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髙木典雄写真等資料
名古屋大学博物館

No. タイトル 年月 小No. シート(39x25cm)見出し 注記 1枚目 2枚目 3枚目 4枚目 5枚目 6枚目 7枚目
国内調査

1 奄美への旅 [1967]3.13 1 奄美への旅
3月13日午後5時鹿児島乗
船、14日午前7時名瀬港着

鹿児島港の日没 夜明けに奄美の北端笠利岬 待望の名瀬港入港

2 奄美への旅 2 奄美大島 絵葉書5枚

3 奄美への旅 3 奄美大島他
大島、徳之島、沖永良部島
の絵葉書5枚

4 奄美への旅 [1967.3.14] 4 名瀬市 ハブ生態研究所にて ハブ マングース
5 奄美への旅 5 奄美大島 絵葉書4枚

6 奄美への旅 6 アダン
Pandanus tectorius var.
liukiuensis Warb.

写真2枚

7 奄美への旅 7 アダン
Pandanus tectorius var.
liukiuensis Warb.

写真3枚

8 奄美への旅 8 大和浜の高倉 湿気とﾈｽﾞﾐの害を考え… 写真2枚

9 奄美への旅 9 大島紬 伝統の手織り
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲの煮汁と泥で交互
に・・・

10 奄美への旅 [1967.3.20] 10 住用の渓谷 写真3枚
11 奄美への旅 11 住用の渓谷 ﾋﾘｭｳｼﾀﾞ
12 奄美への旅 12 住用の渓谷 ｹﾗﾏﾂﾂｼﾞ ｵｵﾀﾆﾜﾀﾘの着生 ﾍｺﾞの巨木

13 奄美への旅 13 湯湾岳の原生林 ｲﾀｼﾞｲの優占するところ
頂上附近は蘚苔林、樹幹に
はｺｹ､ｼﾀﾞ､ﾗﾝがいっぱい

ﾀｲﾜﾝｱｶﾈｶｽﾞﾗ

14 奄美への旅 14 湯湾岳（奄美最高峰） 頂上附近の景観 ｱﾏﾓｼｼﾗﾝの着生

15 奄美への旅 15 金作原国有林にて
ｲﾀｼﾞｲを主木とする原生林、
林間にﾍｺﾞの群生

林内の群生、ｸﾜｽﾞｲﾓ 林内の群生、ｽｼﾞﾋﾄﾂﾊﾞ

16 奄美への旅 16 金作原国有林にて Ficus wightiana Wall. アコウの気根（ｸﾜ科植物） 金作原国有林にて

17 奄美への旅 17 八津野国有林にて
原生林の中には蔓性の植物
が多い

ﾘｭｳｷｭｳｶﾗｽｳﾘ（方言ｸﾞﾘｶｽﾞ
ﾗ）、Trichosanthes miyagii
Hay. 根には塊根ありて澱粉

18 奄美への旅 18 八津野国有林にて 写真2枚
19 奄美への旅 19 八津野国有林にて ｵｵﾀﾆﾜﾀﾘ ｵｵﾀﾆﾜﾀﾘとｱﾏﾓｼｼﾗﾝ ｵｵﾀﾆﾜﾀﾘ
20 奄美への旅 20 城附近の紅樹林（ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ） ﾒﾋﾙｷﾞの株 ﾒﾋﾙｷﾞの支柱根 ﾒﾋﾙｷﾞの果実

21 奄美への旅 21 城附近の紅樹林にて
ﾒﾋﾙｷﾞ[Kandelia candel (L.)
Merr.]葉の先がまるい．萼片
は反曲する

ｵﾋﾙｷﾞ[Bruguiera
conjugata(L.)Merr.] 葉の先は
とがる．萼片はすぼまる

22 奄美への旅 22 西仲間の紅樹林
河畔の平坦部はすべてﾏﾝｸﾞ
ﾛｰﾌﾞに覆われる

城附近の紅樹林 紅樹林の内部(干潮時）

23 奄美への旅 23
ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ　Ficus retusa L.の気
根(ｸﾜ科植物）

