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和 歌 山 演 習林植物目録

(第. 報)

館 脇

A List of Plants collected in the Wakayama 

University Experimental Forest (11) 

By 

Misao Tatewaki 

操

本報ハ和歌山演習林被物目録第一報t) ノi阜楠ユシテ， 1937年4月4日ヨリ 4月10日迄和歌山鯨

古邸川上流北大演習.fI¥=滞在続物保集ヲナシ，蹄製後検定セルモノニシテ，槙品ハ北大農串部惜薬

庫及ピ和歌山懸東牟婁郡七川村平井北大演習林事務所=保存スo

著者ノ踏貨セルハ，平井川，成井谷，構水谷，秀穴谷，沈坂谷，霜谷，後谷，八落谷及ピ全火

防線ナ P。向上記ノ他1930年紋故佐藤嘉三郎氏搾集品， 19::l6~手 9 月山中敏夫氏探集品， 1937年春季

小野間後民採集品ヲ採録セリ。

本報ヲ草スルユ賞リ，研究ヲ援助セラレシ北大演習林長林製博士宍戸乙熊氏.助言ヲ奥ヘラレ

シ北大名春教授理皐博士宮部金吾氏及ピ北大教授農感博士伊藤誠哉氏，並ピ=各専攻継物検定ノ勢

ヲトラレタル東北帝大木村有香氏(ヤナギ属)，東大前川文夫氏(カンアフヒ，テンナンシヤウ爾属)，

京大田川基二氏〈シグ類一部)，北大秋山茂雄氏(スグ嵐)=深キ謝意ヲ表ス。

植物回線補遺

〈後演習林=新シキ続物，柑演習林=新シク前目録=迫力日スペキ核物，採集者名ヲ省略セシハ著

者ノ採集品)

1) 北海選帝回大拳良型佐官官演習林研究報告書事 7~4 ・
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PTERJDOPHYT A. 羊歯部

傍-ophioglo開 aceae. ハナヤスリ科

**Botrychium japonicum Underw. 

和名。 たほはたわらび。

産地。 成井谷 (IV.4， 193η;植水谷 (IV.9， 1937) .:産ス。

**Botrychium tematum Sw. 

和名。 ふゅのは1ibらr>。

産地。 成井谷 (IV.4， 1937);植水谷 (IV.5， 1937) =産ス。

Polypodiaωae. ウヲボシ科

Asplenium davallioides Hωk:. 

和名。 かうざきしだ。

産地。 平井}II(佐藤， X. 18， 1930) .:産ス。

Asplenium Trichomane宮 L.

和名。 ちやぜんしだ。

産地。 平井川恒V.3， 1937) .::.産ス。

CoIysis dliptica Ching 

和名。 いはひとで。

産地。 平井}IJ(佐藤， X. 17， 1930) .:産ス。

**Cornopteris decurrenti-a¥ta Nak:ai 

和名。 しげちしだ。

産地。 窪谷(山中， IX. 9， 1936) .:産ス。

**Cyrtomium Fortunei J. Sm. var. clivico¥um Tagawa 

和名。 やまやぶそてつo

産地。 八丁坂(山中， IX. 18， 1936)ょ植水谷 (IV.6， 1937) .:産ス。

**Cyrtomium macrophyllum Tagawa 

和名。 ひろはやぶそてつ。

産地。 北板谷 (IV.12， 1937) .=.産ス。

Diplazium vir蹴 ensOK. 



和名。 とくまうくじゃ〈。

産地。 平井}I((佐藤， XI. 11， 1930) ;:産ス。

**lJryopteris lacera OK. 

和名。<まわらび。

産地。 窪谷(日T.9， 1937) ;:産ス。

桝 DryopterisMatsumurae C. Chr. 

