
「津南町の自然　植物編」追加目録

中沢英正

調饗蹴灘欝剛繭町の自然植物編」に雛されている（鰍教育委員会1994）　h“・その後の

　地名の後の（　）内は分布地点の海抜高を示す。

Lycopodiaceae　　　　　　　’ヒカゲノカズラ科

　Lycopodium　annotinum　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スギカズラ［写真　1］

　　苗場山（20GO）

Equisetaceae　　　　　　　　　トクサ科

　EquiSetum　paltLst「e　L・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イヌドクサ［写真　2］

　　田中（230），下船渡本村（190），清水川原（480）

Dennstaedtiaceae　　　　　　　コバノイシカグマ科

　Dennstaedtia　scabra（Wa　l　1・　ex　Heok・）Mo　ore　　　　　　　　　　　　　　　コバノイシカグマ［写真　3〕

　　卯ノ木（215）

Meridaceae　　　　　　　　　イノモトソウ科

　Pteris　cretica　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オオバノイノモトソウ［写真　4］

　　外丸（300），灰雨（240）

DryopteriCtaceae　　　　　　　　オシダ科

　DryopteriS　nipponensis　Koidz　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウゴクシダ［写真　5ユ

　　大割野（230）

Salic8ceae　　　　　　　　　　ヤナギ科

　Salix　chaenoometoides　K　imura　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マルバヤナギ［写真6・7・8］

　　下船渡本村（190）

Pelygonaceae　　　　　　　　　タデ科

　Persicaria　amphibia（L．）Gray　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エゾノミズタデ［写真　9］　　　　　　　’

　　子種新田（450）

　Persicaria　iaponica（旺e　i　sn．＞H．　G　ross　　　　　　　　　　　　　　　　　　シロバナサクラタデ［写真10］

　　巻下（200）

　Rumex　crispus　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナガバギシギシ（帰化）［写真11〕

　　下船渡本村（180）

Catyophyllaceae　　　　　　　ナデシコ科

　Silene　antirrhina　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムシトリマンテマ（帰化）［写真ユ2］

　下船渡本村（18の

P。刺ac・ae　　　　　スベリヒユ科
Portulaca　pilosa　L・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒメマツバボタン〔写真13］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－35　一一



　　下船渡本村（180）

Chenopodiaceae　　　　　　　アカザ科

　（rhenOpodium　 acuminatum　 WilldL

　　下船渡本村（180）

　Chenopodium　8・laucunt　L．　　　　　　　　・

　　下船渡本村（180）

　Chenoρodium　pamilio　R．　Br．

　　下船渡本村（180）

Ranuncu！aceae　　　　　　　　キンポウゲ科

　ノ望ηε〃10πe　stolonifera　』｛axiEL

　　清水川原（480）、苗場山（1870）

　Anemone　narci5511flora　L．　var．　n　ipPon　ica　Tamura

　　苗場山（lgeo）．

　Agailegia　buergeriana　Siebold　et　Zucc．

　　苗場山（1880）

　Aquitegia　Lflabetlata　Siebold　et　Zucc．　var．」pumila　Kudo＾

　　苗場山（1880）

Berberidaceae　　　　　　　　メギ科

　Ranzania／aponica（T．　I　to）T．　I　to

　　金城山（900）’

Nymphaeaceae　　　　　　　　　　スイレン科

　Br．asenia　5chreberi　J．　F．　G皿ie　1．

　　羽倉（560），駒返（240），上野（550）

Cruciferae　　　　　　　　　　アララナ科

　Arabidopsis　thaliana　（L．）Heynh．

　　小島（220），外丸（200）

　Rorip）a　sylvestris　（L，）Besser

　　米原（460）　　　　　　　　　　T

Crassulaceae　　　　　　　　ベンケイソウ科

　＆㎡吻bulbiferum　Makino

　　巻下（200），外丸（190），割野（200）

Saxifragaceae　　　　　　　　ユキノシタ科

　Ribes／aponicum　Max　im．

　　清水川原（480）

Rosaceae　　　　　　　　　バラ科

　RubltS　hirsutus　Thunb．

　　鹿渡（180）

　Sanguisorba　oXficinalis　L．
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マルバアカザ［顎14］