徳之島にて 奄美大島にて 奄美大島にて

24 奄美への旅 24 [パパイヤ] ﾊﾟﾊﾟｲﾔの大株（根元は一つ） ﾊﾟﾊﾟｲﾔの新しい品種

25 奄美への旅 25 奄美諸島のラン科植物
ｱﾏﾐｴﾋﾞﾈ　Calanthe
amamiana Fukuyama 徳之島
井之川岳にて

ﾚﾝｷﾞｮｳｴﾋﾞﾈ　Calanthe
forsythiflora Hayata 八津野
国有林にて

26 奄美への旅 26 奄美諸島のラン科植物
徳之島井之川岳頂上附近に
て

ｼｺｳﾗﾝ[Bulbophyllum
makinoanum Masamune]の
着生状態

27 奄美への旅 27 〔ソテツ〕 ｿﾃﾂの雌花 ｿﾃﾂのジャングル（徳之島） ｿﾃﾂの積み出し（名瀬港）

28 奄美への旅 28 ヘゴ科のいろいろ ﾁｬﾎﾞﾍｺﾞ ﾍｺﾞ
ﾋｶｹﾞﾍｺﾞ　Alsophila
pustulosa C.Chr.

29 奄美への旅 29 無霜地帯の現象
冬でも葉のあるｹﾔｷ（名瀬市
内）

路傍の木にはい上がったﾊﾌﾞ
ｶｽﾞﾗ（与論島にて）

畑で青々と冬越しをするｻﾂ
ﾏｲﾓ　春になって花をつけ
ている

30 奄美への旅 30 南海の樹々
ﾘｭｳｷｭｳﾔﾂﾃﾞ[Fitsia japonica
v. liukiuensis Hatusima]

ﾘｭｳｷｭｳﾏﾂ[Pinus luchuensis
Mayr]

ﾌｶﾉｷ[Schefflera octophylla
Harms]

31 奄美への旅 31 南海の植物
ｱｵﾓｼﾞ[Litsea citriodora
Hatusima]

ｸｽﾉﾊｶｴﾃﾞ[Acer oblongum
var. itoanum Hay.]

ﾅﾝｺﾞｸﾃﾞﾝｼﾞｿｳ[Marsilea
crenata Presl]

32 奄美への旅 32 奄美各島の海岸に分布
ｵｷﾅﾜｷｮｳﾁｸﾄｳ（ﾐﾌｸﾗｷﾞ）
Cerbera manghas L.（ｷｮｳﾁｸﾄ
ｳ科）

33 奄美への旅 33
ｶｻﾉﾘ　Acetabularia
ryukyuensis

節田の海岸ﾀｲﾄﾞﾌﾟｰﾙにて採
集

34 奄美への旅 [1967.3.23] 34
隆起サンゴ礁の海岸植生（徳
之島）

ﾃﾝﾉｳﾒ　Osteomeles
subrotundata K. Koch　ﾊﾞﾗ科
植物

ﾓｸビﾞｬｸｺｳ　Crossostephium
chinense Mak. ｷｸ科植物

35 奄美への旅 35 徳之島の最高峰井之川岳 海抜644米
山頂一帯は密林に覆われて
いる

林内の樹木には着生植物が
多い

林内の樹木には着生植物
が多い

36 奄美への旅 36 沖永良部島 大山附近の竹林
ﾃﾞｨｺﾞ（Erythrina variegata
v.orientalis Merr.)の大木

ﾃｯﾎﾟｳﾕﾘ(通称ｴﾗﾌﾞﾕﾘ）の
栽培、海岸には野生が多
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37 奄美への旅 37 クロツグ
Arenga engleri Becc. ヤシ科
植物　奄美各島に野生して
いるが沖永良部島には殊に

写真3枚

38 奄美への旅 [1967.3.29] 38 沖永良部島 サンゴ礁で潮干狩り 畦布部落の大ｿﾃﾂ 和泊の町なか 和泊の海岸

39 奄美への旅 39 沖永良部島 和泊の海岸 和泊の海岸 与和の浜のサンゴ礁
世の主の墓（500年前
の島主の墓）

40 奄美への旅 40 沖永良部島の鍾乳洞（昇竜 絵葉書4枚
41 奄美への旅 41 沖永良部島の鍾乳洞（昇竜 絵葉書4枚

42 奄美への旅 [1967.3.27] 42 与論島
隆起サンゴ礁より出来た島
には各所に石灰岩の断崖が

断崖からみた島の南岸、海
岸の林はﾓｸﾏｵｳ

断崖にはｱﾌﾘｶﾏｲﾏｲがたくさ
んへばりついている

断崖には人長大のﾎｳﾋﾞｶﾝ
ｼﾞｭが繁茂

43 奄美への旅 43
風葬（与論島及び徳之島に
て）

ｻﾝｺﾞの断崖にはたくさんの
洞穴があって風葬の場所に
…洞内にはいると骸骨が
累々としている

写真2枚

44 奄美への旅 44 風葬（与論島にて） 写真2枚

45 奄美への旅 45 鹿児島市内の所見 [ｿﾃﾂ樹の説明板]
精中発見の材料となったｿﾃﾂ
の一株

46 奄美への旅 　
新聞切抜き（中日50．4.23夕
刊)、他

「奄美大島、ソテツ・アダン」

47 琉球の旅 1968.7.23 1 出発 琉球調査団 愛知教育大をあとにして
桜島の噴煙（台風4号で鹿児
島4泊）

鹿児島港、おとひめ丸（7・
28)

