana　Steph．の10種を記録。

池上義信（1956）新潟植物雑記（D　北陸の植物　5（3）：90

　～92．

　（1）ヤマグルマ、（2）サドテンナンショウ、（3）バシク

　ルモン、④北蒲原郡松浦の社叢、（5）コバンアシの漂

　着について報告

池．ヒ義信（1957）数種の花色異品　植物研究雑誌　32（4）：

　127－128．

　（1）アカバナヒキオコシ、（2）シロバナユキツバキ、（3）

　シロバナオニァザミ、（4）シロバナカガノアザミ、（5）

　シロバナサドブシ、（6）シロバナエチゴトラノオ、（7）

　シロバナコバギボウシを記載している。

池上義信（1957）On　Pleurozia　purpurea　in　Japan　and

　For皿osa　Jour．　Hattori　Bot．　Lab．　No．18：65～69．

　Pteurezia　purpurea（苔類）が谷川連峰に産することを発

　見し、記録している。本種はヒマラヤ、ハワイ、アラス

　カに分布しているが、台湾と日本に新しく隔離分布して

　いることを記し、同じような分布型をとる種には

　Anastrepta　orcadensisとScapania　ornithopodioidesがあ

　ることを指摘している。

池上義信（1959）越後キリン山の植物　きりん山の植物と

　歴史　新潟県津川町　きりん山の植物相を記録、解説し

　ている。

池上義信（1972）粟島の植物新潟県文化財調査年報第11

　「粟島」：139～214．新潟県教育委員会

　　粟島の植物相を記録、解説している。

池上義信・斎藤孝・庄司清裕（1975）秋田県由利郡金浦町

　勢至公園のコケ類にっいて．フロラ山形．31：35～36．

池上義信・庄司清裕・斎藤孝（1976）立谷川上流（奥山寺）

　のコケ類．立谷川上流自然環境学術調査報告：236－244．

　山形市．

池上義信・庄司清裕・斎藤孝（1981）酒田・飽海地区の平野

　とその周辺部におけるコケ類にっいて（1）樹幹上に着

　生するコケ類の分布．フロラ山形37：28－32．

池上義信・斎藤孝・庄司清裕（1982）酒田・飽海地区の平野

　とその周辺部におけるコケ類にっいて（2）土～岩石産

　のコケ類の分布．フロラ山形．38：7－11．

池上義信・庄司清裕・斎藤孝（1983）酒田・飽海地区の平野

　とその周辺部におけるコケ類にっいて．（3）採集標本目

　録フロラ山形．39：16－22．

池上義信（1983）　E．新潟県の植物新潟のすぐれた自然一

　新潟県自然環境保全資料策定調査書植物編：17～23．新

　潟県環境保健部環境保全課

池上義信（1995）多雷地域における植物の生態的分布解明

　の試み一ユキツバキの分布圏をとりまく植物の分布類型

　一［1995年度植物地理・分類学会賞受賞記念講演（要旨）］

　植物地理・分類研究43（1－2）：1－・7．（石沢進と共著）

池上義信（監修）・石沢　進（編集）（1980）新潟県植物分

　布図集　第1集　植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社出版）178pp．

池上義信（監修）・石沢　進（編集）（1981）新潟県植物分

　布図集第2集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社出版）448pp．

池上義信（監修〕・石沢　進（編集）（1982）新潟県植物分

　布図集第3集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社出版）438pp．

池上義信（監修）・石沢　進（編集）（1983）新潟県植物分

　布図集　第4集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社出版）457pp．

池上義信（監修）・石沢　進（編集）（1984）新潟県植物分

　布図集　第5集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社出版）514pp．

池上義信（監修）・石沢　進（編集）（1985）新潟県植物分

　布図集　第6集　植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社出版）476pp．

池上義信（監修）・石沢　進（編集）（1986）新潟県植物分

　布図集　第7集　植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷
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　株式会社出版）458pp．

