
倶知安町鏡沼周辺の観察会・植物目釘i

-シダ植物 (9: 18) 

ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ

トクサ スギナ

セeンマイ・ヤマドリゼンマイ、ゼン7

イ

キジノオシダ:ヤ7 ソテツ

コパノイシカグ7 ワラビ

シシガシラ シシガシラ

オシダ:シラネワラビ、オシダ、ナラ

イシタ

ヒメシダ オオバショリ 7、ミヤ7 ワ

ラビ

メシダエゾメシダ、ミヤマメシダ、

ヤマイヌワラビ、オオメシダ、ウ

サギシダ、イヌ力、ンソク

・種子植物・裸子植物 (1 : 2) 

マッ トド7 ツ、ハイ 7 ツ

・種子・被子・双子葉・離弁花類 (28: 64) 

ヤナギ:ェゾノパッコヤナギ、イヌコ

リヤナギ

カハノキ ミヤマノ¥ンノキ、ダケカン

ノペツノノ、ンノぐミ

プナ:ミズナラ

タデ ウラジロタデ、オオイタドリ

ナデシコ。ハコベ*

モクレン ホオノキ

キンポウゲ'エゾレイジンソウ、エゾ

ノリュウキンカ、ハイキンポウゲ

ウマノスズクサ.オクエゾサイシン (R)
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2002年 6月29EJ 

マタタピ:サJレナシ、 ミヤママタタビ

オ}ギリソウ オトギリソウ

モウセンゴヶ:モウセンゴケ

アブラナ オオ川タネツケハナ

ユキノシタ エゾアジサイ、ノリウツ

ギ、ツ/レアジサイ、ウメノくチソウ、

コマガタケスグリ、イワガラミ

ハラ ヤマフゃキショウマ、ノウゴウイ

チゴ、ヒメヘヒイチコ¥チシマザ

クラ、エゾヤマザクラ、ホロムイ

イチゴ、ウラジロエゾイチコ、ナ

ワシロイチゴ、アズキナシ、ナナ

カマド

7 メ シロツメクサホ

カタノ〈ミ エゾタチカタノミミ

フウロソウ:ゲンノショウコ

ミカン キノ、ダ、ツ/レシキミ

ウlレシ ツタウノレシ、ヤ7 ウ/レシ

カエテ拘 ハウチワカエデ、ミネカエデ、

オガラパナ

モチノキ:ハイイヌツゲ、ツ/レツゲ、

アカミノイヌツゲ

ニシキギ ヒロハツリハナ、クロツリ

パナ

ブドウヤマブ}ウ

シナノキ:シナノキ

スミレーオオタチツボスミレ、ツボス

ミレ、ムラサキコマノツメ

アカノくナ:タニタデ、ヤナギラン、カ



ラフトアカノくナ

ウコギ コシアフやラ、ウド、タラノキ、

ハリギリ

セリ オオノてセンキュウ、オオチドメ

・種子・被子・双子葉・合弁花類 (14:45) 

イチヤクソウ:ギンリョウソウ、ベニ

バナイチヤクソウ、イチヤクソウ

ツツジ:ヒメシャクナゲ、イソツツジ、

ハナヒリノキ、ムラサキヤシオ、

ミヤ7 ホツツジ、ツルコケモモ、

オオノくスノキ

ガンコウラン ガンコウラン

サクラソウ ツ7 トリソウ

モクセイ:アオダモ、ヤチダモ

リンドウ エゾオヤマノリンドウ、ツ

lレリンドウ

アカネ エゾノヨツパムグラ、オオパ

ノヨツパムグラ、オククルマムグ

ラ、ツノレアリドウシ

シソ エゾシロネ

ゴマノハグサ:オオバミゾホオズキ

オオノ〈コーオオノ〈コ

スイカズラ オオ力メノキ、タニウツ

ギ

オミナエシ 7 ノレパキンレイカ

キキョウ:ツ/レニンジン、サワギキョ

ウ、タニギキョウ

キク.ヤマハハコ、オオヨモギ、ユウ

ゼンギクヘミミコウモリ、チシマ

アザミ、ヨツ川ヒヨドリ、コウリ

ンタンポポヘプタナヘシロノ〈ナ

ニ庁ナ、ハナ二万ナ、ヤ7 ニガナ、

アキタブキ、コウゾリナ、オオア

ワダチソウヘコカ事ネギク、セイヨ
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ウタンポポ牟

・種子・被子・単子葉植物 (7: 38) 