和名。 しらがしだ。

産地。 姥坂谷 (IV.7， 1937) ;:産ス。

*Elaphoglossum tosaense Makino 

和名。 ひろはあついた，とあついた。

産地。 成弁谷 (IV.4， 1937) ;:産ス。

Elaphoglossum Y oshinagae Makino 

和名。 あついた。

産地。 王子弁川(小野岡， V. 26， 1937) ;:産ス。

**Lunathyrium pycnosorum Koidz. 

和名。 は〈まうゐので，みやましけしだ。

産地。 窪谷(山中， IX. 8， 1936) ;:産ス。

柿 Pteridiumaquilinum Kuhn， var. japonicum Nalcai 

和名。 わらび。

産地。 八落谷 (IV.10， 1937) ;::産ス。

Pteris semipinnata L. 

和名。 ゐほaうまくさしだ。

産地。 平井(佐藤， VIII. 9， 1930) .=.産ス。

**W oodwardia orientalis Sw. 

和名。 ともちしだ。

産地。 成井谷 (IV.4， 1930) .=.産ス。

Osmundaceae. ゼンマイ科

‘O宮mundaregalis L. var. japonica Milde 

和名。 ぜんまい。

産地。 八落谷 (IV.10， 1930) ;:産ス。

(27 ) 
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Lycopodiaceae. ヒカゲJカヅラ科

後Lycopodiumcryptomerianum Maxim. 

和名。 すぎらん。

産地。 15林班(佐藤， VIII. 10， 1930);八落谷 (IV.6， 1937) '"産ス。

PHANEROAMAE. 顕花植物

Gymnosprmae. 裸子部

梢 Cephalota'玄aωae. 4又ガヤ科

制 Cephalotaxusdrupacea Sieb. et Zucc. 

和名。 いぬがや。方言，へべ。

産地。 姥坂谷(佐藤， 1930)。

**Podo伺 rpaωae. マキ科

柑 Podocarpusmacrophylla D. Don 

和名。 いぬまき，ほんまき，くさまき。

産地。 18林班(佐藤， IX. 25， 1930) :.産ス。

Angiospermae. 被子部

M 01l0CO，ウ!edol'leae. 草子葉門

Poaceae. 4チ耳ヴナギ科

柑'Agropyrumsemicostatum Nees 

和 名。 かもじぐさ。

産地。 5林班(小野岡， V. 30， 1937) '"産ス。

制 Diplachneserotina Link， var. aristata Hack. 

和 名。 てうせんがりやす。
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産地。 成井谷 (IV.4， 1937) =産ス。

**Festuca parvigluma Steud. 

和名。 とぼしがら。

産地。 成井谷 (IV.8， 1937) =産ス。

榊 Oplismenusjaponicus Honda 

和名。 とちぢみざさ。

産地o tt谷(山中， IX. 9， 1936) =産ス。

各様Poaannua L. 

和名。 すすzめのかたてFら。

産地。 横水谷 (IV.5， 1937) =産ス。

州 Poasphondylodes Trin. var. stictula Koidz. 

和名。 ひめいちごったぎ。

産地。 2林班(小野/liij，V. 1， 1937) =産ス。

Cyperaceae. カヤヴリタサ科

輔 Carexconica Boott 

和名。 ひめかんすげ。

産地。 10，f;本班 (IV.5， 1937) =産ス。

*-Carex gral1atoria Maxim. var. heteroclita Kuek. 

和名。 さなぎすげ。

産地。 10林斑 (IV.5， 1937);大森山 (IV.6， 1937) =産ス。

酬 Carexleucochlora Bunge 

和名。 あをすげ。

産地。 八丁坂 (IV.6， 1937); 2林班 (IV.10， 1937) =産ス。

*>>Carex Morrowii Boott 

和名。 かんすげ。

産地。 植水谷 (IV.5 & 9， 1937);窪谷但V.5， 1937) =産ス。

**Carex multifolia Ohwi， var. glaberrima Ohwi 

和名。 けなしみやまかんすげ。

産地。 成井谷但V.4， 1937);霜谷 (IV.6， 1937);窪谷 (IV.5， 1937). 