池上義信（監修）・石沢　進（編集）（1987）新潟県植物分

　布図集　第8集　植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社出版）498pp．

池上義信（監修）・石沢　進（編集）（1988）新潟県植物分

　布図集　第9集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社出版）533pp．

池上義信（監修）・石沢進（編集）（1989）新潟県植物分

　布図集　第10集　植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社出版）563pp．

池上義信（監修）・石沢　進（編集）（1990）新潟県植物分

　布図集．第11集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社）96PP

池上義信（監修）・石沢　進（編集）（1991）新潟県植物分

　布図集．第12集　植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社）128PP．

池上義信（監修）・石沢　進（編著）（1992）新潟県植物分

　布図集．第13集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社）．98PP．

池上義信（監修）・石沢　進（編著）（1993）新潟県植物分

　布図集．第14集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社）．100pp，植物同好　　　　　　　　　　　’

池上義信（監修）・石沢　進（編著）（1994）新潟県植物分

　布図集，第15集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社）137pp．

池上義信（監修）・石沢　進（編著）（1995）新潟県植物分

　布図集．第16集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社）工19PP．

池上義信（監修）・石沢　進（編著）（1996）新潟県植物分

　布図集．第17集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社）138pp．

池上義信（監修）・石沢　進（編著）（1997）新潟県植物分

　布図集．第18集植物同好　　じねんじょ会（コーエイ

　印刷株式会社）103pp．

池上義信（監修）・石沢　進（編著）（1999）新潟県植物分

　布図集．第19集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社）93pp．

池上義信（監修）・石沢　進（編著）（2000）新潟県植物分

　布図集．第20集植物同好じねんじょ会（コーエイ印刷

　株式会社）110pp．

本間義治・池上義信（工964～92）新潟県の生物に関する新

　着文献紹介欄No．　1～28．新潟県生物教育研究会

　　新潟県の植物の分布や形態に関する文献を紹介してい

　　る。

池上義信（1978）総括責任者

　第2回自然環境保全基礎調査、特定植物群落調査報告書、

新渥県

池上義信（1981）調査者代表

　第2回自然環境保全基礎調査、現存植生図・新潟県

その他

池上義信編（1936）佐渡天産解説　博物研究第1号（相川中

　学校博物1司好会）［謄写］

池上義信（1937）佐渡博物雑記　相川中学校湘陽会会誌

　第7号：18～21．

池上義信（1942？）動植物名漫談女学生新聞　2巻（4号）：

　16－18．

池上義信（1950）　とや野を惜しむ　江風（新潟市立新潟高

　校創立十周年記念号）：38～40．

池上義信（1970）ペキンヤナギ　江風（新潟県立新潟南高

　校創立三十周年記念誌）；55～58．

　　同上　　　　江風30年江風（新潟県立新潟南高校創

　立三十周年記念誌）：93～100．

池上義信（1981）西山のシラカバー新潟、東蒲原郡上川

　村一　四季のつどいNo．7：（巻頭）東蒲自然同好会．

池上先生と植物名

　池上先生を記念した植物名

○　ユキグニカンアオイHeterotropa　ikegamii　F．　Haekawa

　ex　Y．　Maekawa　in　J．　Jpn．　Bot．［植物研究雑誌］63（2）：33

　－38（1988）前川歯己（1988）i新種ユキグニカンアオイ

○　コシノホンモンジスゲ　Carex　stenostachys　Franch．　et

　Savat．　var．　ikegamiana　T．　Koya皿a　var．　nov，　in　Ac七．

Phytot．　Geobot．［植物分類地理］16：10－11（1955）

　越後：東蒲原郡麟麟山Y．　Ikega皿i　25937（type）；弥彦

村1．lto　2919；Nakatanimura　Y．　lkegami　25986・26025；冒

　高田Llto；春日山S．　Sasaoka；Kawauchi皿ura　I．　lto

の標本引用。

○　カリワザサArundenaria　ikegamii　Nakai　in　J．　Jpn．

　Bot．10：576（1934）

　　越後：刈羽郡内郷村別山Y．　Ikega皿i（typus）の標本に基

づいて記載。

　　本種は、鈴木貞雄（1982）　日本タケ科植物図鑑「日本

　タケ科植物総目録」増補改訂版によると（以下鈴木貞雄）

　ヤマキタザサ（ヒメスズタケ）Sasctella　bisauchii

　（Makino）Makino　in　J．　Jpn　Bot．　6：15（1929）のシノニム．

○　リョウツザサSasa　iilaegamii　Nakai　in　J．　Jpn，　Bot．

　11：372（1935）
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　佐渡島両津Y．　Ikega皿i　no．48，　Feb．　20，　1935（typus）の