ウラジロアカザ（帰化）［写真15］

ゴウシュウアリタソウ（帰化）［写真16］

サンリンソウ［写真17］

ハクサンイチゲ［写真18］

ヤマオダマキ［写真19］

ミヤマオダマキ［写真20］

トガクシソウ［写豪21］

ジュンサイ［写真22］

シロイヌナズナ（帰化）［写真23］

キレハイヌガラシ（帰化）［写真24］

＝’c`マンネガサ［写真25］

コマガタケスグリ［写真26］

クサイチゴ［写真27］

ワレモコウ［写真28］



　　山伏山（750）

Leguminosae　　　　　　　マメ科

　Yicia　satiba　L．

　　var．　angusttYolia（L．　ex　Re　i　chard）Wahlenb．

　　下船渡本村（180）

Geraniaceae　　　　　　　　　　フウロソウ科

　Geranium　eriostemon　Fisch。　var．　reinii　（Franch．　et　SaΨ．）Max　im

　　苗場山（1900）

Anacardiaceae　　　　　　　　　　ウルシ科

　Rh　us　verniCt：fiua　Stokes

　　田中（280），　鹿渡（210）

Malvaceae　　　　　　　　　　　アオイ科

　Abutilon　theophrasti　（L．）Medi1｛，

　　沖ノ原（430）

Vielaceae　　　　　　　　　　スミレ科

　Viota　btV　lora　L，

　　苗場山（1900）

Begoniaceae　　　　　　　　シュウカイドウ科

　Begonia　grandis　D　ryand．

　　上段（270），巻下（210）

Lythraceae　　　　　　　　　　　ミソハギ科

　Rotala　ramosior　（L．）Koehne

　　巻下（210）

Umbelliferae　　　　　　　　’セリ科

Spurioρimpinella　calycina　（旺axim．）Kitag．

　　辰ノロ（275）

Apocynaceae　　　　　　　　キョウチクトウ科

　Vinca　maior　L

　　貝坂（300）

Asclepiadaceae　　　　　　　ガガイモ科

（：ynanchum　sublαnceolatum　（｝liq．）Matsum」

　　谷内（445）

Rubiaceae　　　　　　　　　アカネ科

　Asperula　odora　ta　L．

　　　清水川原（500～530），逆巻（520）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－37一

9
1

2真写〔粉刀〃伽陣ンエズハヤ

o
1

3真写［ロウブイナツク

コ3真写［ラ出逸（シルウ

幻3真写［ゆイ帰（ビチイ

部3真写［メツノマコノナバキ

引3真写［ラ出樋防酬訪シ

司3真写［リイ偏サクシカキカリメア

司3真障のゼ渉砂ウソメツノカ

刀3真写［Dイ帰（ウソチニチニルツ

釦3真写［ルヅメモカ》コ

謝顎［
・
ウソバマルク



　Gatium　molluge　L．

　　妙法牧場（730）

Solanaceae　　　　　　　　　ナス科

　Sotanum　americanum　｝IlilL

　　大割野（240）

　50’anurn／aρone凪写εNaki

　　大赤沢（1050），見倉（76e、780）

Scrophulariaceae　　　　　　　ゴマノハグサ科

　Linaria　vulgaris　】1｛i11．

　　外丸（195）

　Melampツrum　tax　um　h｛iq．　var．　nikkoense　Beauverd

　　中子（470）

　Veronica　anagailis－aquatica　L．

　　下船渡本村（185）

Ver・nica　serpyltlf・lia　L　subsp．　serpylbTelia

　　下船渡本村（180）

Caprifoliaceae　　　　　　　　　スイカズラ科
加。fcer。＿、∫、sim。　F，anch．，七S、v．・ex・M、，i［IL

　　見倉（70①，清水川原（550）

Composit　le

　・〆lrtemisia／aponica　Thunb、

　　秋成（650）

　Hiercrcium　caespitosum　DllPto　r．

　　秋成（650）

Potamogetonaceae

　　中子（450）

　Potamogeton　oxyphyllus班iq．

　　本村（190），割野（200）

1＿iliaceae

　Par・tS　verticittata　M．　B　i　eb．

　　苗場山（1910，1930）

Poaceae

　　下船渡本村（180）