**Carex Ogawai Akiyama 

和名。 とかんすげも Eき。



(却)

産地。 10林班 (IV.5， 1937) .=.産ス。

**Carex shimidzensis Franch. 

和 名。 あづまなると，みやまなるとすげ。

産地。 10林班(小野岡， VI. 1937) .=.産ス。

**Araωae. テシシヤウ科

輔'Acorusasitaticus N akai 

和名。 しゃうぷ。

産地。 2林班(小野岡， VI. 30， 1937) .=.産ス。

輔'Arisaemajaponicum Blume 

和名。 ちんぜいてんたんしゃう。

産地。 八丁駅 (IV.6， 1937) .=.産ス。

糊'ArisaemaKishidai Makino 

和名。 むろふまむしぐさ。

産地。 窪谷 (IV.4 & 5， 1937);成井谷(IV.8， 1937) .=.産ス。

Arisaema yamatense Nakai 

和名。 むろふてんたんしゃう。

産地。 平井温泉(IV.20， 1937) =.産ス。

骨*Junωceae. ヰ 科

**Luzula capitata Komar. 

和名。 すピめのひゑ。

産地。 植水谷 (IV.5， 1937) =.産ス。

制 S句mona館 前 . ビヤク?科

州 Croomiajaponica Miq. 

和名。 なペわり。

産地。 2林班(小野岡， V. 1， 1937) =.産ス。

Liliaceae. ユリ科

州 Liriopecernua Masamune 

和名。 ひめやぶらん。
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産地。 植水谷 (IV.5， 1937) ::産ス。

Dioscoreaceae. ヤマJI(毛科

*Dioscorea japonica Thunb. 

和名。 やまのいも。

産地。 犬森山(山中， IX. 12， 1936) ::産ス。

普DioscoreaTok:oro Mak:ino 

和名。 会 t乙Eとろ，ft.がEとろ。

産地。 大森山(山中， IX. 12， 1936) ::産ス。

Orchidaωae. ラシ科

**Bulbophyllum Drymoglossum Maxim. 

和名。 まめづたらん。

産地。 17林班 (lV.8， 193り;中峯 lIV.9， 1937) ::産ス。

**Calanthe discolor Lindl. 

和名。 えぴね。

産地。 1林班(小野同，V. 1， 1937) ::産ス。

Cephalanthera falcata Lindl. 

和名。 きんらん。

産地。 演習林入口附近(小野岡，V. 3， 1937) ::産ス。

酬 Cremastravariabilis Nakai 

和名。 さいはいらん。

産地。 模水谷 (lV.5， 1937) ::産ス。

嗣 Oreorchispatens Lind. 

和名。 とけいらん。

産地。 2林班(小野|札 V.1， 1937) ::産ス。

Dz"cotyledoneae. 盤-子葉門

Arcl<山 1tlamydeae. 原生花被亜門

榊 Chloranthusserratus Roem. et Sch!. 
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和名。 ふたりしづか。

産地。 2林班(小野岡， V. 30， 1936) ~産ス。

蝉 Sarcandraglabra ~akai 

和名。 せんりゃう。

産地。 八丁阪 (IV.6， 1937) ~産ス。

Salicaceae. ヤナギ科

普縛Salixgracilistyla Miq. 

和名。 ねとやなぎ。

産地。 成井谷(IV.4， 1937);窪谷但V.10， 1937) ~産ス。

Fagaceae. ?十科

様Castaneacrenata Sieb. et Zucc. 

和名。くり。

産地。 1林班(IV.10， 1937;小野岡， V. 30， 1937) ~産ス。

輔 Cyclobalopsistakaoyamensis Kudo et Masamune 

和名。 たほっくばねがし。

産地。 大森山但V.6， 1937) ~産ス。

蝉 Quercusphylliraeoides A. Gray 

和名。 うばめがし。

産地。 1林班 (IV.10， 1937) :::.産ス。

Moraceae. クハ科

領BroussonetiaKazinoki Sieb. 

和名。 かうぞ。

産地。 12林班(小野岡， V. 6， 1937) ~産ス。

養Ficuserecta Thunb. 