標本に基づいて記載。

　本種は、鈴木貞雄によるとシナノザサ（クマイザサ）

Sasa　senanensis（Frach．　et　Savat．）Rehderのシノニム．

ついて記載。

　本種は、鈴木貞雄によるとクリオザサ・ゲンケイチク

Sasaella　masamunenana　（Mak　ino）　Hatusima　et　Muroi

in　Sugimoto，　New　keys　Ja琵Tr．475（1961）のシノニム。

池上先生の標本に基づく植物名

○　アラゲサドザサ　Arundinaria　aihawaensis　Nakai　in

　J．Jpn．　Bbt．11：369（1935）

　　佐渡島相川Y，　Ikega皿i　no．49，1934（typus）の標本に

　基づいて記載。

　　本種は、鈴木貞雄によるとシオバラザサSasaella

　shiobarensis’（Nakai）　Nakai　ex　Koidz．　in　Acta　Phytot．

　Geobot．10：297（194Dのシノニム。

○　アシナガザサ　Arundinaria　tongipes　Nakai　sp．　nov．

　in　J．　Jpn、　Bot．10：746（1934）

　　越後：刈羽郡刈羽村字刈羽Y．Ikegami（typus）の標本

　に基づいて記載ゆ

　　本種は、鈴木貞雄によるとミヤギザサSasaetla

　hiciαensis　（h｛akino）h｛　akino　var．　muraii　（Makino　et

　Uchida）S．　Suzuki　in　J．Jpn．　Bot．56：219（1981）のシノニ

　ム。

○　シイヤザサ　Arundinaria　glabra　Nakai　sp．　nov．　in

　in　J．　Jpn．　Bot，10：743（1934）

　　越後：刈羽郡椎谷　Y，Ikega皿i（typus）の標本に基づい

　て記載。

　　本種は、鈴木貞雄によるとクリオザサ・ゲンケイチク

　Sasaelta　ntasamunenana　（Makino）Hatusi皿a　　et　Muroi

　in　Sugi皿oto，酊ew　keys　Jap．　Tr．475（1961）のシノニム。

○　ケシイヤザサArundinaria　glabra　Nakai　var．　pilosa

　Koidz．　nov．　var．　in　Act．　Phytot．　Geobot．6：277（1937）

　　越後：刈羽郡内郷村ka皿ata　Y．　lkega皿i　n。．　417，新潟．

　Y．　rkegami　no．422の標本に基づいて記載（同上）。

○　ナイゴウシノArundinaria　kOriwaensis　Koidz．　nov．

　sp，　in　Act．　Phytot．　Geobot．6：276－・277（1937）

　　越後：刈羽郡内郷村ka皿ata　Y．　Ikegami　no．416の標本

　に基づいて記載。

　　本種は、鈴木貞雄によるとコガシアズマザサSasaella

　kOgase凪sis　（Nakai）Nakai　et　Koidz．　in　Act．　Phytot．

　Geobot．10：297（1941）のシノニム。

