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尾崎富衛（1955）杁差岳植物採集記行・杁差岳高山植物（含

　低山）採集品目録越後山岳第五号：45～52．

尾崎富衛（1958）朝日連峰越後側植物採集目録　岳神（朝

　日連峰特集）第2号：9．峡彩山岳会

尾崎富衛指導（1962）　日本平山の植物1ヨ録（第二報）1～

　27．［野誉写E口扉ll］

尾崎富衛指導（1963）　日本平山の植物目録（第三報）1・－

　1〔）．　［J］誉…写E口罫吾lj］

尾崎富衛（1964）新潟県カエデ類雑記（1）新潟県生物教育

　研究会誌第1号：35．

尾崎富衛他（調査）（1964）新潟市の植物季節　新潟市申学

　校教育研究協議会理科部（代表福田謙也）

尾崎富衛（工965）越後のもみちにっいて　ラジオローカル

　第一放送（話の散歩）原稿

尾崎富衛（工966）カヱデ属植物の分類学的ならびに園芸学

　的研究（中間報告）［昭和40年度教職員内地留学研究成果

　の一部］

尾崎富衛（1966）　カエデ類文献目録（第一輯）［昭和40年度

　教職員内地留学における研究成果第二輯］

牧野恭次・尾崎富衛（1967）　越後駒ヶ岳　水無渓谷の植物

　1～104．（植物目録55～96．）新潟県南魚沼郡大和町教育

　委員会

尾崎富衛指…導（1968）　日本平山の植物目録（第四報）23～

　60．

尾崎富衛（1968）　カエデ科植物に関する文献目録（第二集）

　［昭和40年度教職員内地留学研究成果第三輯（新潟中央

　高校研究機関誌”研究年報”No．14：31～45）］

尾崎富衛（1968）新潟県の沢の植物景観一（魚沼三山水無

　渓谷を中心として）一新潟の自然第1集：45～54．

尾崎富衛（1971）　カエデ科植物の天然記念物について　新

　潟県生物教育研究会新潟支部例会発表要旨

尾崎富衛（1971）杁差岳の植物　じねんじょ（植物同好じ

　ねんじょ会機関誌）：1～58．

尾崎富衛（1971）天神社（妙高高原町）のイタヤカエデ　新

　潟県生物教育研究会誌第7号：37～39．

尾崎富衛（1972）新潟市内の自然状況調査報告書（主とし

　て湖沼植物の現況）：1・v12．新潟市教育委員会社会教育

　課

尾崎富衛（1972）角田山の植物　生教研第10回大会テーマ

　講演資料［謄写印刷］

尾崎富衛・松井浩（1972）角田山・弥彦山塊の植物（仮目

　録）角田山塊の生物一角田山塊生物調査基礎資料一　巻