ユリ.ホウチャクソウ、コノくギボウシ、

7 イヅJレソウ、ツクパネソウ、オ

オアマドコ口、オオハタケシマラ

ン、アオミノエンレイソウ

イグサイ

イネ.ヌカボ、ハ/レガヤヘヒメノガリ

ヤス、カモガヤヘオオウシノケグ

サ、 ミヤ7 ドジョウツナギ、スス

キ、ヌ 7Jゲヤ、ナガハグサヘチシ

マザサ

サトイモ.ヒメカイウ、ミスバショウ、

ザゼ、ンソウ

ヌ'f7 カーマ

カヤツリグサ:ミノボロスゲ、ビロー

ドスゲ、ハガクレスゲ、キンチャ

クスゲ、 トマリスゲ、ヒメシラス

ゲ、ヤチカワズスゲ、ヒメスゲ、

コジュズスゲ、オオカサスゲ、ア

ス:7ナjレコ、ヒロハオセ守ヌマスゲ、

ワタスゲ

ラン エゾスズラン、キソチドリ、オ

オヤマサギソウ

シダ赦物.....・H ・.....・H ・...9科 18種

裸子植物 ・・ ・ l科 2種

離弁1E類..................…28科 64穂

合弁花類… ・・・・ ・......14科 45種

単子葉柄物・・ …-… 7科 38種

合計……・…H ・H ・-…59科 167種

-本日録は環境庁 (1987)植物目録を基本

に作成した。科名:和名の順に列記した。



和名の末尾に*印のあるものは帰化植物を

示す。 (R)はレッドデータブック記載穏を

示す。本目録には銭沼及び周辺にある無名

ガンコウラン(liiJ干ヰ)
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比方山草 20(2003) 

j思I!J(での確認種を含んだ。

(まとめ・五十嵐博 カ y ト・大倉正美)

コケモモ(ツツジ科)

オオハミゾホオズ寺(ゴ7 ノハグサ科)



中山11中駅逓沢林道の観察会・植物目録

-シダ植物 (11:17)

ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ

トクサ スギナ

ハナヤスリ エソフユノハナワラビ

セツ7 イ ゼンマイ

キジノオシダヤマソテツ

コノミノイシカグマ ワラビ

ミズワラビ イワカ、ネセーン7 イ

シシガシラ シシヵーシラ

オシダ シラネワラビ、オシダ

ヒメシダ ι オオパショリマ、 ミヤマワ

ラビ、 ミゾシダ

メシダエゾメシダ、ウサギシダ、イ

ヌガンソク、クサソテツ

・種子植物・裸子植物 (1 : 3) 

マッ トドマツ、アカエゾマツ、エゾ

7 ツ

-種子・被子・双子葉・離弁花類 (24: 58) 

ヤナギ:ェゾノパッコヤナギ、イヌコ

リヤナギ、エゾノキヌヤナギ、オ

ノエヤナギ

カバノキ ケヤマハンノキ、ダケカン

ノミ、ウダイカンハ、

ブナ.ミズナラ

タデ イヌタテ二オオイタドリ、ヒメ

スイバ*、エゾノギシギシキ

ナデシコ シラタ7 ソウキ

キンポウゲ サランナショウマ

メギサンカヨウ
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2002年 9月 1，1日

マタタビ ミヤ7マタタビ

オトギリソウ オ↑ギリソウ

ユキノンタ:トリアシショウ7 、ノリ

ウツギ、 ツノレアジ吋イ、 コマヌゲタ

ケスタリ、イワガラミ、ズダヤク

レノニL

パラ キンミズヒキ、ヤマブキンョウ

7、オニシモツケ、ノウコウイチ

ゴ、オオダイコンソウ、エゾノミ

ツモトソウペシウリザ、クラ、ウラ

ジロエゾイチゴ、ナナカマド

マメ クスダ7 ツメクサ spヘタチオ

ランダゲンゲヘムラサキツメク

吋ヘシロツメクサキ

ブウロソウ ゲ、ンノショウコ

ミカン ι キハダ

ウlレシ ックウルシ

カゴデノ¥ウチワカエデ、アカイタヤ、

ミネカエデ、オガラパナ

モチノキ:ツ/レツゲ

ニシキギ クロツリパナ

ブドウ'ヤマブドウ

ンナノキ。シナノキ

スミレ:オオタチツボスミレ、ミヤマ

スミレ、ツボスミレ

アカパナ アカパナ、メマツヨイグサ本

ウコギ コシアブラ、ウド、タラノ寺、

ハリギリ

セリ.オオパセンキュウ、ミヤマセン



キュウ

・種子・被子・双子葉・合弁花類 (10:38) 