○キタノザサArundinaria　kitanoensis　Nakai　sp．　no．

　in　J．　Jpn　Bot．11：370（1935）

　　越後：刈羽郡二田村字北野Y．Ikega皿i　No．44（Jan．3，

　1903）（typus）の標本に基づいて記載。

　　本種は、鈴木貞雄によるとクリオザサ・ゲンケイチク

　Sasaetla　masamunenana（Makino）Hatus　i皿a　　et　Huroi　in

　Sugi皿oto，　New　keys　Jap．　Tr．　475（1961）のシノニム。

○　コシシノArundinaria　kOshiensis　Ko　idz．　noΨ．　sp．　in

．Act．　Phytot．　Geobot．6：276－277（1937）

　　越後：刈羽郡内郷村別山Y．　Ikegami　no．433の標本に基

○エッサシノArundinaria　yessaensis　Koidz．　nov．　sp．　in

　Act．　Phytot．　Geobot．6：278（1937）佐渡　Nikoo　Y．

　Ikegami　no．　419の標本に基づいて記載。

　　本種は、鈴木貞雄によるとシオバラザサSasaeUa

　shiobarensis（Naka　i）　Nakai　ex　Ko　idz．　in　Acta　Phytot・

　Geobot．10：Z97（1941）のシノニム。

Q　コシメダケPleiobtastus　kOshimenii　Ko　idz・nov・sp・

　in　Act．　Phytot．　Geobot．6：279（1937）

　　越後：刈羽郡刈羽村刈羽Y．　lkegami　no．427の標本に基

　づいて記載。

　　本種は、鈴木貞雄によるとトヨオカザサpteioblastus

　huniilis（｝litf．）Nakai　in　J．　JplL　Bot．11：2（1935）のシノ

　ニム。

○　フタダザサ　Sasa　jUtadensis　Nakai　in　J，　Jpn．　Bot．

　11：375－376，531－532（1935）

　　刈羽郡二田村Y．Ikega皿i　no．42，　Jan．3、1935（typus）

　の標本に基づいて記載。

　　本種は、鈴木貞雄によるとエゾミヤマザサSasa

　tatewain’ana　Makino　in　J．　Jpn．　Bot、　5：41（1928）のシノニ

　ム。

○　カリ・ワザサ　Sasa加r帥αα酪Koidz．　nov・sp・in　Act・

　Phytot．　Geobot．6：282－283（1937）

　　越後：刈羽郡内郷村別山Y．　Ikega皿i　no．439の標本に基

　づいて記載。

　　本種は、鈴木貞雄iによるとオオバザサSasa

　megatophソUa　Mak　ino　et　Uchida　in　J・Jpn・Bet・6：23

　（1929）のシノニム。

O　スヨシザサSasa　kOshiensis　Ko　idz．　sp．　nov．　in　Act．

、
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　Phytot．　Geobot、6（2）：73（193？）