48 琉球の旅 2
鹿児島港、乗船前の植物検
疫

一路東支那海を南下
沖縄の最初の島、伊平屋
島(7・29朝）

49 琉球の旅 1968.7.29 3 那覇到着 琉球大学訪問
標本室にて、石垣島産の
ｼｬｺ貝（長さ1.22m重さ166.8

50 琉球の旅 4 琉球大より那覇市をのぞむ 守礼の門 中城の城壁

51 琉球の旅 5 〔那覇市内〕 那覇市内国際通り 国際通り裏
ｴﾗﾌﾞｳﾅｷﾞ（海産の毒蛇）を
売る老婆

52 琉球の旅 6 沖縄本島南部の密林 写真2枚

53 琉球の旅 1968.8.1 7 石垣島上陸 人のかげは真下
石垣市（亜熱帯の日射しに目
がくらみそう）

石垣港波止場

54 琉球の旅 8 石垣島川平の海岸にて ｸﾞﾝﾊﾞｲﾋﾙｶﾞｵ ﾓﾝﾊﾟﾉｷ ｸｻﾄﾋﾞﾗ
55 琉球の旅 9 石垣島 米原のﾉﾔｼ林、ﾊﾌﾞｶｽﾞﾗ 川平の海岸林
56 琉球の旅 10 石垣島 米原のﾉﾔｼ林、ﾂﾙｷｼﾞﾉｵｼﾀﾞ おもと岳、中腹のﾍｺﾞの群落
57 琉球の旅 11 石垣島 米原のﾉﾔｼ林 米原のﾉﾔｼ林 ﾊﾌﾞ第1号（ｻｷｼﾏﾊﾌﾞ）
58 琉球の旅 12 石垣島 おもと岳の原始林 ｼﾏﾑｶﾃﾞｼﾀﾞ ｵｷﾅﾜｷｭﾁｸﾄｳ
59 琉球の旅 13 石垣島 ﾃﾘﾊﾎﾞｸの並木（宮良附近） ﾃﾘﾊﾎﾞｸの花 ｵｵﾊﾏﾎﾞｳ（通称ﾕｰﾅ）
60 琉球の旅 14 石垣島 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙの一株（宮良附近） ｺｺﾔｼの果実 ｷﾞﾝﾈﾑの花
61 琉球の旅 15 西表島へ 石垣港住吉丸乗船 船上の隊員 西表島の山々
62 琉球の旅 16 西表島 船浦の桟橋 船浦からインダ岬へ インダ岬上陸
63 琉球の旅 17 西表島 インダ岬のﾎﾘﾀﾌﾊｰﾑ 船浦方面をのぞむ 原野をかざるﾅﾘﾔﾗﾝ

64 琉球の旅 18 西表島
クーラ川をさかのぼる（熱帯
降雨林）

昼なお暗いジャングル
ﾍｺﾞ､ｸﾛﾂｸﾞ樹上にはﾊﾌﾞｶｽﾞﾗ､
ﾂﾙｱﾀﾞﾝ

65 琉球の旅 19 西表島 クーラ川の渓谷 自生のﾍﾞｺﾞﾆｱ 倒木上のﾊﾌﾞｶｽﾞﾗ､ｵｵﾀﾆﾜﾀ
66 琉球の旅 20 西表島 浦内川の川口 浦内川の渡し場 浦内川上流のｼﾞｬﾝｸﾞﾙ
67 琉球の旅 21 西表島 浦内川上流のｼﾞｬﾝｸﾞﾙ ﾀｶﾜﾗﾋﾞ ﾂﾙｱﾀﾞﾝ
68 琉球の旅 22 西表島 浦内川上流 ｶﾝﾋﾟﾗ滝への山道 舟はここまで ｶﾝﾋﾟﾗ滝へ