　町・潟東村教育委員会

尾崎富衛（1972）　じゅんさい池の植物　新潟市内の自然状

　況調査報告　新潟市

尾崎富衛（1972）名木行脚（その1）ばしくるもんN〔｝．　6：

　105～106．新潟県生物教育研究会西蒲支部　西蒲生物同

　好会

尾崎富衛（1972）名木行脚（その2）ばしくるもんNo．7：

　117～119。新潟県生物教育研究会西薦支部　西蒲生物同

　好会

尾崎富衛（1972）穴藤のメグスリノキ　新潟県生物教育研

　究会誌第8号：47～48．

横山徹也・尾碕富衛・樋熊清治・木村義男・松田一郎（1972）

　三国川上流採集会記録新潟県生物教育研究会誌第8号：

　49～57．

尾崎富衛（1973）名木行脚（その3）ばしくるもんNo．　8：

　129～131．新潟県生物教育研究会西蒲支部　西蒲生物同

　好会

尾崎富衛（1973）福島潟の植物（予報）福島潟・瓢湖環境

　総合調査報告書（第一年次）：6～20．

尾崎富衛（1973）瓢湖の植物調査（予報）福島潟・瓢湖環

　境総合調査報告書（第一年次）：38～46．

尾崎富衛（1974）メグスリのことども　むかご（じねんじ

　ょ通信）第4巻代2号：58～61．

尾崎富衛（1975）福島潟の植物　福島潟瓢湖環境総合調査

　報告書総集編

尾崎富衛（1975）：福島潟・瓢湖の植物　福島潟・瓢湖自然

　環境象窓合言周i査i幸賠書（総集編）　16～62、140～164．

尾崎富衛（1977）新潟沖積平野の形成・変遷と沼沢植生の

　消長新潟の自然第3集127～138．新潟の自然刊行委

　員会

尾崎富衛（1977）パリー植物園印象記　新潟県生物教育研

　究会誌：71～74．

尾崎富衛・関省吾。牧野恭次（1977）南魚沼郡　金城山

　新潟県文化財調査年報15南魚沼一文化財総合調査31“－

　82．

尾崎富衛（1978）　ミズトラノオとミヤマウメモドキNKH

　（長岡市立科学博物館）No．　33：3

尾崎富衛（1978）佐潟の自然環境（第3次予備調査）

尾崎富衛（1978）佐潟の自然環境第3次予備調査（新潟市の

　文化調査）

尾崎富衛（1979）新潟県の湿地と植物（全国の湿原紹介⑥）

　植物と自然13（12）：45～50

尾崎富衛（198①　メグスリノキ新潟県植物分布図集　第1

　集：71－73，
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尾崎富衛（1981）アサノハカエデ新潟県植物分布図集