　　越後：　悠久i－1＿i　G．Koidzumi（tyPUS）

　　越羨；刈羽郡内郷村別山（lg￥、　Ikegami）の標本引用。

　　本種は、鈴木貞雄によるとオゼザサSasa　yakikOensis

　li、k三。。　va，．。sean。〈k｛akin。　et1　N。k。帆S。。。ki　i・

　Jap，　Jpn．　Bot．19：123（1965）のシノニムe

O　アラゲチシマザサSasa　naigoensis　Nakai　in　J．　jpn．

　Bot．11：377（1935）

　　メlj羽￥那内郷著『t字ノj　N野内　￥．　I　kegami　no．43，1935　（typus

　foliorum）及び

　　刈羽郡内郷村字別山Y．Ikegami　no．・21，1934（typus

　florum）の標本に基づいて記載。

　　本種は、鈴木貞雄によるとカワウチザサSasa　suzuftii

　鯉akaS　in　J．　Jpn．　BGt、11：79（1935）のシノニム。

OケザサSasa　pubens　Nakai　iR　J，jpn．　Bot，11：83

　（1935）

　　基準産まLlj　eま新潟票メ瑠羽郡内郷右重琵｝ij山　Y．王kegami

　（tyPUS）の標本に基づいて記戴。・

○　アイカワザサSasa　yahikOensis　Mak　ino　var．　glabeiia

　Nakai　in　J．　Jpft，　Sot．11：375（1935）

　　佐渡濫根淵￥．　Ikega皿i　no．　39，1934（typus）の標本に

　基づいて記載。

　本種は、鈴木貞雄によるとシコタンザサSasa，

yahikOensis　AlakinQ　var．　depauperata　〈Takeda）　S．

　Suzuki鎗J．　Jpn．　Bot．19：21（1965）のシノニム。

O　ナガバヤピコシノSasaelta　Yasabureana　Ko　idz．　nov．

　sp．

　　小泉源一　日本竹笹科新品　植物研究雑誌22（Nos．1

　～2）：7．1948

　本種は、鈴本貞雄によるとオオバザサSasa
　megalophylla｝Iak三no　et　Bchida　in　j，jpn．　Bot．6：23

　（姶2§）のシノニム。

○　コシノコチク，4rttntiinarin　praeumbrans　Ko　idz．　fiOV．

　sp．三n　Acta　Pま｝y‡ot．｛｝eobot，1｛｝（1）：61一δ2，　1941．

　Y．　lkeg…掘三ge．　428，725の標本く薪潟県栽培品）に基づい

　て記載。

　本種は、鈴本貞雄によるとミヤギザサSasaella

kidaensis（叢aki丑の｝fakin⑪田L　muraii〈藍ak圭ao　et

　彗chitia）　S．　Suzuki擁」．　Jpa　Bet，　5§；219〈1981）のシノニ

　ム

O　Piagiotbecium　ikegam　ii　Sakurai　new　sp．〔コケ植物］

　櫻弁久一植物額雑誌62：1131949

　　Y．Ikegami餌o．11210糸魚規市蓮華温泉下14eOmの標

　本に基づいて記載。

　　本種は、現在Piagiethecium　cavifoiium（Brid．）Z．

　Iwats．　var．　faiiax（Cand．　et　Th　E　r）Z．　lwats．のシノニ

　ムo

その弛基準標本

O　カクダザサpieiobiastits　pseudoginearis　Koidz．　pov．

　sp．

　　ノjx泉源一墨　　Ei本」肖「笹科新品　第ノ天　Bambusaceae　novae

　Japonicae　’VIIi

　　　植物分類、地理10④：255－256．　1941

　　　　　　西蒲原郡角田村の標本に基づく。

書評・出賊紹介

　池上義信（監修）・石沢進〈編集）新潟県植物分布図集

　　第1集　荊川文夫・原　寛・金弁弘夫（1981）植物碍究

　　　　　　　　　　　　　雑誌56（6）：168．

　　　　　清水建美（1981）長野票植物研究会誌　14：

　　　　　　　　　　　　　66．

　　　　　　　　　（1981）　1直物と自然15（le）：3〔L

　　第2集前鰻文央（1982＞植物硬究雑誌57（？）；216．

　　　　　里見信生（1982）　植物地理・労類研究（北陸の

　　　　　　　　　　　　　植物）　3｛）（1）：　47．

　　　　　契山春季（1982）　レポート日本の植物No．

　　　　　　　　　　　　　13：125．

　　第3集離月1文夫（1983）植麹破究雑誌58（8）：247．

　　　　　揮藤至（1983）　レポート日本の植物No．

第4集里見信生（1984）

　　　清水建美（lgs4＞

　　　撰藤至く198の

第5集里見鱈生（1985）

第　6婁芸…　　金ラ封：弘夫（1986）

　　　岩槻邦男（1986）

墨見信生（1986）

清水建美（1986）

17；164．

植物地王里．ラ｝繍究　32（2）：

160．

長野県植物Ell究会誌　1？：

79．

レポート日本の植物No．

22；20．

植物地理・分額研究33（1）：

39．

植物誘究雑誌61（2）：56．

植物分類・地理37（1－3）：’

96．

植物地理・分類研究34（1）：

8
．

長野県植物薪究会誌　19：
9
．
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第9集　小山博滋（1989）

