
文献紹介

0(1) 北海道高等植物目録 I 伊藤浩司

・日野間彰共編 1985 たくぎん総合

研究所flJ~北海道産のシダ杭物・裸子植

物の全種を収めたものです。 2000円定価。(2) 北海道高等植物目録 W 伊藤浩司

・臼野間彰:jl~編 1987 同上flJ~北海

道産の合弁al産物の全種を合めたもので

す。 7000円定価。 (II~ lIIは未刊です)

0(3) 北海道薬用植物図嚢 仁藤祐舜・ ~U

崎忠助共著 北海道大学凶書刊行会 1988 

年flJ~本文献は大正11年 IIJ11 の北海道最

初のまとまった薬用植物図鑑を覆刻した

もので、原本通りに見事に作られていま

す。定価も 3000PJという安価で入手でき

ます。

①(1)南千島色丹島誌大野笑三編(r日本

常民生活資科叢書: 第7巻北海道総1973

年、常民文化研究所編、三一書房刊に収

められています。絶版。古書悩 15，000 

円前後。

本書「南千島色丹烏誌J の中に r色丹

烏の植物J(舘脇操著)が収録されていま

す。~ r色丹島の植物」の内容紹介~

第 l節 色丹島植物総説、第 2節~純

物研究史、第 3節 色丹島特殊植物、そ

して最後に r色丹島植物目録J が付され

ています。(産地等は」切示されていませ

ん。)原本 f南千島色丹島誌」は昭和15年、

アチックミューゼアム葉線の l冊として

刊行されたものであります。これはその
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覆芸IJ版。原本古書簡 18，000f'J前後。

.(5) 色丹島植物調査報告 北海道庁拓殖

部昭和15年刊・館協操箸

色丹烏の柄物の詳細を知るための111(;ー

の文献で、iIIj文献「色汁島の植物J は実

は「色丹島植物調査報告J の簡略版です。

〈色丹烏植物調査報の内容紹介〉

諸論・第三車~色丹島の植物、 Aj，¥fl花

畑・ B森林・ C水生柄物と湿原・ D笹原

と草!点・ Ei梓浜 第 2章特ーに注意を要

する色丹島の植物 A天然記念物予定地

・B特殊柄物。第三章 色丹島植物目録

(簡略版とはちがい、この植物H録には

すべての地物について産地の詳細が記録

され、新品種、新変種についての原記載、

標本が示されています。巻末にf.Jされて

いる26枚のモノクロ写真は貴重なもので

す。)

0(6) 自然保護 No.31l、 1988・日本自然保

護協会~日本の白然保護についての動向]

を知らせるための良書で z 八木健三先生

のF千歳川放水路」は水害を防げるのか=

が収録されています。本書は東京の小1白

定ぷ先生から送られてきたものです。

①(7) 北方植物の旅総脇操朝日新聞社、

19715f刊。総脇先生の最後の著作で、

生を賭けた北方柄物の旅を綴ったもので

す。

〈内容〉サパイカル・千島の忠いHl，・内

家古・ IIJ商省五台山・スカンジナビア・
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アリューシャンの初夏・アラスカの高原

・北方閣の植物散歩に分けてまとめられ

ています。古書価 1，500fT1佼。サイン入

り-2，5001'1前後。

(日)千歳の槌物 寺崎H百紀 1988年flJ(私

家版)

〈内容〉日次より-1. 林地の植物、 II

道ばたや?を地の植物、 III. 河川沿いの防

地の植物、 N. 湿地やノド巾の植物、 V.

降下軽主i露出地(空港付近)の横物、附

篇:千歳市の植物ー覧に分けてまとめら

れています。

一積ごとの縞物に写真と解説が加えら

れ、 681積の植物が記録されています。総

ページ数166p。標本は示されていません。

0(9) 利尻・礼文の自然観察 日本白然保

護協会 1988iF1"J B 6・46p、定価500

円

0(10) 知床の自然観察 日本自然保護協会

1988年flJ B 6・46p、定価500円

(9)・11聞の註文先一一干105 東京都iil'凶え

ノ門電気ビノレ 4F。郵便振替を利則され

る方は、東京5-51775 例日本自然保護協

会を利用。送料は170円です。

①(11) 北関の花館協操著枯葉書院昭

和22年1'IJ。季節こ'との北海道の代表的な

花について愛情をこめて紹介しておりま

す。後半には「北海道の車窓大観」が収

められています。大戦直後の出版物です

が、古書応で容易に入千することができ

ます。古書価 1，500門前後。

011司北海道の木の実 山岸脅・ LII岸敦子

共著北海タイムス社 i昭和58if.TIJo

野生の花木は花を見るのもよいが、そ
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の実を食べるのも楽しみのひとつです。