　第2集：201－203．

尾崎富衛（198ユ）ヤマモミジ新潟県植物分布図集　第2

　集：205－214．

尾騎富衛（1981）園芸植物の名前にっいて　新潟県植木商

　組合　第5回講習会テキスト：21－25．

尾崎冨衛（1982）ヤマシバカエデ新潟県植物分布図集

　第3集：155－158．

尾崎富衛（1982）　コハウチワカエデ　新潟県植物分布図集

　第3集：159・－166．

尾崎富衛（1982）佐潟の植物　新潟市文化財調査報告書

　「佐潟の自然一オニバス保護を中心として一」12～42．

　新潟市教育委員会

尾崎富衛（1982）佐潟の自然（植物部門）新潟市文化財報

　告書

尾崎富衛（1982）オニバス　NKH（長岡市立科学博物館凋α

　41：3

尾崎富衛（1983）　ミッデカエデ　新潟県植物分布図集第4

　≡集…：211－214．

尾崎富衛（1983）ウリハダカエデ新潟県植物分布図集

　第4集：215－222．

尾崎富衛（1983）新潟市の自然を考える一（主として植物

　的観点から）一　新潟中央高校研究　集録「研究年報」

　No．30：54～69．

尾崎富衛（1983）　1すぐれた地域新潟のすぐれた自然

　植物編　24～27．

尾崎富衛（1983）天然記念物を辿る　新潟県の花　園芸新

　知識花の号9月号：54～56、71．タキイ種苗株式会社発

　行

尾崎富衛（1984）　ヒトツバカエデ新潟県植物分布図集

　第5録…：191－196．

尾崎富衛（1984）カラコギカエデ新潟県植物分布図集

　第5集：197－198．

尾崎富衛（1984）ハウチワカエデ　新潟県植物分布図集

　第5集：199－206．

尾崎富衛（1984）新潟県内の植物調査と文献一最近20年間

　の動向一　新潟県立新潟図書館報

　にいがた20号：1～26．

尾崎富衛（1984）鳥屋野潟の植物　どんこん2号：39～44．

尾崎冨衛（198の　尾瀬の植物1：6－7、豆：14－16、皿：22－23

　尾瀬一一花々と湖への想い一学校登山報告書新潟県

　立新潟中央高等学校

尾崎富衛（1985）ウラジロイタヤ　新潟県植物分布図集

　第6集：217－222，

尾崎冨衛（1985）オガラバナ　新潟県植物分布図集　第6

　集：223－226．

尾崎富衛・西山邦夫（1985）越路IH丁巴ケ丘高橋家庭園の

　公園計画調査報告書（第1報）

尾崎富衛（1986）エゾイタヤ　新潟県植物分布図集　第7

　≡集…：201－204．

尾崎富衛（1986）　オニイタヤ　新潟県植物分布図集　第7

　集：205－208．

尾崎富衛（1986）アカイタヤ　新潟県植物分布図集　第7

　集：209－216．

尾崎富衛（1986）テツカエデ新潟県植物分布図集　第7

　集：217－222．

尾崎富衛他（1986）鳥屋野潟植生調査報告書：1～47．鳥屋

　野潟生物調査会

尾崎富衛（1986）高橋家庭園標識樹木分布図

尾崎富衛編（1988）鳥屋野潟植生調査報告書（植物相、植

　生、群落）1～75．

尾崎富衛（1989）コミネカエデ新潟県植物分布図集　第

　10集：243－248．

尾崎富衛（1989）　ミネカエデ　新潟県植物分布図集　第10

　集：249－254．

尾崎富衛・他（1989）佐潟植生調査報告書むかご（じねん

　じょ通信）7（3）：1～50．鳥屋野潟生物調査会

尾崎富衛（1990）福島潟のオニバス　新潟県植物保護　第

　6号：5～6．

尾崎富衛（1991）ウリカエデ　新潟県植物分布図集　第12

　集：51－54．

尾崎富衛（1994）　巨木、名木、天然記念物　津南の自然

　植物編：41～58．新潟県中魚沼郡津南町教育委員会

尾崎富衛（1994）カエデ類津南の自然植物編：238～

　243．新潟県中魚沼郡津南町教育委員会

尾崎富衛（1994）カエデ類津南の自然植物編：238～

　243．新潟県中魚沼郡津南町教育委員会

尾崎富衛（1994）　巨木、名木、天然記念物　津南の自然

　植物編：41－58．新潟県中魚沼郡津南町教育委員会

尾1埼富衛・石田文明・清水重蔵（1994）新潟県豊栄市福島潟

　のおけるオニバスの栽培　水草研究会全国大会（釧路）発

　表i要旨：1～8．

尾崎富衛・石田文明・清水重蔵（1995）新潟県豊栄市福島潟

　のおけるオニバスの栽培水草研究会会報55号：1～8．

尾崎富衛（1995）　新潟市鳥屋野潟　清五郎地区植物調査…報

　告書：1～24．

尾崎富衛（1996）秋山郷のメグスリノキ　新潟県植物保護

　　第18号：6～7．

尾崎富衛（1996）ブナ類特にナキョクブナにっいて新

　潟県植物保護　第19号：8～12．

尾崎富衛（1999）樹齢2000年世にも不思議な植物　奇想天

　外見学記巨樹・巨木林No．12：10～ll．
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尾崎富衛（2000）カジカエデ　新潟県植物分布図集　第20