第12集　岩槻邦男（1992）

植物分類・地理40（1－4）：

12．

植物研究雑誌67（4）：246．

講演会と関連資料

○採集案内（June　1954／S29）

　　駒ケ岳の植物第四回登山講習会講演会新潟鉄道管理

　　　局

○山岳部（Aug．　18・19，1956／S31）

　　特別講座夏期生物採集にっいて婦人教養会（新大教

　　　育学部）（July　12，1958／S33）

○新潟市浦浜小学校研究会（Sept．29，1959／S34）

○巻機山指導者講習会新潟鉄道局山岳部（June　12，　1960／

　S35）

○佐渡、佐和田町・鍛治町植物採集理科実験講座新潟県

　教育庁佐渡分室　新潟県理科センター研修会（Aug．　5，

　1960／S35）

○植物の採i集と分類理科実験講座新潟県教育庁下越tll

　弓長戸斤　（　AugL　10，1960／S35）

○小木の城一薬師峠植物採集講師高等学校行事（June　17，

　1962／S37）

○飯豊山登山講習夏季登山大会及び国体強化合宿新潟県

　高校体育連盟（Aug．　3－8、1962／S37）

O豊かな町づくりのために　新成人教養講座　新潟市教育

　委員会（Feb．　12，1970／S45）

○記念講演”自然の観照”新潟市立工業高等学校創立25周

　年（Oct．12，1971／S46）

○新潟市青年教養講座角田山：植物観察会新潟市教育委

　員会（June　4，1972／S47）

○自然に親しむ　海と山に親しむ青年のっどい新潟県立

　青少年研修センター（July　21，1972／S47）

○山と自然に親しむ青年教室新潟市教育委員会Glay　11，

　1973／S48）

○新潟の自然市民教養講座（May　31，1974？）

○野外植物調査研修会新津1小付近の植物調査（Sept．11，

　1975／S50）

O自然の観照一新潟市近郊の植物一（1）新潟市中央公民館

　中央ことぶき大学（Sept．26，1978／S54）

○自然の観照一新潟市近郊の植物一②新潟市中央公民館

　中央ことぶき大学（Oct．3，1978／s54）

○新潟の自然市民教養講座（May　31，　1979／S54）

○新潟の生物の生いたち（新潟近郊の植物相）市民教養講

　座（Aug．24，1979／S　54）

○自然の観照中央ことぶき大学（Sept．26，0ct．3，　1979／

　S54）

○身近な野草（科学・文学・民俗の面から〉新潟市中央公民

　館中央ことぶき大学（June　11，1980／S55）

O自然の観照自然と語る市民セミナー新潟市鳥屋野地区

　公民館（May　22，1981／S56）

○自然散策、砂丘と植物自然と語る市民セミナー新潟市

　鳥屋野地区公民館（Jvne　l4．1981／S56）

○砂丘と自然にっいて　新潟市西地区公民館（Sept．10，

　1982／S57）

○ふるさとの自然自然の観照新潟市鳥屋野地区公民館

　（Hay　19，1983〆S58）

○砂丘の植物砂丘に咲く花のいろいろ自然の観照新潟

　市鳥屋野地区公艮館（Aug．　4，1983／S58）

　　砂山のうた（Nov．27，1983）

○ふるさとの木々・草々身近な草木新ふるさと学級84新

　潟市鳥屋野地区公民館（June　12，1984／S59）

○新潟の自然（新潟砂丘・鳥屋野潟の植物）新潟市鳥屋野

　地区公民館（Oct．　16，1984／S59）

○じゅんさ池とその付近の自然にっいて　新潟市中地区公

　民館　ふるさと学級（Nov．　8，1984／S59）

○自然の観察　日本初等理科教育研究会新潟支部総会

　（June　30，1985／S60）

○新潟市の緑の移り変わり　昭和62年度緑化講演会新潟

　市都市計画部公園緑地課（Oct．29，1987／s62）

山岳研究会・観察会資料

池上義信（1949）植物採集案内山之下物見山附近　Oct．

　8，1949

池上義信（1951）砂丘の植物（5月）　大畑小学校採集会

　｝Iay　15，　1951

池上義信（1955）第一回山岳研究会新潟県の高山植物．

　新潟市山岳連盟NO．　2：5－16，

池上義信（1956）駒ヶ岳の植物　新鉄山学会講習会要旨

　於Aug　18，1956

池上義信（1960）新：潟鉄道局山岳部指導者講習会June

　12，1960　巻機山植物メモ

池上義信（1962）高体連飯豊登山講習Aug．　3－6，1962

