
観察会の記録

1. 様似町・観音山公園観察会

[とき120074'5月13日

[確認種138種

掴裸子植物

マツ科・トドマツ

圃被子植物・双子葉植物・離弁花類

クルミ科'オニグルミ

ナデシコ科:ミヤマハコベ

キンポウゲ科.エゾトリカブト、アズマイ

チゲ

シラネアオイ科.シラネアオイ

メギ科.サンカヨウ

バラ科・ヤマブキショウマ、ヱゾヤマザクラ

カタバミ科・ゲンノショウコ

ウルシ科.ツタウルシ

ミツバウツギ科・ミツバウツギ

スミレ科'ケタチツボスミレ、ツボスミレ、

ヒカゲスミレ

セリ科・シャク、ミツバ、オオカサモチ、カ

ノツメソウ

阻被子植物・双子葉植物・合弁花類

サクラソウ科:オオサクラソウ

ムラサキ科・ワスレナグサ

オオバコ科.オオバコ

レンプクソウ手ヰ・レンプクソウ

キク科'ノブキ、ミミコウモリ、チシマアザ

千歳市五十嵐 博

ミ、オオノアザミ、オオハンゴンソウ、セ

イヨウタンポポ

田被子植物・単子葉植物

ユリ科・アサツキ、カタクリ、キバナノア

マナ、オオウバユリ、オオバナノエンレ

イソウ、バイケイソウ、オオシュロソウ

イネ科・カモガヤ

サトイモ科:

カヤツリグサ科.ヒカゲスゲ

ウラシマソウ(サトイモ科)

11. A.長JZ町馬追自然の森

[とき12007年6月16日

[確認種1208種

回シダ植物

ヒカゲノカズラ科・ヒカゲノカズラ

トクサ科.スギナ

コパノイシカグマ科.オオレンシダ

ミズワラビ科・クジャクシダ、イワガネゼ

ンマイ

チャセンシ夕、科:トラノオシダ、コタニワ
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タリ

オシダ科・リョウメンシダ、シラネワラビ、

オシダ、ミヤマベニシダ、ホソイノデ、

ジュウモンジシ夕、

メシダ科.ヤマイヌワラビ、ホソバシケシ

ダ、オオメシダ、ミヤマシケシダ、イヌ

ガンソク、コウヤワラビ

ウラボシ科 オシャグジデン

ダ、イワオモダカ

ホテイシダ(ウラポシ科)

圃裸子植物

マツ科・トドマツ、アカエゾマツ

イヌガヤ科'ハイイヌガヤ

イチイ科.イチイ

圃被子植物・双子葉植物・離弁花類

クルミ科・オニグルミ

ヤナギ科イヌコリヤナギ、オノヱヤナギ

カバノキ科.ケヤマハンノキ、ハンノキ、

ウダイカンバ、サワシバ、アサダ

ブナ科・クリ、ミズナラ

ニレ科.ハルニレ、オヒョウ

クワ手ヰ:ヤマグワ

タデ科・ミズヒキ、ミゾソバ、ヒメスイバ、

ナガバギシギシ、エゾノギシギシ

ナデシコ科:ミミナグサ、オオヤマフスマ、

ノミノフスマ、コハコベ、ミヤマハコベ
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モクレン科:ホオノキ、キタコブシ