69 琉球の旅 23 西表島 浦内川の上流
ｶﾝﾋﾟﾗ滝へ、原始林をかきわ
ける

ｶﾝﾋﾟﾗ滝へ、原始林をかき
わける

70 琉球の旅 24 西表島 ｶﾝﾋﾟﾗ滝へもう一歩 ｶﾝﾋﾟﾗ滝（向こうはﾍｺﾞの群落） ｶﾝﾋﾟﾗ滝の清流

71 琉球の旅 25 西表島
ｶﾝﾋﾟﾗ滝の周辺、ﾔﾌﾞﾚｶﾞﾜｳﾗ
ﾎﾞｼ群落

ﾔﾌﾞﾚｶﾞﾜｳﾗﾎﾞｼ(ｼﾀﾞ） 樹上のｵｵﾀﾆﾜﾀﾘ

72 琉球の旅 26 西表島 ｶﾝﾋﾟﾗ滝より更に奥地へ ﾍｺﾞの大群落 ﾍｺﾞの大群落 路上にぶら下がるｻｸﾗﾗﾝ
73 琉球の旅 27 西表島 干立(ﾎｼﾀﾃ）のﾉﾔｼ群落 写真3枚
74 琉球の旅 28 西表島 干立附近にて ﾐﾐﾓﾁｼﾀﾞ ｲﾘｵﾜﾃｼｬﾐｾﾝｽﾞﾙ ｹﾞﾂｷﾂの花
75 琉球の旅 29 西表島 祖納（ｿﾅｲ）にて ｵｷﾅﾜｳﾗﾎﾞｼ ｸﾛﾄﾝの花 原始林の中で見たｷﾉｺ
76 琉球の旅 30 西表島 大原へ向う 仲間川のﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ林 上流水辺のｸﾛﾂｸﾞ
77 琉球の旅 31 西表島 ゴザ岳へ 仲間川上流水辺のｱﾀﾞﾝ ｻｶﾞﾘﾊﾞﾅの落花 密林の中の板根
78 琉球の旅 32 西表島 ゴザ岳へ ｸﾜｽﾞｲﾓ ﾂﾙｱﾀﾞﾝの果実 ﾊﾌﾞｶｽﾞﾗの果実
79 琉球の旅 33 西表島 ゴザ岳へ 山麓の熱帯降雨林 ﾏﾁｸの筍（食用にする）
80 琉球の旅 34 西表島 古見附近 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙの大木 ｻｷｼﾞﾏｽｵｳﾉｷの板根 ｻｷｼﾞﾏｽｵｳﾉｷの板根
81 琉球の旅 35 ｲﾘｵﾓﾃﾔﾏﾈｺ 琉球大標本室写真 写真2枚

82 琉球の旅 36 黒島へ渡る 珊瑚礁の島黒島 黒島の桟橋
珊瑚の石垣でかこまれた
部落

83 琉球の旅 37 黒島の海岸 ｼｬｺ貝 漂着したｺｺﾔｼ､ｺﾞﾊﾞﾝﾉｱｼ 茸状になった珊瑚礁
84 琉球の旅 38 黒島の海岸 ﾓﾝﾊﾟﾉｷの大木 ﾓﾝﾊﾟﾉｷの大木 ﾓｸﾋﾞｬｯｺｳ
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85 琉球の旅 39 黒島にて
部落をむすぶ道、ﾃﾘﾊﾎﾞｸ､ﾌｸ
ｷﾞが多い