　　下船渡本村（1go）

　Bromus／ap　onicus　Thunb．

　　下鉛渡本村（18の

キク科

ヒルムシロ科

P伽澗・9ε如h　gramirzeus　L　vaLゐε∫ε仰妙’伽（Schreb・）FL

ユリ科

　　　　　　　　　　　　　　イネ科

ノlgropンron　ciliar・e　（Tr三n，）Franch．　var．　minitS　（Miq．）ehwi

Becla記annia　syzigachne　（Steud．）Fern．

一38一

’トゲナシムグラ（帰化）　［写真40］

ア刈カイヌホ淑キ［願41］

ヤマホロシ　［写真42］

ホソバウンラン（帰化）［写真43］

ミヤマママコナ［写真44〕

オオウワヂシヤ（帰化）［写真45］

コテングクワガタ（帰化）［写真46］

コウグイスカグラ［写真47］

オトコヨモギ［写真48］

キバナコウリンタンポポ（帰化）［写真49］

土ゾノヒルムシロ［写真50ユ

ヤナギモ［写真51］

クルマバツクバネソウ［写真52］

アオカモジグサ［写真53］

ミノゴメ［写真54］

スズメノチャヒキ［写真55］



Coelachneノ叩o泥fcα　Hack．

　美穂（5：kO），　＿ヒ野（420）

Cyn・伽伽砂’・n（L．）Pers

　外丸（195），下船渡本村（180）

Hierochlae　odbrata（L．）P．・Beauv．　var．　pubescens　Kry1。v

　割野（230）

　Pea　pratensis　L

　巻下（210），辰ノロ（210）

　Pelypogon　j＃g「ex　Steud．

　下船渡本村（180）

Araceae　　’　　　　　　　　サトイ毛科

　Arisaema　nikOense　Nakai

　　苗場山（1980）

Cyperaceae　　　　　カヤツリグサ科
　Carex　aphanolepis　F　ranch．　e七Sav．

　　下船渡本村（190）

　Carex　diSsinnora　Franch．

　　清水川原（480）

　Carex　hondoensis　Ohwi

　　鹿渡（200），十ニノ木（260），下船渡本村（240）

　Carex　neurocarpa　Haxi皿．

　　外丸（200），卯ノ木（180）

　Carex　planiculmis　Kom

　　清水川原（480）

　Carex　transversa　Boott

　　外丸（200）

Orchidacoae　　　　　　　　　　ラン科

　Cephalanthet・a　crecta（Thunb．）Blume

　　var．　subaphソ」la（Miyabe　et　Kudo）Ohwi

　　清水川原（550）

　Galeola　septentrionalis　Rchb．　f．

　　見倉（760），下日出山（460）

　Platanthe「a　mczximowicziana　Sch　l　t］【■一

　苗場山（1900）
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ヒナザサ［写真56］

ギョウギシバ［写真57］

コウボウ［写真58］

オオイチゴツナギ［写真59］

ヒエガエリ［写真60］

ユモトマムシグサ［写真61］

エナシヒゴクサ［写頁62ユ

ミヤマジュズスゲ［写真63］

アイズスゲ［写真64］

ミコシガヤ［写真651

ヒカゲシラスゲ［写真66］

ヤワラスゲ［写真67ユ

ユウシュンラン［写真68］

ツチアケビ［写真69］

タカネサギソウ［写真70］



写真1スギカズラ
　　　　1994102

写真　2イヌドクサ

　　　　　200261

写真　4オオバノイノモトソウ　19981013

写真　6マルバヤナギ

　　　　　200355
写真　7マルバヤナギ

　　　　　1995321

写真3 コバノイシカグマ

　　2005　10　14

写真　5　トウゴクシダ　199991

写真　8マルバヤナギ　19951126

螺
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写真　9エゾノミズタ　　写真10シロバナサクラタデ　　写真11ナガバギシギシ　　写真12ムシトリマンテマ
　　　　　2002　8　23　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002　9　13　　　　　　　　　　　　　　　　2003　6　23　　　　　　　　　　　　　　　　　2002　6　16
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写真13　ヒメマツバボタン