マツブサ科'チョウセンゴミシ

カツラ科:カツラ

キンポウゲ科:ヱゾトリカブ卜、ルイヨウシ

ョウマ、フクジュソウ、サラシナショウマ

メギ科.ルイヨウボタン、サンカヨウ

センリョウ科.ヒトリシズカ

ボタン手ヰーヤマシャクヤク

マタタビ科.サルナシ、ミヤママタタビ、

マタタビ

アブラナ科・ナズナ、コンロンソウ

ユキノシタ科'トリアシショウマ、ツルネ

コノメソウ、ネコノメソウ、ノリウツギ、

ツルアジサイ、イワガラミ

バラ科目ヤマブキショウマ、ヘビイチゴ、

ヤブヘビイチゴ、オオダイコンソウ、ダ

イコンソウ、カラフトダイコンソウ、ヒ

メヘビイチゴ、シウリザクラ、クロイチ

ゴ、ヱビガライチゴ、ナナカマド

マメ科目ヤブハギ、イヌエンジュ、ハリエン

ジュ、ムラサキツメクサ、シロツメクサ

カタバミ科'エゾタチカタバミ

ユズリハ科目エゾユズリハ

ミカン科:キハダ、ツルシキミ、サンショウ

ウルシ科'ツタウルシ

カエデ科.ハウチワカエデ、、エゾイタヤ、ア

カイタヤ、ヤマモミジ

ツリフネソウ科・キツリフネ

ニシキギ科.オニツルウメモドキ、コマユミ、

ツルマサキ、ツリバナ

ミツバウツギ科目ミツバウツギ

ブドウ科 E ヤマブドウ

シナノキ科，シナノキ、オオバボダイジュ

ジンチョウゲ科:ナニワズ



スミレ科:オオタチツボスミレ、フイリミ

ヤマスミレ、ツボスミレ

ウリ科.アマチャヅル、ミヤマニガウリ

アカバナ科.メマツヨイグサ

ウリノキ科・ウリノキ

ミズキ科:ミズキ

ウコギ科.コシアブラ、ウド、タラノキ、

ハリギリ、 トチバニンジン

セリ科.オオバセンキュウ、エゾニュウ、セ

ントウソウ、ミツバ、オオハナウド、ヤブ

ニンジン、ウマノミツバ、カノツメソウ

掴被子植物・双子葉植物・合弁花類

イチヤクソウ科.ジンヨウイチヤクソウ

ツツジ科:オオパスノキ

サクラソウ科.コナスビ

エゴノキ科:ハクウンボク

モクセイ科・アオダモ、ヤチダモ、ハシドイ

リンドウ科.ツルリンドウ

アカネ科:クルマバソウ、オオバノヤエム

グラ、オククルマムグラ、

クマツヅラ科.クサギ

シソ科・ニシキゴロモ、ツルニガクサ

ゴマノハグサ科・ミゾホオズキ

ハエドクソウ科:ハエドクソウ

オオバコ科:オオバコ、ヘラオオバコ

スイカズラ科・ヱゾニワトコ、オオカメノキ

キキョウ科.ツルニンジン

キク科.ノブキ、ヤマハハコ、ミミコウモリ、

モミジガサ、ヨブスマソウ、チシマアザ

ミ、ヒメジョオン、ブタナ、ハナニガナ、

イワニガナ、ヤマニガナ、アキタブキ、

オオハンゴンソウ、オオアワダチソウ、

セイヨウタンポポ、オニタビラコ
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オオキヌタソウ(アカネ科)

圃被子植物・単子葉植物

ユリ科:ホウチャクソウ、チゴユリ、オオウ

バユリ、クルマユリ、マイヅルソウ、ツク

バネソウ、クルマバックパネソウ、オオア

マドコ口、ユキザサ、クロミエンレイソ

ウ、アカミエンレイソウ、ミヤマエンレ

イソウ、バイケイソウ

イネ科・ヌカボ、ハルガヤ、ハマチャヒキ、

ホガエリガヤ、カモガヤ、ヒロハノウシケ

グサ、ドジョウツナギ、イブキヌカボ、ク

サヨシ、オオアワガエリ、スズメノカタビ

ラ、ナガハグサ、チシマザサ、クマイザサ

サトイモ科.マムシグサ、ミズバショウ

ガマ科・ガマ

カヤツリグサ科ーヱナシヒゴクサ、ミヤマ

ジュズ、スゲ、ヒメシラスゲ

ラン科・ギンラン、アオチドリ、サイハイ

ラン、降ダ汐之族主主ノビネチドリ、コケ

イラン、オオヤマサギソウ

折れていたモイワラン(ラン科)
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11. B. 由仁町クレヨンパーク

[とき12007年6月16日

[確認種171種

盟シダ植物

オシダ科・オシダ

劃被子植物・双子葉植物・離弁花類

ヤナギ科・オノエヤナギ

カバノキ科'ケヤマハンノキ、ハンノキ

ブナ科.カシワ

ニレ科.ハルニレ

クワ科'カラハナソウ、ヤマグワ

イラクサ科.エゾイラクサ

タデ科.ミズヒキ、オオミゾソバ、オオイタ

ドリ、エゾノギシギシ

モクレン科・キタコブシ

キンポウゲ科:エゾトリカブ卜、カラマツ

ソウ

スイレン手ヰ・スイレユ -p、コウホネ

ケシ科'クサノオウ、ムラサキケマン

アブラナ科:ハ凡ザキヤマガラシ

ユキノシタ科・ノリウツギ

バラ科・オニシモツケ、エゾノシモツケソウ、

オオダイコンソウ、ヒメヘビイチゴ、ノ

イバラ、アズキナシ、ホザキシモツケ

マメ科・ヤブマメ、ムラサキツメクサ、シロ

ツメクサ

カタバミ科.カタバミ

カエデ科・カラコギカエデ

ニシキギ科:ツルマサキ、マユミ

ブドウ科.ツタ

ウリ科:アマチャヅル

ウコギ科・ウド、ハリギリ
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セリ科:ミツバ、オオチドメ、ヤブジラミ