本書は食用となる木の実の見分け方から

利用法まで親切に示された良書です。

①11司野草野外植物研究会 Vols.1-33 

(通巻300号) (1935-1967)が合本16冊

別巻(総索引)付きで覆刻されました。

m版科学総合研究所刊。定価54，000円。

あらゆる植物を対象とした研究会誌で、

道内の関係記事は少ないのですが、山草

家必;売の書物です。 i吋平手はρi度なもので

す。

0(14) 水草の観察と研究大滝末男著 グ

リ ンブソクス10 ニュー・サイエンス

社昭和63年1'IJ (第 5版)、定価950円。

水平に興味を持ち、これから取り組んで

みたいんには最良の案内書です。 内容は、

I水草の概念と生態、 II水草の見わけ方、

III水平と人生に分けられて構成されてい

ます。(著者の大滝先生から IIIJr制I寄贈を

受けました。)

(1日すみれニュース第53号 日本スミ

レInJ好会 1988・10・15

スミレに関するあらゆる内容をはば広

く扱っている注目すべき会誌ですロ会誌

についてくる生写真はりつけのスミレア

ルバムは非常に貴重なものです。この会

誌の文献紹介のコーナーに、 F北方山草J

7号の外111稚寛著 r;lt海道における植物

分命。の新知見~エソヒナスミレー、高野

洋子著「私とスミレ」がリストアップさ

11.ていました。

011日北の国の雑木林菊沢喜八郎 1986

年flJ 浩一樹書房~北海道の落葉広葉樹林

を13年間にわたって観察された著者(北
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海道林業試験場造林科長)がまとめあげ

たツリーウオソチング入門です。

。(J司 宣教師・植物学者フォリー神父

~キリシタン文化研究シリーズ15

小野忠亮著 l昭和52年刊 キリシタン

文化研究会~北海道に縁の深い著名な純

物学者フォリーについて、あらゆる文献

を駆使してまとめられた詳細な書物です。

残念ながら絶版になってしまいましたが、

古書で求めることは可能です。必見の書

物。古書価 3，OOOPI前後。

0(1日釧路湿原(釧路新書16)昭和62年frj、

編集者~釧路市史編さん事務局、発行持~

釧路市、定価6001'1。総ページ数255p。

本書は釧路i毘!ポについての総合的な案内

書としてたいへんよくまとめられた文献

です。

〈内容> 1 序章、 II釧路i毘 J~iの形成、 III

釧路iE似の生きもの、 W釧路湿原と人間

とのかかわり の4章に分けてコンパク

トにまとめられています(釧路湿原の植

物については、新庄久志さんが相当L

O(J時世界の珍草寄木川崎勉者 H自利52

年fiJ 内問老鶴脳新社~現夜l立、この木

の新版が出ているのでい害防ですぐ求めら

れます。 <1付脅〉世界各地を歩かれた著者

が、ライオンを殺す植物、世界一甘い木、

ヒマラヤの青いケシなどさまざまな珍草

奇木をとりあげて紹介する興味深い書物

です。

.(20) 南樺太産食用野生植物(様大中央試

験所業報22号、第 1類(農業)第8号、

木本氏幹・白坂信巳共著、 IIg和llif'7JJ、

樺太中央試験所103P 0 古書価 4，0001'1 
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前後。

〈内容〉科別に分けて食用構物79穏を解

説しています。巻末に和名索引・学名索

ヲi。

。(21)南樺太産食用野生植物 第1報(樺

太中央試験報告)石山哲爾著昭和 7年

TrLこの種の文献としては最も詳細なも

の。古書悩 10，0001'1前後。

。世田 周・第 2報......1報は後左計五被亜綱

で、 2報は古生花被lill綱-A、ミヅキ科

イシモチソウ平:トまでをまとめたもの。古

書悩 10，000門前後。

.~司 満洲野生食用植物図説 Inj坂 rEi大著

ハルピン千葉書庖、成徳 9年刊。526P. -

代表的な貯生食用植物259種すべてに実物

人‘の線is'jを付して解説したものです。 -[11

書価 15，0001'1前後。

.(24) 北千島生物相 (北千島学術部資隊

報告) tI木生物1¥出現学会 1934年frl

O日本生物地理学会会f誌の 4巻 1号-4巻

<1号までを合IIIrして「北千島生物相J と

名づけられた書物。入子は凶難です。高

1rHi。古書佃 70，000円jjij後。

0竪寓な内容ですが、 tr1i物をとり上げてい

る工員だけをピソクアップしてみますと…

r~n 島概観J W'I田喜 ・木場一犬共

幸子、「北千島の維管束植物J (英文)館脇

操著、 r~t千島産地衣類目録J 朝比奈泰彦

著、けじ千島陸海藻標品H録」山出幸男著、

「北千島所産のチリモ科柄物に就いて」

|刈田喜 著等が収録されています。なお、

巻末に付されている「北千島に関する文

献」は詳納なもので、活字になっていな

い文献についてはその所在まで記してあ

北方山草 8 (1989)