イチヤクソウ・コイチヤクソウ、コノ〈

ノイチヤクソウ、ベニバナイチヤ

クソウ

ツツジ ハナヒリノ寺、オオノ〈スノキ

リンドウ:ツノレリンドウ

カ、カ、イモ イケマ

アカネ オオノマノヨツノ、ムグラ、オク

クルマムグラ

シソ イヌ↑ウハナ、ミヤマ↑ウノてナ、

ウツボグサ、シロノてナウツボグサ

オオノぐコ オオノくコ

スイカズラ オオカメノキ、ミヤマガ

マズミ

キキョウ ツノレニンジン、タニギキョ

ウ

キク・ヤマハハコ、オオヨモギ、ヨモ

ギヘエゾゴ7ナ、ミミコウモリ、

ヨプス7 ソウ、チシマアザミ、ヒ

メムカシヨモギヘヨツノ〈ヒヨド

リ、エダウチチチコグサヘブタ

ナヘハナニガナ、ヤ7 ニガナ、ア

キタブキ、コウゾリナ、ハンコン

ソウ、コカゃネギク、ヒメジョオンヘ

アカミタンポポペセイヨウタンポ

ポキ

-種子・被子・単子葉植物 (7: 37) 

ユリ:ツバメオモト、マイヅルソウ、

オオバタケシマラン

イグサ ヒロハノコウガイゼキショ

ウ、 イ、 タチコウ力事イセーキショウ

イネ:コヌカグサヘヤマヌカボ、ヌカ

ボ、エゾヌカボ、ノリレガヤヘカモ

!七h山草 20(2003) 

ガヤヘヒ口ハノウシノケグサヘ

ヒロハノドジョウツナギ、ススキ、

ミヤマネズミガヤ、クサヨシヘオ

オアワヌ7ェーリヘヨシ、スズメノカ

タビラ、ナガハグサペシチマザサ、

クマイザサ

サトイモ ミズノミショウ

jfマグ7

カヤツリグサ ミノボロスゲ、ピロー

}スゲ、ヒメシラスゲ、アズマナ

/レコ、オオカワズスゲ、ヌマハリ

イ、アプラガヤ

ラン エソスズラン、ノビネチドリ、

ハクサンチドリ、オオヤ7 サギソ

ウ、ネジノ〈ナ

シ夕、l'il(物・・・…… ...・H ・..11科 lH重

保子中直物・ ・ ..•••..•• 1科 3本主

再住弁花類 ………...........24科 58毛主

合弁jE類…・・ … .....10科 38種

単子葉植物 …・目・....7科 37種

合 計…回目…口・・H ・H ・53科 153穂

-キノコ類

オンロイシメジ、ツチスギタケ、クサウ

ラベニタケ、ナラタケ、ナメツムタケ、キ

ツネノチャブク口、クロサカズキシメジ、

ハタケシメジ、ムジナタケ、ヒトヨタケ、

フウセンタケ sp、クリタケ、ヤ7 ブシタケ、

ヒイロチャワンタヶなど

・本H録は環境庁(1987)植物目録を基本

に作成した。科名 和名の順に列記した。

和名の末尾に*向lのあるものは帰化柄物を

示す。和名の末尾に spにある稜は標本採
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集していない未確定種を示す。本目録には 祭会と松物観察を並行して行った。

谷口氏の案内で確認したキノコ類の和名も (まとめ・五 i嵐博カ y ト・大倉正美)

含んだ。 nj，年とは林道を変えてキノコの観

シンガシラ(1，，)干ヰ)

コマガタケスグリ(ユキノシタ手十)

ヌメリイグナ

ツチスギタケ

ツチグリ

ベニテングタケ

200一一