回被子植物・双子葉植物・合弁花類

モクセイ科・ヤチダモ

キョウチクトウ科:13i'民主フジマソりj

アカネ科:ホソバノヨツバムグラ

ハエドクソウ科・ハヱドクソウ

キク科.オオヨモギ、チシマアザミ、ヒメジ

ョオン、アキタブキ、オオハンゴンソウ、

セイヨウタンポポ

チョウジソウ(キョウチクトウ科)

圃被子植物・単子葉植物

オモダカ科:サジオモダカ

ヒルムシロ科・ヒルムシロsp

ユリ科:ゼンテイカ

アヤメ科.キショウブ

イネ科.ハルガヤ、カモガヤ、イブキヌカボ、

クサヨシ、ナガハグサ

サトイモ科，マムシグサ、ミズバショウ、ザ

ゼンソウ

ミクリ平4・ミクリ

ガマ科:ガマ

カヤツリグサ科・ゴウソ、オオカワズスゲ、

オニナルコスゲ、ヌマハリイ



川 美深町天竜沼、雨霧の滝、女神の滝、

松山湿原

[ときJ2007年7月 7 日 ~8 日

[確認種J237種

圃シダ植物

ヒカゲノカズラ科:ヒカゲノカズラ、ヤチス

ギラン、マンネンスギ、 トウゲシバ

トクサ科.スギナ

ゼンマイ科・ヤマドリゼンマイ、ゼンマイ

キジノオシダ科・ヤマソテツ

ミズワラビ科.クジャクシダ、イワガネゼン

マイ

シシガシラ科・シシガシラ

オシダ科.シノブカグマ、リョウメンシダ、

オクヤマシダ、シラネワラビ、ナライシダ、

ホソイノデ、ジュウモンジシダ

ヒメシダ科.オオバショリマ、ミヤマワラビ

メシダ科:エゾメシダ、ヤマイヌワラビ、オ

オメシダ、ミヤマシケシダ、ウサギシダ、

イヌガンソク

圃裸子植物

マツ科・トドマツ、アカエゾマツ、エゾマツ、

ハイマツ

イチイ科.イチイ

主要山中の風景

北方山草 25(2008) 

圃被子植物・双子葉植物・畿弁花類

ヤナギ科・バッコヤナギ?、オノエヤナギ

カバノキ科.ケヤマハンノキ、ミヤマハンノ

キ、ダケカンパ

ニレ科'オヒョウ

イラクサ科.ムカゴイラクサ、エゾイラクサ

タデ科・オオイタドリ、ヒメスイバ、ヱゾノ

ギシギシ

ナデシコ科・ミミナグサ、オオヤマフスマ、

シラオイハコベ、カラフトホソバハコベ

モクレン科.ホオノキ

キンポウゲ科:エゾレイジンソウ、エゾトリ

カブト、ヒメイチゲ、ニリンソウ、エゾ

イチゲ、エゾノリュウキンカ、サラシナ

ショウマ、ミツバオウレン、セイヨウキ

ンポウゲ、ミヤマキンポウゲ、ハイキン

ポウゲ、カラマツソウ、アキカラマツ、

モミジカラマツ、テシオキンバイソウsp

メギ科・サンカヨウ

ウマノスズクサ科:オクエンゾサイシン

マタタビ科，ミヤママタタビ

モウセンゴケ科・モウセンゴケ

アブラナ科.エゾワサビ、オオバタネツケ

バナ

ベンケイソウ科・ミツバベンケイソウ

ユキノシタ科:ツルネコノメソウ、ネコノ

メソウ、エゾアジサイ、ノリウツギ、ツ

ルアジサイ、エゾスグリ、ダイモンジソ

ウ、ヱゾクロクモソウ、フキユキノシ夕、

イワガ?ラミ、ズタ可Pクシュ

バラ科:ヤマブキショウマ、オニシモツケ、

オオダイコンソウ、ダイコンソウ、チシ

マザクラ、ウラジロエゾイチゴ、エゾイ

チゴ、ヒメゴヨウイチゴ、ナナカマド
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マメ手ヰ:シロツメクサ、クサブジ