　集：37・－38．

尾崎冨衛（2001）新潟県モミジを巡る最近の諸情報　新潟

　県植物保護30：1～20．

尾崎富衛（1950）峠道　第二号：94－96．新潟市立新潟高

　等学校定時制課程

尾崎富衛（作成分担）（1959）高等植物の採集と分類　理科

　実験講習会手引　新潟市中学校教研理科部：1－13．

尾崎富衛（1993）古き時代の思いで：平岩の2311寺閤むか

　ご（じねんじょ通信）第8巻3号：5－8，

尾崎富衛（1994）杁差岳植物採集記（復刻）むかご（じね

　んじょ通信）第9巻1号：11－17．

尾崎富衛（1997）自然セミナー（砂漠地の植物と水辺の植

　物）講演要旨　東地区公民

　5／15南アフリカ花紀行

　5／22砂漠に咲く花

　5／29植物観察会（現地研修）海岸に咲く花を求めて

尾崎富衛（1998）　巨樹巨木、屋久杉巨樹・著名木の標高分

　布（199837生教研究会新潟支部会配布プリント）

尾崎富衛先生が中心となった調査とその報告書

・日本平山の植物

　日本平山の植物調査第二報　1962（10月1日）

　新潟市立二葉中学校科学クラブ生物班

　日本平山の植物調査第三報　1963（9月28日）

　新潟市立二葉中学校科学クラブ生物班

　［教科書に多く出てくる植物名分類一覧表編集

　新潟市立二葉中学校科学クラブ生物班〕

・水無渓谷の植物

’福島潟・瓢湖の植物

福島潟・瓢湖　自然環境総合調査報告書（総集編）

1975（昭和50年3月）

新潟県豊栄市福島潟オニバス保護増殖事業

調査報告書1996（平成6年8月10日）

新潟県豊栄市・福島潟オニバスを保護育成する会

・佐潟の植物

新潟市文化財調査報告書

佐潟の自然一オニバス保護を中心として

新潟市教育委員会　1982

・鳥屋野潟の植物

鳥屋野潟植生調査報告書　1986（昭和61年9月16日）

鳥屋野潟植生調査報告書（植物相、植生、群落）

1988（H召禾063全F　4H　131…1）

鳥屋野潟植生調査報告省（植物相、植生、群落）

1994（平成6年4月30日）

鳥屋野潟の植物II（解説版）　新潟市

1994（平成6年3月

・津南の自然植物

津南の自然植物編　1994（平成4年3月）

新潟県中魚沼郡津南町教育委員会

・鳥屋野潟清五郎地区の植物

新潟市鳥屋野潟清五郎地区植物調査報告書

1995（平成7年工0月31日）

・佐潟公園整備

新潟市佐潟公園整備に関する自然環境影響調査報告書

　（概要版）1993（平成5年度）

新潟市・財団法人国立公園協会

　新潟日報　昭和40年（1965年）4月8日

　　安楽いす越後の春嵩新・春の七草＝　尾崎富衛

　新潟日報　昭和49年（1974年）1月15日

　　にいがた再見く8＞　自然　水の汚濁で”黒鳥”．に

　　　今は新潟サバク（新潟市内の自然状況調査報告書一

　　　じゅんさい池を中心に湖沼植物のまとめ）

　新潟日報　昭和49年（1974年）10月7日

　　ひと秋激しい変異に魅力足使ってこそ”美”と

　　　対面　モミジの先生　尾崎富衛さん（47）

　新潟日報　昭和50年（1975年）6月5日

　　にいがた山野植物ノート　野外観察のすすめ　満喫

　　　しょう生の喜び尾崎富衛

　新潟日報　昭和51年（1976年）1月8日

　　にいがた山野植物ノート新・越後春の七草　尾崎

　　　富衛

　新潟日報　昭和55年（1980年）4月27日　広告のペーじ

　　尾崎富衛：にいがたの自然3植物（その1雪国の植

　　　物）

　新潟日報　昭和55年（1980年）8月18日　広告のペーじ

　　尾崎富衛：にいがたの自然7植物（その2高山植物）

　新潟日報　昭和55年（1980年）10月21日　広告のペーじ

　　尾崎富衛：にいがたの自然10植物（その3紅葉）

　新潟日報　昭和57年（1982年）1胴19日

　　尾崎富衛さんオニバスの保護を訴える　”日本の財

　　　産“と一目ボレ

　新潟日報　昭和58年（1983年）8月22日

　　タウン情報　鳥屋野潟の「再生」へ集まれ　（「鳥屋野潟
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　　の植物にっいて」で講演）