池上義信（1965）木曽駒岳植物案内　July　22，1965

池上義信（1968）採集手引きりん山の植物［新潟大学理学

　部学生実習］Sept．　23．1968

池上義信編（1935）博物研究第一号

好会

相川中学校博物同

教育資料

　池上義信（担当）くらしの科学　生物

　　　　　　　　（9回34単元で開講　開講年不詳）
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筆記資料

　中一」一“言専士　　談話 Oct．1950津川にて

学会賞受賞

　1995年植物地理・分類学会賞受賞

兼務関係

　新潟大学理学部講師　昭和48年（1973）5月1日

新潟県関連委員

　　新潟県自然環境保護審議会　昭和47年9月～昭和48年

　　3月

　新潟県自然環境保全審議会　昭和48年4月～平成元年

　　3月

　　ブナ自然林保全対策緊急調査員　昭和61年5月　昭和

　　63年3月

派遣依頼

○南魚沼郡文化財総合調査補充調査　昭和50年6月21日一一6

　月23日　新：潟県教育委員会教育長

○津南町植物総合調査　昭和51年7月9・10日　津南町植物

　総合調査班長津南町教育長月岡槍＊

○津南町植物総合調査　昭和51年9月25・26日　津南町植物

　総合調査班長津南町教育長月岡槍＊

○鹿瀬町文化財指定調査昭和60年9月5日　鹿瀬町教育委

　員会教育長伊藤金一郎

薪聞記事

○珍しき笹4種刈羽の内郷村別山は…・學会の貴重な費

庫（池上先生の調査によりケザサ、シヒヤザサ、カリハザ

　サ、アラゲチシマザサ（中井帝大博士が命名）

　　　　　　　東京朝日新聞1934年（昭和9年12月25日）

○相中池上教諭が笹の新品種発見、東大中井博士が命名

　（アイカワザサ、リョウツザサ、アラゲサドザサの発見）

　　　　　　　　新聞名と発行日不祥（1935昭和10年？）

○高校物がたり科学振虞が表看板珍しい教科の全面的選

　択

○市立新潟高校（昭和26年ごろの池上先生の生物研究室で

　の活躍紹介）　　新潟日報　1951年（昭和26年）1月27日

○コケの研究未だ知られざる興味外国では一般人の同好

会も　コケの種類は約三万種

　　少年少女新潟日報（日刊）1951年（昭和26年）9月21日

○滅びゆく灘地帯植物…土地改良事業の普及で…・・

　　せめて写真標本に　新潟南高池上教官が悲痛な叫び

　　　　　　　産業経済新聞1954年（昭和29年）9月21日

○創立25周年を迎える　記念講演”自然の観照tt新潟市工

　タイムス

　　　　　　　新薦市立工業高等学校新聞部

　　　　　　　　　　　　（昭和46年）10月10日（第81号）

○植物標本が泣いている”求むカビ、虫よけに保管場所

　［話題スペシャル］

　二学者足で集めて50万点”数十億“の貴重資料　全県下

　　を網羅分布図集も次々出版

　　　　　新潟日報（夕刊）1983年（昭和58年）1月29日

○コツコツ50年植物標本37万点元南高教諭池上さん

　　新潟市にピックな寄贈県内の”栄枯盛衰史”集大成

　　　　　新潟日報（夕刊）1983年（昭和58年）9月27日

050年の集大成、三十七万点を寄贈一池上さん、全国に類

　なき植物標本を市に一

　　　　　　市報にいがた　1983年（昭和58年）10月9日

○牧野博士をしのぐ標本数　37万余点の植物標本を寄贈す

　る池上義信氏（73）

　　　　朝日新聞（新潟版）　1983年（昭和58年）10月17日

○「37万点！市民の宝です」池上さんの植物標本受納資料

室オープン　　　新潟日報　1984年（昭和59年）2月9日

○にいがたの本新潟県植物分布図集、第六集植物同好じ

　ねんんじょ会

　Jすべて標本をもとに（約37万点の池上義信教諭の標本

　　を紹介）

　　　　朝日新聞（新潟版）　1986年（昭和61年）11月27日

○池上さん寄贈の標本まとめ　新潟市　植物資料館「建設

　しよう」　準備集会で構想を講演

　　　　　毎日新：聞（新：潟版）1994年（平成6年）10月16日

○植物研究家尾崎富衛さん　植物標本37万点が危機に

　　「資料館」の設立を保存とr般公開求める会発足へ

　　　　　朝日新聞（i新潟版）1994年（平成6年）11月21日

新聞以外の池上先生活動紹介

○植物研究に静かな情熱一膨大な標本、市に寄贈一　池上
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　さん