カタバミ科，コミヤマカタバミ、カタバミ、

エゾタチカタバミ

ミカン科 a キハダ、ツルシキミ

ウルシ科.ツタウルシ

カエデ科・アカイタヤ、ミネカエデ、オガ

ラバナ

ツリフネソウ科・キツリフネ

モチノキ科・ハイイヌツゲ、ツルツゲ、アカ

ミノイヌツゲ

ブドウ科:ヤマブドウ

シナノキ科'シナノキ

スミレf4:キバナノコマノツメ、オオバタ

チツボスミレ、オオタチツボスミレ、『

ヤマスミレ、ツボスミレ

ウリ科:アマチャヅル

アカバナ科:ミヤマタニタデ、ヤナギラン、

イワアカバナ

ミズキ科.ゴゼンタチバナ、

ウコギ科，ウド、ハリギリ

セリ科:エゾボウフウ、オオパセンキュウ、

エゾニュウ、シャ夕、セントウソウ、ミ

ヤマセンキュウ、オオハナウド、オオチ

ドメ、ヤブニンジン、エゾノハクサンボ

ウフウ、ウマノミツバ、イブキゼリモドキ

エゾゴゼンタチバナ(ミズキ科)
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匝被子植物・双子葉植物・合弁花類

イチヤクソウ科・コイチヤクソウ

ツツジ科'ヒメシャクナゲ、カラフトイソ

ツツジ、ハナヒリノキ、コヨウラクツツ

ジ、ウスノキ、アクシバ、クロウスゴ、

ツルコケモモ、イワツツジ、オオパスノ

キ、クロマメノキ

ガンコウラン科・ガンコウラン

サクラソウ手ヰ:ツマトリソウ、コツマトリ

ソウ

モクセイ科 a ヤチダモ

リンドウ科・エゾオヤマノリンドウ、ホロ

ムイリンドウ、ツルリンドウ

ミツガシワ科:ミツガシワ

ガガイモ科目イケマ

アカネ科.クルマバソウ、エゾノヨツパムグ

ラ、オオバノヨツバムグラ、オククルマム

グFラ

シソ科.ミヤマトウバナ、オドリコソウ、

エ
ゴマノハグサ科:コテンググ?クワガ夕

オオバコ科.オオバコ、ヘラオオバコ

スイカズラ科エゾニワトコ、オオカメノキ

レンプクソウ手ヰ・レンプクソウ

キキョウ科:ツルニンジン、タニギキョウ

キク科.オオヨモギ、ミミコウモリ、ヨブ

スマソウ、チシマアザミ、ヨツバヒヨド

リ、コウリンタンポポ、キバナノコウリ

ンタンポポ、ブタナ、ハナニガナ、アキ

タブキ、コウゾリナ、ミヤマアキノキリ

ンソウ、セイヨウタンポポ

圃被子植物・単子葉植物

ホロムイソウ宰ドホロムイソウ



ユリ科:ギョウジャニンニク、ツバメオモ

ト、ホウチャクソウ、ショウジョウパカ

マ、タチギボウシ、クロバナギボウシ、ヒ

メマイヅルソウ、マイヅルソウ、オオアマ

ドコロ、オオバタケシマラン、オオバナノ

エンレイソウ、クロミエンレイソウ、アカ

ミエンレイソウ、アオミエンレイソウ、ミ

ヤマエンレイソウ、バイケイソウ

イグサ科:イ、エゾホソイ

イネ科.ヌカボsp、ハルガヤ、ホガエリガ

ヤ、ヒメノガリヤスsp、イワノガリヤス
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*五十嵐は8日からの参加のため、松井氏・佐々