和名。 いぬぴは。

産地。 模水谷 (IV.9， 1937) ~産ス。

糊 var.Sieboldii King 

和名。 隠そばいぬびは。

産地。 窪谷 (IV.9， 1937) :.産ス。
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U同i伺 ceae. イラクサ科

**Debregeasia edulis Wedd. 

和名。 ゃなぎいちご。

産地。 12林班(小野岡， V. 6， 1937) ;:.産ス。

**Pellionia scabra Benth. 

和名。 きみづ。

産地。 演習林(佐藤， XL 4， 1930);平井日V.4， 1937) ;:産ス。

Loranthaceae. ヤドリギ科

義LoranthusYadorik:i Sieb. 

和名o ::t-ほばやEりき'。

産地。 中峯(佐藤， VIII. 30， 1930)ニ産ス。

Aristolochiaceae. ウマJスス'ウザ科

Asaru!TI Blumei Tatewak:i (non Duch.)=Heterotropa k:ooyana F. l¥1aekawa 

和名。 かうやかんあふひ。

産地。 大森山 (VIII.i， 1930; IV. 6， 1937)ニ産ス。

Caryophy llaceae. ナデシコ科

附 Stellariamedia Cyr. 

和名。 はとペ。

産地。 成井谷(lV.8， 1937) ;:.産ス。

Ranunculaceae. ウマJ7シガタ科

Anemone japonica Sieb. et Zucc. 

和名。 しうめいぎ〈。

産地。 平井ユ産ス。

**Clematis ovatifolia Ito 

和名。 きいせんにんさう。

産地。 演習林(佐藤， IX. 22， 1930) :.産ス。

Semiaquilegia adoxoides Mak:ino 
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和名。 ひめうづ。

産地。 平井 (IV.10， 1937) =産ス。

L町 dizabalaωae. 7ケビ科

輔 AkebiatrifoIiata Koidz. var. cIematifolia Nakai 

和名。 まるばみつばあけぴ。

産地。 荏谷(山中， IX. 12， 1936) =産ス。

Lauraωae. ウスJキ科

.Cinnamomum Camphora Nees et Eberm. 

和名。 くすのき。

産地。 6林破(小野岡， VI. 3， 1937) =産ス。

Papaveraceae. ケシ軒

"Corydalis decumbens Pers. 

和名。 じろばえんどさく。

産地。 塞谷 (IV.4， 1937);樋水谷 (IV.7， W3i)ユ産ス。

制 Corydalisincisa Pers. 

和名。 やぷけまん。

産地。 纏71<谷 (IV.4， 1937);成井谷 (IV.4， 1937);蓬谷 (IV.4， 1937) =産ス。

"Corydalis paIlida Pers. 

和名。 みやまきけまん。

産地。 信水谷 (IV.4， 1937)ユ産ス。

Cruciferae. ナタネ科

"Cardamine flexuosa With. 

和名。 たねつけばな。

産地。 死坂谷 (IV.7， 1937);植水谷(lV.4， 1937) ;:0産ス。

Wasllbia japonica Matsum. 

和名。 わさび。

産地。 m谷 (IV.7， 1937) =産ス。培聾品ノ!野生化セルモノナ P。



oruo叫a句 ae. ベシケ4ザウ科

**Sedum su凶 leMiq. 

和名。 ひめれんげ。

産地。 窪谷 αv.7. 1937) :.産ス。

."Sedum viride Malcino 

和名。!>をペんげい，ゃをペんltいさう。

産地。 積水谷 σV.6， 1937) :.塵"'0

8a副企aga句 ae. ユキJシタ科

"Chrysosplenium album Maxim. 

和名。 しろば怠ねとのめ。

産地。 窪谷 (IV.5， 1937);八落 (IV.6 & 10， 1937);成井谷 (IV.8， 1937) :.産ス。

輔 Chry冨ospleniumalternans Thunb. 