○結晶新潟商工会議所季…報第3号：14一ユ5．昭和58年

　（1983）11月

○たのしむ人を訪ねて日本有数のかくれた植物学者池上

　さん

　　「さぶ」ダスキンのおたより1994年8月24日（平成6年

　　盛夏号120号）：6頁

池上先生主催採集会

　東蒲三川採集行　1960（昭和35年）529

　魚止滝採集行　1961（昭和36年）610

　北蒲原海岸砂丘地藤塚浜一村松浜一中村浜（胎内川口）

　　1962（昭和37年）624

　大峰山採i集行　1963（昭和38年）526

池上義信先生追悼

白崎　仁（2002）追悼池上義信先生．i蒔苔類研究8（5）：

　153－157．

片桐義昭：池上義信先生の思い出．食虫植物研究会会誌

　54（2）：　65－67．

路川宗夫：池上先生の手紙と教え．食虫植物研究会会誌

　54（2）：　67－70．

薄葉　満：池上義信先生の思い出．フロラ福島No．　20：61

　－64．

池上義信先生にかかわる記録

　むかご（じねんじょ通信）第1巻（2号）

　　池上義信先生退職記念号　昭和44年3月（1969）

　　　池上先生と私　　　　　　　　　牧野恭次　1

　　　感謝とお願いをこめて　　　　　　平田　幸治　5

　　　池上先生との出合い　　　　　　百瀬　美代　7

　　　池上先生との出合い　　　　　　　浅見　　賢　7

　　　池上先生の弁当にっいて　　　　　佐藤　信弥　8

　　　若い頃の池上先生　　　　　　　　岩野　俊逸　9

池上先生と私．

池上先生のこと

ありし日の採集記録から一池上先生談一

飯豊の想い出

トウヘンボク

山本山での池上先生

池上先生のこと

南アルプスの植物採集旅行

実現させたいこと

トンチボー

池上式植物採集及び整理法

池上先生のこと

わたしの採集品と池上先生

池上先生との出合い

ツチアケビ

草や木を求めん

　池上先生と初めてお会いした時のこと

　池上先生へ

　池上先生

　池上先生と初めてお会いした時のこと

　胴乱

　飯豊でのこと

　雨にもまけず

　　わが師池上先生

　　思い出の御神楽岳

　　編集後記

むかご（じねんじょ通信）第12巻平成15年1月（2003）

　池上義信先生・中村一男さん追悼号

　　池上義信先生追悼写真集　　　　　　　　　　　3

　　池上先生有り難うございました　　奈良場正一・17

　　池上先生の思い出（最終繍　　刈屋　寿’18

西山　邦夫

近田　文弘

砂田　竜次

名畑　清信

工藤孝雄

柳田　宏光

関　　省吾

石沢　　進

石村　　豪

笠原一男

石沢　　進

井lli通子

小林　　敬

藤田　　進

蓮池光正
笹岡　　茂

上村健一

矢後重俊

小林巳癸彦

花井清晴

和田久美子

土屋和夫

高橋伸一

尾崎　富衛

内藤秀樹

重
⊥
り
Q

－
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1
1

慧
聾
2
・
塑
窒
3
5
3
6
4
。
能
讐

Q
」
∩
U
－
ゐ

4
［
U
552
T3

T3

T5

T7

U2

U4

　　　　　　　　　　　　　池上義信先生保管資料がらの抜粋

　池上義信先生の保管資料の中には、さまざまな情報があり、参考になるものが多い。それらをまとめたり、貴重な情

報を復刻するなどして保管資料の紹介が必要に思われる。全体の整理がっいてから、公開とするのが理想的であるが、

その作業だけでも大変であり、整理の過程で逐次紹介を進めてみたいと考えている。本号では、「池上義信」とファイ

ルされた包みの中に保存されていた一部を抜粋して8～11頁に紹介する。
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