木氏から7日分の記録を頂いた。

IV. 白老町観察会

A ウヨ口川付近の無名沼

[ときJ2007年日月9臼

[確認種J81穏

圃シダ植物

トクサ科:スギナ

メシダ科:クサソテツ、コウヤワラビ

カモガヤ、クサヨシ、ヨシ、ナガハグサ、 圃被子植物・双子葉植物・離弁花類

チシマザサ ヤナギ科目イヌコリヤナギ、キヌヤナギ、オ

サトイモ科 ミズバショウ、ザゼンソウ、 ノヱヤナギ

ミクリ科.チシマミクリ カバノキ科目ケヤマハンノキ、ハンノキ、シ

カヤツリグサ科・ヒラギシスゲ、ショウジョ ラカンバ

ウスゲ、ビロードスゲ、ヤチスゲ、ヤラメ ブナ科:ミズナラ

スゲ、ミタケスゲ、トマリスゲ、ヒメシラ クワ科:ヤマグワ

スゲ、ヤチカワズスゲ、グレーンスゲ、タ タデ科・オオイタドリ、ヤナギタデ、イヌタ

カネハリスゲ(ミガエリスゲ)、ヒロハノ デ、ヤノネグサ、アキノウナギツカミ、ヒ

イッポンスゲ、オオカサスゲ、アズマナル メスイバ

コ、ワタスゲ、ミカヅキグサ、ミネハリイ ナデシコ科:ムシトリナデシコ

湿原での観察風景

ラン科:ササバギンラン、ヱLスズラン、

ノビネチドリ、クモキリソウ、ホザキイ

チョウラン、ハクサンチドリ、ホソバノ

キソチドリ、 トキソウ
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キンポウゲ科・キツネノボタン

スイレン科‘ヒツジグサ

ユキノシタ科，ノリウツギ

バラ科目オニシモツケ、クマイチゴ、ナワシ

ロイチゴ、ナガボノシロワレモコウ、ホザ

キシモツケ

マメ科・ムラサキツメクサ、シロツメクサ

フウロソウ科'ゲンノショウコ

ニシキギ科:オニツルウメモドキ

ブドウ科:ヤマブドウ

ミソハギ科.エゾミソハギ

アカバナ科・メマツヨイグサ



ウコギ科'タラノキ

闘被子植物置双子葉植物・合弁花類

サクラソウ科:クサレダマ

リンドウ科・ヱゾリンドウ

シソ科・シロネ、ヱゾシロネ

タヌキモ科目タヌキモsp

スイカズラ科・カンボク

オミナエシ科'オトコヱシ

キキョウ科.ツリガネニンジン、ツルニン

ン/

キク科.ヤマハハコ、オオヨモギ、ネパリノ

ギク、ユウゼンギク、タカアザミ、ヒメム

カシヨモギ、ヤマニガナ、コウゾリナ、キ

ヌガサギク、オオアワダチソウ

ススキ、ニコゲヌカキビ、ヨシ、ツルヨシ、

クマイザサ、エノコログサ

ミクリ科'ミクリ

ガマ科.ガマ

カヤツリグサ科・カサスゲ、ウシクグ、ハリ

イ、ホタルイ、フトイ、アブラガヤ

B.萩の里自然公園

[線認種1185穏

匝シダ植物

トクサ科:トクサ

ハナヤスリ科.エゾフユノハナワラビ

ゼンマイ科.ヤマドリゼンマイ

コバノイシカグマ科・オオレンシダ

オシダ科'オシダ

圃被子植物・単子葉植物 メシダ科目へビノネゴザ、ホソバシケシダ、

オモダカ科・アギナシ ミヤマシケシダ、イヌガンソク

ヒルムシロ科'オヒルムシロ

イグサ科:タチコウガイゼキショウ、アオコ 圃被子植物・双子葉植物・離弁花類

ウガイゼキショウ、クサイ、ハリコウガイ ヤナギ科:ドロヤナギ、バッコヤナギ、イヌ

ゼキショウ コリヤナギ、キヌヤナギ、オノエヤナギ

ホシクサ科・イトイヌノヒゲ、隣滋W棋 カバノキ科・ケヤマハンノキ、夕、ケカンバ、

シラカンバ、サワシパ

イネ科.コヌカグサ、エゾヌカボ、ヤマアワ、 ブナ科・クリ、ミズナラ

イワノガリヤス、カモガヤ、アキメヒシバ、 ニレ科:ハルニレ

ニッポンイヌノヒゲ(ホシクサ科)

クワ科'カラハナソウ、ヤマグワ

イラクサ科.クサコアカソ、ムカゴ、イラクサ、

アオミズ

タデ科:ミズヒキ、イヌタデ、タニソバ、ハ

ナタデ、アキノウナギツカミ、ハルタデ、

ミチヤナギ、ヒメスイバ

ナデシコ科.ムシトリナデシコ、フシグロ

モクレン科:ホオノキ、キタコブシ
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マツブサ科目チョウセンゴミシ セリ科'エゾノヨロイグサ、ミヤマセンキュ