和名。 やまねとのめさう。

産地。 窪谷但V.4 & 5， 1937);成井谷日V.4，1937) :.産ス。

掛 ChrysωpleniumfIagelliferum Fr. Schm. 

和名。 つるねとのめさう。

産地。 窪谷(IV.5， 1937);八落 (IV.6， 1937);後谷但V.9，1937) :.産ス。

制 Chrysoslpeniummacrostemon Maxim. 

和名。 みやまねとのめさう，いはぼたん。

(35) 

産地。 植水谷 (IV.4， 1937);窪谷 (IV.5， 1937); :繍谷 (IV.6， 1937);後谷日V.9，1937) 

=産ス。

酬 Parnassiapalustirs L. var. multiseta Nak:ai 

和名。 うめばちさう。

産地。 演習林(佐藤， X. 31， 1930) :.産ス。

**Saxifraga stolonifera Meerb. 

和名。 ゆきのした。

産地。 6林班(小野岡， VI. 3， 1937) '"産ス。

-Ham田nelidaceae. マンサク科

掛目的liumracemosum Sieb. et Zucc. 
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和名。 いすのき，ひょんのき。

産地。 中峯 (IV.9， 1937) =-産ス。

Ro闘，ceae. バラ科

榊 Rubusminusculus Lev. et Vnt. 

和名。 ひめばらいちご。

産地。 成井谷 (IV.4， 1937);窪谷江V.4， 1937);姥坂谷 (IV.7， 1937) =-産ス。

Leguminooae. マメ科

柑'Amphicarpaeatrisperma Bak. 

和名。 やぶまめ。

産地。 大森山(山中， IX. 12， 1936) =-産ス。

榊 PuerariaThunbergiana Bcnth. 

和名。〈や。

産地。 演習林(佐藤， VlII. 26， 1930) =-産ス。

*IIWistaria Horibunda DC. 

和名。ふぢ。

産地。 8林班(小野I札 V.6， 1937)ニ産ス。

Rutaceae. へンルウタ科

*IIXanthoxylum planispinum Sieb. et Zucc. 

和名。 ふゆざんせう。

産地。 潰習林 (IV.1937) =-産ス。

Polygalaceae. ヒメハギ科

**Polygala japonica Houtt. 

和名。 ひめはぎ。

産地。 11林班 (IV.5， 1937); 12林班(小野岡， V. 3， 1937) =-産ス。

Euphorbiaωae. タカトウダイ科

*MalIotus japonicus MueU.-Arg. 

和名。 あかめがしは。
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産地。 後谷 (IV.9， 1937) ~産ス。

Aquuoliaceae. リヨ耳科

輔I1exHanccana Maxim. 

和名。 つげもち，おきなはそよど。(方言，とりもちのき〉。

産地。 1林班火防線但V.10， 1937) ~産ス。

Aωraceae. カへデ科

**Acer carpinifolium Sieb. et Zucc. 

和名。 ちeTのき，やましばかへで。

産地。 4林班(佐藤， VIII. 28， 1930);樺水谷(山中， IX. 8， 1936)ニ産ス。

*"Acer crataegifolium Sieb. et Zucc. 

和名。 うりかへで，めうりのき。

産地。 18林班(佐藤， IX. 29， 1930);大森山(山中， IX. 12， 1936) :=.産ス。

餐Sabiaceae. 7ヲカヴラ科

後Meliosmarigida Sieb. et Zucc. 

和名。 やまびは。

産地。 成井谷 (IV.9， 1937) ~産ス。

Rhamnaceae. クロウメモドキ科

*"Rhamnus crenata Sieb. et Zucc. 

和名。 いそのき。

産地。 大森山(山中， IX. 14， 1936) :=.産ス。

**Ma1vaωae. 77ヒ科

酬 Hibiscussyriacus L. 

