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　山梨県小菅村において、『生物資源保全実習』
の野外実習として環境教育専攻学生の皆さんが
採集した植物標本のリストを順次整理していま
す。実習のための植物採集については小菅村役
場の了解を得て行いました。標本の同定は採集
者である学生の皆さんが植物図鑑を見て行いま
したが、武井尚先生に再確認、訂正をしていた
だきました。
　このリスト No.1 は武井先生が作成してくだ
さったものです。武井先生は東京学芸大学環境
教育研究センターに３万点ほどの植物標本を寄
贈してくださいました。10 年以上にわたり、毎
週 1 日は、共同研究員としてさく葉室にお越し
になり、これらの標本を自ら整理してくださっ
たのです。東京学芸大学の前身であった旧師範
学校に学生としておられたときに、標本室がな

山梨県小菅村の植物採集標本リストNo.1
整理番号  科名   種名   採集場所

6  トクサ   スギナ 
20  コバノイシカグマ  ワラビ   橋立、中組
32  イワデンダ  クサソテツ 
102  マツ   ハリモミ   大菩薩峠
     コメツガ   大菩薩峠
104  ヒノキ   ヒノキ   大菩薩峠、橋立
202  クルミ   オニグルミ  橋立
204  カバノキ   オバヤシャブシ  橋立
     クリ   橋立
     ヤシャブシ  橋立
205  ブナ   ミズナラ   大菩薩峠
208  クワ   カナムグラ  小菅の湯周辺
     ヒメコウゾ  橋立
     ヤマグワ   橋立
209  イラクサ   ウワバミソウ  大菩薩峠
     クサコアカソ  大菩薩峠
215  タデ   アレチギシギシ 
     イタドリ   大菩薩峠、中組、橋立
     イヌタデ 
     エゾノギシギシ  橋立、小菅の湯周辺
     ソバ   小菅の湯周辺
     ミヤマタニソバ  大菩薩峠