キンポウゲ科.ヱゾトリカブト、サラシナシ ウ、タニミツバ、ウマノミツバ

ヨウマ、キツネノボタン

メギ科・ヒロハノヘビノボラズ

アケビ科:ミツバアケビ

マタタビ科:サルナシ、マタタビ

オトギリソウ科:トモエソウ、オトギリソウ

アブラナ科'ハルザキヤマガラシ

ユキノシタ科.トリアシショウマ、ノリウツ

ギ、イワガラミ

バラ科・キンミズヒキ、ヤマブキショウマ、

ダイコンソウ、ミツモトソウ、カマツカ、

シウリザクラ、ノイバラ、クマイチゴ、エ

ビガライチゴ、アズキナシ、ホザキシモツケ

マメ科.ヤブマメ、ヤブハギ、ヤハズソウ、

ムラサキツメクサ

カタバミ科・エゾタチカタバミ

フウロソウ科イチゲフウ口、ゲンノショ

ウコ

ミカン科・キハダ、サンショウ

ウルシ科'ツタウルシ

カエデ科:ハウチワカヱデ、エゾイタヤ、

ヤマモミジ

ツリフネソウ手ヰ'キツリフネ、ツリフネソウ

ニシキギ科.ツリバナ、マユミ

ブドウ科.ノブドウ、ヤマブドウ

ジンチョウゲ科・ナニワズ

スミレ科.タチツボスミレ、サクラスミレ、

フイリミヤマスミレ、ツボスミレ

ウリ科:ミヤマニガウリ

アカバナ科・タニタデ、アカバナ、メマツヨ

イグサ

ミズキ科・ミズキ

ウコギ科'コシアブラ、ウド、タラノキ
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E被子植物・双子葉植物・合弁花類

サクラソウ科'オカトラノオ

エゴノキ科.ハクウンボク

モクセイ科:アオダモ、イボタノキ、ハシ

ドイ

リンドウ科.アケボノソウ

ガガイモ科.イケマ

ヒルガオ科・ネナシカズラ

クマツヅラ科'ムラサキシキブ、クサギ

シソ科目クルマバナ、ミヤマトウバナ、ナギ

ナタコウジュ、ヒメジソ、ヱゾイヌゴマ、

ツルニガクサ

ゴマノハグサ科.エゾコゴメグサ、

ハエドクソウ科目ハヱドクソウ

オオバコ科:オオバコ

スイカズラ科.ガマズミ、カンボク

オミナヱシ科・オトコヱシ

キキョウ科'ツリガネニンジン、ツルニン

ンン

キク科:オトコヨモギ、オオヨモギ、エゾゴ

マナ、エゾノコンギク、ネバリノギク、シ

ラヤマギク、ミヤマヤブタバコ、オオノア

コシオガマ(ゴマノハグサ科)



ザミ、エゾヤマアザミ、タカアザミ、コス

モス、ヤクシソウ、ヒメジョオン、サワヒ

ヨドリ、ヒヨドリバナ、ヤナギタンポポ、

オグルマ、イワニガナ、ヤマニガナ、ヨブ

スマソウ、コウゾリナ、ハンゴンソウ、オ

オアワダチソウ、アキノキリンソウ

圃被子植物・単子葉植物

ユリ科・オオウバユリ、チゴユリ、タチギボ

ウシ、マイヅルソウ、ユキザサ

イグサ科:クサイ、スズメノヤリ

ツユクサ科:ツユクサ

イネ科.ハネガヤ、ヱゾヤマカモジグサ、ヤ

マアワ、ヒメノガリヤス、タツノヒゲ、ア

キメヒシパ、コブナグサ、オオトボシガラ、
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アシボソ、ススキ、コシノネズミガヤ、ネ

ズミガヤ、ヌカキピ、クサヨシ、オオアワ

ガエリ、ツルヨシ、オオクマザサ、スズタ

ケ、キンエノコ口、エノコログサ、シバ

カヤツリグサ科目カワラスゲ、ヒゴクサ、タ

ガネソウ

ラン科'ササバギンラン、クモキリソウ、ス

ズムシソウ、 トンボソウ、ネジバナ

sp:同定の甘い種を示す

'帰化植物を示す

※科、種の!順列は環境庁(1987)植物目録を

基準としたが一部変更しているものを含む。

※写真掲載絹は種名