和名。 むくげ。

産地。 18林班(佐藤， VIII. 10， 1930) :=.産ス。培養品ノ散逸セルモノナリ。

Hypericaceae. オトギリサウ科

掛 Hypericumlaxum Koidz. 
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和名。 とげ会とぎり。

産地。 八落谷(山中， IX. 12， 19:)6) .:産ス。

Violaceae. スミレ科

制柄。laeizanensis Malcino 

和名。 えいざんすみれ。

産地。 成井谷 (IV.4 & 8， 1937) .:産ス。

**Viola grypoceras A. Gray， var.. exilis Nakai 

和名。 とたちっぽすみれ。

産地。 後谷日V.9， 193η=産ス。

**Viola obtusa Makino， var. glabra Makino 

和名。 けなしにほひたちっぽすみれ。

産地。 窪谷 (IV.4， 1937) .:産ス。

制 ViolaOkuboi Makino， var. typica Makino 

和名。 けまるばすみれ。

産地。 成井谷 (IV.4 & 8， 1937)ュ産ス。

州 Violaverecunda A. Gray 

和名。 つt!'すみれ。

産地。 構水谷 (IV.5 & 6， 193i);窪谷 (IV.6， 1937) .:産ス。

制 Violaviolacea Makino， form. albida (Nakai). 

和名。 しろばなしはいすみれ。

産地。 11林班 (IV.5， 193i); 10林班 (IV.5， 1937);大森山 (IV.6， 1937); :霜谷(1V.6，

1937) ;詑坂谷 (IV.6， 193i); 12林班(lV.7， 1937) .:産ス。

後傍Alangiaωae. ウリ Jキ科

**Marlea macrophylla Sieb. et Zucc. var. trilobata Nakai 

和名。 うりのき。

産地。 2林班(小野岡， V. 30， 1937) .:産ス。

Umbelliferae. セリ科

輔 TorilisAnthriscus GmeL 

和名。 やぶじらみ。
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産地。 2林班(小野岡， V. 30， 1937) =-産ス。

MetachJαων偽 αe. 後世花被亜門

Pvrolac阻 e. 4チヤクサウ科

kPyrola japonica Sieb. 

和名。 いちゃ〈さう。

産地。 演習林(佐藤， VIII. 23， 1930);窪谷 (IV.6， 193η;八落。V.6， 1937) =-産ス。

Rhodoraceae. シャクナゲ科

輔 MeisteriaαrnuaSieb. et Zucc. 

和名。 ぺにEうだん。

産地。 植水谷(佐藤， VIII. 8， 1930); 10林班(佐藤， VIII. 29， 1930) =-産ス。

輔 Meisteriashik:ok:iana Nak:ai 

和名。 かいなんさらさどうだん。

産地。 10林班(佐藤， VIII. 29， 1930) =-産ス。

骨'RhododendronKaempferi Planch. 

和名。 やまつつじ。

産地。 植水谷 (IV.4， 1937) =-産ス。

酬'Vacciniumbracteatum Thun b. 

和 名。 しゃしゃんぽ。

産地。 演習林(佐藤， X. 22， 1930);横水谷但V.5， 19訂); 1林班(IV.8， 1937) =-産ス。

Primulaceae. サクラサウ科

輔 LysimachiaTanak:ae Maxim. 

和名。 みやまとなすぴ。

産地。 5林班(小野岡， V. :30， 1937) =-産ス。

梢 Ebena偶 蹄 . カキJキ科

輔 Diospyrosnipponica Nakai 

和名。 とをはがき。(方言，くろがき)。
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産地。 1;林班(IV.8， 1937) :.産ス。

掛 Loganiaceae. マチン科

輔 Buddleiainsignis Carr. 

和名。 ふぢうつぎ。

産地。 4林班(佐藤， VIII. 28， 1930);八落谷苗圃(山中， IX. 12， 1936) :.産ス。

Gentianaceae. リシダウ科

**Gentiana ZolIingeri Fawc. 

和名。 ふでりんだう。

産地。 構水谷 (IV.5， 1937) =産ス。

Apocynaceae. ケヲチクタウ科

州 Trachelospermummajus Nak:ai 

和名。 ちゃうじかっら。

産地。 6林班(小野両， VI. 3， 1937) :.産ス。

Heliotropiaceae. ムラサキ科

柑 Omphalodesjaponica Maxim. 