　　　　　　　200385
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写真14マルバアカザ
　　　　　　200381

写真15ウラジロアカザ　　写真16ゴウシュウアリタソウ
　　　　　　2003　6　27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003　6　28

写真17サンリンソウ　2003521 写真18ハクサンイチゲ
　　　　　　2004610

写真19ヤマオダマキ
　　　　　　200471

↓

写真20　ミヤマオダマキ

　　　　　　2004623
写真21　トカクシソウ

　　　　　　1996614
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写真22　ジュンサイ

　　　　　2002813
写真23　シロイヌナズナ

　　　　　　1994411
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写真24キレハイヌガラシ　写真25コモチマンネングサ　写真26コマガタケスグリ
　　　　　　　2001　6　24　　　　　　　　　　　　　　　　　2003　6　20　　　　　　　　　　　　　　　　2002　6　1

写真27　クサイチゴ

　　　　　2003519
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写真28ワレモコウ　1996105
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写真29ヤハズエンドウ

　　　　　　1998519

写真31　ウ　ル　シ　2000613

写真32イ チ　ビ
2002929

写真37 ツルニチニチソウ

　　　20D366

写真34 シュウカイドウ

　　2003918

写真38
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コバノカモメヅル

　　　2002817

写真30グンナイフウロ　200471

写真33キバチノコマノツメ　2004610

写真35 アメリカキカシグサ

　　　　199799

写真39 クルマバソウ

　　200253

写真36 カノツメソウ

　　2003815

写真40 トゲナシムグラ

　　2000710
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写真41　アメリカイヌホオズキ

　　　　　　　2005　10　14

写真42ヤマホロシ
　　　　　　1997810

写真45オオカワヂシャ　　写真46コテングクワガタ
　　　　　　　2003　6　22　　　　　　　　　　　　　　　　2003　6　14

写真43ホソバウンラン
　　　　　　　2002628

写真44　ミヤマママコナ

　　　　　　　200199

写真47　コウグイスカグラ　200154

写真48オトコヨモギ　2001924 写真49　キバナコウリンタンポポ

　　　　　　　　2001了8

写真50エゾノヒルムシロ　1995815 写真51ヤナギモ　1994827 写真52　クルマバツクバネソウ

　　　　　　　　2eo4610
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写真53アオカモジグサ
　　　　　　　2002617

写真54　ミノゴメ
　　　　　　2002616

写真57ギョウギシバ
　　　　　　　200296

写真55 スズメノチャヒキ

　　　2002616
写真56ヒナザサ
　　　　　1998913

写真58コウボウ　1994510

写真59オオイチゴツナギ

　　　　　　　2003529

写真60　ヒエガエリ

　　　　　　2003617
写真61 ユモトマムシグサ

　　　200471
写真62エナシヒゴクサ
　　　　　　　2003525

写真63　ミヤマジュズスゲ

　　　　　　　2003510
写真64アイズスゲ
　　　　　　200267

　写真65　ミコシガヤ

　　　　　　　2002620

写真66　ヒカゲシラスゲ

　　　　　　　2002517
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写真67ヤワラスゲ　　　写真68ユウシュンラン
　　　　　　2003　6　20　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002　5　3

写真69 ツチアケビ

　1999725
写真70タカネサギソウ

　　　　　　2004722

2005年10月下旬に津南町を訪れる機会があり、次の種を確認したので追加する。

Polygonum　arenastrum　Boreau　　　　　　　　　　　　　　　　ハイミチヤナギ

　足ケ崎入り口（230）

Artemisia　fecldei　H．　L6v．　et　Vaniot　　　　　　　　　　　　　　ヒメヨモギ

　足ケ崎入り口（230）

Itex　serrata　Thunb．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウメモドキ

　谷内龍ケ窪（450）

　　ただし、本種の生育地は龍ケ窪の神社周辺であり、植栽の可能性が高い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石沢進）

ハイミチヤナギ　20061022

’

ヒメヨモギ　20061022

ウメモドキ　20061022
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