朝Eヨ毫斥莚舞　　覇雪零058年（1983杢碁）　8月2｛｝B

　水の汚れにびっくり鳥屋野潟研究会会員らが植物採

　　集（嶋屋野潟の植物にっいて」で講演）

新潟日報昭和58隼（1983年）8月29日

　鳥屋野潟は死なず1絶滅”アサザ確認

　研爽会が植物採集　水質も一部では良好

新潟華報　昭和58年（1983年）1G月30日～昭和60年

（1985年）3．月31日

　噺潟の自然」を連載①湖沼と槙物、②鳥屋野潟、③じ

　ゅんさい池、④佐潟その1、⑤佐潟その2、⑥オニバス

　その1、⑦オニバスその2、48植物のまとめその1、49

　植物のまとめその2［尾崎富衛先生担当］

毎∈1新聞　　昭黍059年（1984年）　6H23日

　ド鳥屋野潟を考える」学習会、主嬬ら熱っぽく（8月19

　　日開催、講師）

：va日竜畦聞　　1昭孝B59年（198・≦年）　8月26日

　鳥屋野潟のオニバス　新潟の「守る会」が確認

　二度目の植物採集　三十人が参撫汚濁と繁殖状況調

　　査

新潟日報昭秘59年（1984年）8月26日

　鳥屋野潟からアサザが消えた　汚染の進行を謳明市

　　民団体が植物採集

輯日新瀾1994年（平成6年）1工月21日

　この入に鶴く　植物研究家尾崎富衛さん　植物標本

　　37万点力｛危機番こ

　「資料館」の設立を課存と一般公開求める会発足へ

講演・提言など

　展覧会出晶

　　第壱回　モミジ展覧会出晶目録

　　　ll月1帽長岡科学博物館

　　第二回　モミジ展覧会繊品目録

　　　9月21日新潟毒小林百貨店

昭秘32年10月23日～

昭和33犀9月　1fi日～

生物教k”ff究会夏期講座1972年8月18日（採集会）

　牧野恭次・尾崎富衛（1967）越後駒ケ岳水無渓谷の

　　植物植物§録55～96．瓢灘県南魚沼郡大麹町教育

　　委員会〈醗痛鮨導に使う〉

早春の植物を調べる会長岡毒立縛物館講師1977年（昭

　孝i藩2年）3鍔27｛ヨ｛現地案i≠iE）　長躍ニュータウン周透

佐潟を中心とした自然を考える　佐潟の植物　新潟県

　生物教育研究会・新潟市教育委員会

自然科学講座　1983年（昭和58隼）9月9日・9月三6日（講義）

新潟市申央公民館植物から見た新潟の自然

第3匝i小・中合同理科翻：修会

　雪国の植物一春を待っ草一

1986年（昭和61年）2月21日

早春の植物を語る会1987年（昭和62年3月14日）

　皐春の木の芽

第4回にいがた女性大会　三988年9月18日

　第8分科会　鳥屋野潟の環境浄化について鋤言者］

その他

第1回果物試食会　世界の木の実いろいろ　生物季節

　調査面々　1964年5月23日

尾崎富衛先生関連記録

　羅耀先生退職記念誌発刊で記載した記事

　むかご（じねんじょ通信）第8巻2号

　　（1992＞

思い出

　尾崎先生に同伴した調査旅行の患い出

　尾碕先生の想い出

　出逢い・水無渓谷

胴乱

　あだ名の話・独創性

　尾崎先生の思い出

　尾燐先生の想い出

　尾崎先生ごくろうさまでした

思い出

　思い出すままに

尾崎富衛先生との事

　お琶誰になった12年

尾崎先生のこと

追悼尾繭富衛先生佐潟ニュース

　11月15日

平成4年1月

関　　繁雄

石沢　　進

浅見　　賢

牧野恭次
石村　　豪

関　　省吾

井出　遍子

荘司　宏明

白崎　　仁

佐藤信弥

渡辺正之

西山　邦夫

柄沢鵬暢
＊9Pt久美子

Vel．36：5（2eo4年

残入大学講座　1982年《昭獅7年）en3e日　新潟県教育

　庁被会教育課　栽培植吻の多様盤iと野外雑草の観察

夏騒疹会（控潟＞lgez年鐙月17日（講演）

一48一