って貴重なものです。

@ω 樺太植物調査概報下f部金再・宅

勉共著 樟大庁干rJ、 一般に売られたもの

ではありませんが需要があったのでしょ

う初版(明治404二) ・再版(大IE2年)

・3版(大正14年)と版を重ねました。

第 l章樺太植物探検ノ沿革、第 2章植物

分布ノ状況、第 3j寧有則被物の 3主主に分

けて記されています。内、第 1章の「樺

大植物探検ノ沿革」は、 n本人がまとめ

た最初の樺太組物調査の沿革史として著

名なものです。古書:価4，000-5，000円位

です。

@(26) 宮部金吾宮古i金再博士記念H¥Jt&刊

行会(編集兼発行者) II({和28年刊

〈内容〉第 l部自叙伝、第 2部白叙f云楠

j童から成り立っています。必読の書物で

す。入千容易、 1"-書!日i6，OOO円{立てがす。

0(21) 大雪山文献書誌清水敏一(私刊)

第 1巻・第 2巻(昭和62年・昭和63年

nJ)各巻定価2，9001lJ、道内の古書1占で取

扱っています。限定500部。

01:的植物の進化を探る iiij川文夫著 (岩

波新書:)持波書応 l昭和63年trJ480[IJ。

0仰)植物たちの生沼田真著(岩波書I占)

昭和63年frJ

〈内容〉興味深い話題がぎっしりとつま

っていて、様々なM物遠の生態や人間と

版物とのかかわりを考察しています。

。(湖書IJ路湿原総合調査報告書 1975年nJ

釧路市立郷土博物館339p。古書簡 7，000 

[IJ前後。

〈内容〉書名が示す通り、木書は名実と

もに学|尉l(jな協力調査の結晶です。 純物
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に関する部分は、新庄久志先生・北海道

教育大学釧路分校の故田中瑞穂先生が担

当されています。

(1)131) 室蘭の植物-illiJ量111を中心として原

松次著噴火i脊社、 1976年frJ。

欽の街室蘭の一角に所在するilliJ量山の

植物を徹底的に調査され、独自の組み方

で構成された文献、この書物によって測

量山の豊富な植物相が全国的に注目され

る様になりました。古書佃 2，OOO/'J前後。

8(幼北海道原野普通自生植物防部金吾

著 明治30年干rJ、北海道庁殖民部拓殖諜

(r北海道航民地選定第二報文」所)150

〈内容〉木本 1部と草本 1音11に分け、平日

名方言.1実名・備考)車I也・科名の順に

表組みてい構成されています。北海道の原

野に自生する柄物の中から、代表的なも

のを選んでまとめられたことは内容から

明白です。

※ 本舎の)京本入干は困難ですが、覆刻版

は容易に入手できます。

。(幼高山植物観察と栽培(r実際関芸臨時

増trJ)誠文堂、 113和 4年TrJ。

山草家必討しの文献。 I_'i書{而 2，OOO/'Jliii 

f表。

く内界>r高111植物研究の歴史J (牧野'富

太郎著)のほか特に北方の記事をピソク

アップすると「北海道に於ける高山植物」

(館協操著)、「様大産の珍い、高山続物」

cl藤結舜著)、「北海道に於ける高111植

物の鉢栽培J(石田文?到))、「北海道山草

会とその概況J (原秀Mi.著)が収録され、

その他の記事も非常に貴重なものばかり

です。
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.(34) 石狩幌向原野の値物 I・II 館協

操若 l昭和6年刊(r:中lJI見農林学会朝むNo.l01-

105所収)

.(35) 札幌近郊海浜銭函植物 館協操著、

昭和 7年1'1) (r札幌農林学会報J No.110所

収)。

〈内界〉植物相を①海浜断崖(張百lf.駅~

張百lt川阿ti!e)、②海岸丘陵斜而草原(張碓

川ト銭函附近)、③砂浜・砂行.及ぴ柏林(銭

i荊~小樽内)I [)に分けて記述、検索表を

付して詳細な柄物目録をのせています。
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日長百lf.にモウセンゴケ、ウメパチソウの

記録が見えます。

※ 文献紹介について、それ等を求められ

る人々のために、今回は文献の蝋に記号

を付しました。以下記号の解説です。

0-書応、 [1i書応等で求められるもの。

①~古書!占で人子可能なもの。

。~古書出で入子のも、ずかしいもの。

.-，'，書応で入干の非常にむずかしい Lの。

(文責外山 :m寛)
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