和名。 やまるりさう。

産地。 成井谷(IV.4， 1937) =-産ス。

Verbenaceae. ウマヴヅラ科

各'Premnajaponica Miq. 

和名。 はまくさぎ。(方言，りんのき)。

産地。 5林班(小野岡， V. 30 & VI. 3， 1937) =-産ス。

Labiatae. ヲドリコサウ科

柑 Ajugadecumbens Thunb. 

和名。 きらんさう，ぢごくのかまのふた。

産地。 構水谷 (IV.4， 1937);捷坂谷(IV.，7， 1937);成井谷日v.4， 1937) =-産ス。

柑 ComanthosphacestelIipila S. Moore 



和名。 みかへりさう。

産地。 窪谷(山中， IX. 9， 1936) =産ス。

**Lamium humile Maxim. 

和名。 やまぢわう，みやまきらんさう。

産地。 大森山(山中， IX. 12， 1936) =-産ス。

糊 ScutelIariaindica L. var. humilis Mak:ino 

和名。 しそばたったみ。

産地。 2林班(小野同， VI. 3， 1937) =-産ス。

州 Solanaωae. 十ス科

柑 Solanumlyratum Thunb. 

和名。 ひよどりぢやうど。

産地。 大森山(山中， IX. 12， 1936) =-産ス。

制 ITubocapsicumanomalum Mak:ino 

和名。 はだかほほづき。

産地。 植水谷(山中， IX. 9， 1936);大森山(山中， 1え 12，1936) ::.産ス。

Rhinanthaceae. コマJハグサ科

制 Veronicalaxa Benth. 

和名。 ひょくさう。

産地。 2林班(小野岡， V. 30， 1937) =-産ス。

州 Plant時inaωae. オホバコ科

州 Plantagomajor L. var. asiatica Decne. 

会 11ばと。和名。

産地。 1林班(小周・岡， V. 30， 1937) =-産ス。

Rubi蹴 eae. 7カネ科

Mephitidia satsumensis Nakai 

和名。 さつまるりみのき。

産地。 王子井 (IV.11， 1937;小野岡， V. 20， 1937) =-産ス。

(41 ) 
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Caprifoliaceae. スヒカヅラ科

“Abelia serrata Sieb. et Zucc. 

和名。 とつくばねうつぎ。

産地。 4林班(小野岡， VI. 3， 1937) ~姥ス。

"Viburnum uTceolatum Sieb. et Zucc. var. procumhens Nakai 

和名。 みやましぐれ。

産・ 地。 八丁阪(山中， IX. 18， 1936) .:=.M(ス。

Comp08itae. キク科

-A宮ter alteratoidωTurcz. subsp. angustifolius Kitamura 

和名。 ほそばとんぎ〈。

産地。 笹谷(山中， IX. 9， 1936) ~ ~ス。

**Aster scaber Thunb. 

和名。 しらやまぎ〈。

産地。 大泰山(山中， IX. 12， 1936) .:=.産ス。

**Gerbera Anandria Schl.-Bip. 

和名。 ぜんぼんやり。

産地。 11林班 (IV.5， 1937); 13林班(lV.7， ]917); 1外班(JV.10， 1937) .:=.産ス。

**Gnaphalium hypoleucum DC. 

和 名。 あきのははとく・さ。

摩地。 八落谷(山中， IX. 12， 1!l3r.) .:=.j苧ス。

....Gnaphalium japonicum Thunb. 

和名。 ちちとぐさ。

産・地。 18林Jff.(lV. 8， 1937) .:=.亦ス。

輔 lxerisstolonifera A. Gray 

和名。 ひめぢしばり。(方言，ちちぐさ7。

産地。 5林班(小野附， V. 3， 19~7) .:=.，;tス。

Senecioαmpestris L. 

手n 1"，っ さはをぐるま，をかをぐるま。

産地。 平井 (IV.4， W3i) .:=.産ス。
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