く植物分類の研究に支障があり、国立科学博物
館に通われたそうです。
　武井コレクションは、武井先生が全国各地で
採集され、国立科学博物館の高名な学芸員の
方々にも同定をお願いされたものが多く、正確
な分類がなされています。ご自分が経験された
植物分類に関する学習上の苦労を、後輩の東京
学芸大学生にさせないために、ご自分で植物標
本を収集して、多大な時間をかけて整理してく
ださいました。
　このご業績を含めて、武井尚先生は日本政府
から勲章を受けられましたが、本年 3 月にご逝
去なさいました。東京学芸大学の自然史選修お
よび環境教育専攻の学生たちのために、ご指導
いただいたことに篤くお礼を申し上げ、ご冥福
をお祈り申し上げます。　　（紹介文＝木俣美樹男）
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整理番号  科名   種名   採集場所
222  ナデシコ   カワラナデシコ  小菅の湯周辺
     コハコベ 
     フシグロセンノウ 
  ミドリハコベ     橋立
  ミミナグサ  
  ムシトリナデシコ 
226  モクレン   ホオノキ   橋立
237  キンポウゲ  ヒメカラマツ  大菩薩峠
     ヤマオダマキ  大菩薩峠
239  アケビ   アケビ   橋立
243  ドクダミ   ドクダミ   橋立、小菅の湯周辺
249  マタタビ   マタタビ   橋立
252  オトギリソウ  オトギリソウ  大菩薩峠
256  ケシ   クサノオウ  小菅の湯周辺
258  アブラナ   イヌガラシ 
     オランダガラシ 
     ワサビ   橋立
263  ベンケイソウ  ツルマンネングサ 
265  ユキノシタ  アカショウマ  大菩薩峠
     アジサイ 
     ギンバイソウ  大菩薩峠、橋立
     クサアジサイ  大菩薩峠
     コアジサイ
     ノリウツギ  大菩薩峠
     ハナチダケサシ？  大菩薩峠
     ヤマアジサイ  大菩薩峠
     ユキノシタ
267  バラ   ウメ 
     エビガライチゴ  橋立
     カジイチゴ  橋立
     キンミズヒキ 
     コゴメウツギ  大菩薩峠
     シモツケ   大菩薩峠
     シモツケソウ  大菩薩峠
     ダイコンソウ  大菩薩峠
     ナワシロギク 
     ニガイチゴ 
     ノイバラ   小菅の湯周辺
     バライチゴ  大菩薩峠、橋立
     ヘビイチゴ  橋立
     ミヤマザクラ  橋立
     ミヤマニガイチゴ  大菩薩峠
     モミジイチゴ  大菩薩峠、橋立、中組
     ヤマザクラ  橋立
     ユスラウメ  中組
268  マメ   キハギ 
     クズ   小菅の湯周辺
     コマツバギ  小菅の湯周辺
     シロツメクサ 
     ツルマメ   大菩薩峠
     フジ 
     ムラサキツメクサ 
     メドハギ   小菅の湯周辺
     ヤブハギ  
     ヤブマメ 
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整理番号  科名   種名   採集場所
270  カタバミ   カタバミ 
     ムラサキカタバミ 
271  フウロウソウ  ゲンノショウコ  大菩薩峠
     タチフウロウ  大菩薩峠
278  ミカン   イヌザンショウ  橋立
     サンショウ  大菩薩峠、橋立、中組
285  ウルシ   ヌルデ 
286  カエデ   イロハモミジ  橋立
     オオモミジ  橋立
290  ツリフネソウ  キツリフネ  大菩薩峠
     ツリフネソウ 
292  ニシキギ   ツルマサキ  大菩薩峠
293  ミツバウツギ  ミツバウツギ 
297  ブドウ ノ  ブドウ   小菅の湯周辺
306  スミレ   タチツボスミレ  大菩薩峠
314  ウリ   アマチャズル  大菩薩峠
324  アカバナ   タニタデ   大菩薩峠
     メマツヨイグサ  小菅の湯周辺
329  ミズキ   アオキ   中組
     ハナイカダ 
330  ウコギ   ウド   橋立、中組
     タラノキ   中組
331  セリ   ウマノミツバ 
     ホタルサイコ 
     ミツバ   大菩薩峠、橋立、中組
     ヤブジラミ  橋立
332  イワウメ   イワカガミ  大菩薩峠
334  イチヤクソウ  ギンリョウソウ 
     コバノイチヤクソウ 鹿倉山
335  ツツジ   アセビ   大菩薩峠
     サツキ   橋立
     サラサドウダン 
     ミツバツツジ  大菩薩峠
     ヤマツツジ 
     レンゲツツジ  井狩
338  サクラソウ  オカトラノオ 
341  カキノキ   カキノキ   橋立
349  カガイモ   イケマ   大菩薩峠
350  アカネ   アカネ   小菅の湯周辺
     ミヤマムグラ  大菩薩峠
     ヤエムグラ 
     ヨツバムグラ 
357  シソ   カメバヒキオコシ 
     クルマバナ  大菩薩峠
     シソ   橋立、小菅の湯周辺
     ヤマタツナミソウ 
358  ナス   ヤマホロシ 
360  ゴマノハグサ  クガイソウ 
     ヒナノウスツボ  大菩薩峠
     ヤマクワガタ  大菩薩峠
365  イワタバコ  イワタバコ 
370  オオバコ   オオバコ   大菩薩峠、橋立
371  スイカズラ  スイカズラ 
373  オミナエシ  キンレイカ  大菩薩峠
375  キキョウ   ツバナ   大菩薩峠
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整理番号  科名   種名   採集場所 
     ツリガネニンジン 
     ヤマホタルブクロ  大菩薩峠
377  キク   イワニガナ 
     ウスユキソウ  大菩薩峠
     オオガンクビソウ 
     オオヨモギ  橋立
     オニタビラコ 
     キオン 
     コオモリソウ 
     コウリンカ  大菩薩峠
     サワギク 
     セイヨウタンポポ 
     ニガナ   大菩薩峠
     ノアザミ 
     ノコンギク 
     ノブキ 
     ハハコグサ 
     ハルジョオン 
     フキ   橋立、中組、小菅の湯周辺
     ホソエノアザミ  大菩薩峠
     モミジガサ  大菩薩峠
     ヤブレガサ  橋立
     ヤマハハコ 
     ユウガギク 
     ヨツバヒヨドリ  大菩薩峠
     ヨモギ   大菩薩峠、橋立、小菅の湯周辺
409  ユリ   トウギボウシ 
     ノギラン   大菩薩峠
     ノビル 
     ヤマホトトギス  大菩薩峠
414  ヤマノイモ  ヤマノイモ 
421  ツユクサ   ツユクサ 
425  イネ   イヌビエ 
     エノコログサ 
     オヒシバ 
     ホソムギ 
     アズマネザサ  大菩薩峠
     スズタケ   大菩薩峠、橋立
     モウソウチク  橋立
428  サトイモ   マムシグサ  橋立、中組
合計  60 科   172 種 
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