ｱﾀﾞﾝの果実 ｱﾀﾞﾝの雄花

86 琉球の旅 40 石垣島をあとに 海山の獲物、背負えるだけ 石垣島の最北端
87 琉球の旅 41 帰途再び沖縄本島へ 呉我山の農事試験場にて ﾊﾟﾝﾉｷ ﾊﾟﾊﾟｲﾔ ﾏﾝｺﾞｳ
88 琉球の旅 42 呉我山の農事試験場にて ｲｼﾞｭｳの花 ｲｼﾞｭｳの果実
89 琉球の旅 43 那覇港をあとに おとひめ丸乗船 見送りの人々々 沖縄よさらば！
90 琉球の旅 1968.8.30 44 なつかしの本土へ 九州南端の開聞岳が迎える 往きも帰りもおとひめ丸で
91 琉球の旅 45 ｿﾃﾂの雌花 ｿﾃﾂの雌花
92 琉球の旅 46 ﾒﾋﾙｷﾞの花 まいら川のﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ林 仲間川のﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ林
93 琉球の旅 47 ｵﾋﾙｷﾞの花 ｵﾋﾙｷﾞの気根（干潮時の景 ｵﾋﾙｷﾞ（満潮時の景観）
94 琉球の旅 48 ﾔｴﾔﾏﾋﾙｷﾞ(干潮時） ﾔｴﾔﾏﾋﾙｷﾞ(やや満ちたとこ ﾔｴﾔﾏﾋﾙｷﾞ(干潮時）
95 琉球の旅 49 ﾔｴﾔﾏﾋﾙｷﾞの花 ﾔｴﾔﾏﾋﾙｷﾞの果実(種子）
96 琉球の旅 50 琉球の珊瑚礁 絵葉書2枚
97 琉球の旅 51 琉球の珊瑚礁 絵葉書3枚
98 琉球の旅 52 琉球の珊瑚礁 絵葉書3枚
99 琉球の旅 53 石垣島 ｻﾝｺﾞの石垣とﾌｸｷﾞ 宮良殿内（重要文化財） ﾋﾙｷﾞ林(ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ）
100 琉球の旅 54 石垣島 宮良川のﾋﾙｷﾞ林 川平湾 石垣ダムのﾍｺﾞ林
101 琉球の旅 55 石垣島 ﾉﾔｼの林 ﾉﾔｼの林 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙの老木
102 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　１ 鹿児島～琉球大学
103 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　２ 琉球大～大平養護・・・
104 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　３ 愛国・・～川平
105 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　４ 川平～宮良海岸
106 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　５ 宮良海岸～船浦
107 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　６ 船浦～浦内川遡行
108 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　７ 浦内川～カンピラ滝
109 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　８ 祖納、干立附近
110 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　９ 祖納～仲間川
111 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　10 古見附近～黒島
112 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　11 文献複写
113 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　12 文献、石垣、本島北部
114 琉球の旅 ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ　13 那覇市内
115 琉球の旅 ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ(1～2）
116 琉球の旅 ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ(3～4)
117 琉球の旅 ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ(5～8）
118 琉球の旅 ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ(9～12)
119 琉球の旅 ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ(13～14)

120 伊豆の大島 [1970]？ 三原山
御神火茶屋（外輪山)から見
た火口原

火口附近（三原明神の裏） 火口附近
御神火茶屋から火口
方面をのぞむ

火口附近から御神火
茶屋方面をのぞむ

121 伊豆の大島 [1970]？ 三原山の溶岩原
蘚苔地衣、管束植物の進入
は同時であって、地衣類蘚
苔類等の区別はない

中央火口丘斜面のｼﾏﾀﾇｷの
群落（岩源にCampylopus
richardii,Trematodon
drepanellus等の群落）

中央火口丘斜面のｼﾏﾀﾇｷの
群落（岩源にCampylopus
richardii,Trematodon
drepanellus等の群落）

左方にの群落、右の植物
はｲﾀﾄﾞﾘ

岩面のRacomitrium
lanuginosumの群落

岩面にPohlia
camptotrachelaが生
育

ｵｵﾊﾞﾔｼﾔﾌﾞｼの進入

122 伊豆の大島 [1970]？ 三宅島
台風によるシイ林の破壊（大
路池附近）

写真3枚

123 伊豆の大島 [1970]？ 三宅島 赤場暁（ｱｶﾊﾞｷﾞｮｳ） 爆発によって枯死したシイ 爆発によって枯死したシイ
溶岩面に生育をはじ
めたｼﾓﾌﾘｺﾞｹ（陽面）

溶岩原の溝に
Trematodon
longicollis,Brachymenium

124 伊豆の大島 [1970]？ 三宅島
新澪池（ｼﾝﾐｮｳｲｹ）とその上
にそびえる雄山(813m）

大路池 大路池
大路池(水中にﾀｲﾛﾓ
が育成

大路池周囲のｼｲﾀﾌﾞ林

125 伊豆の大島 [1970]？ 三宅島　雄山の火口
点状にみえるのはｼﾏﾀﾇｷﾗ
ﾝ､ｽｽｷ等の株群

写真3枚

126 伊豆の大島 [1970]？ 三宅島
火山礫原への蘚苔地衣の侵
入

点々とみえるのはｸﾛﾏﾂの稚
樹

Cephaloziella sp.（苔）
Racomitrium
canescens(蘚）

Polytrichum
piliferum(蘚）

Campylopus
richardii(蘚）

Hypnum plumaeforme(蘚）
Stereocaulon
vesuvianum(地衣）

127 伊豆の大島 [1970]？ 三宅島
阿古部落（三宅島西岸の船
着場）

阿古部落（三宅島西岸の船
着場）

Phoenix

128 伊豆の大島 [1970]？ 三宅島　三七山 昭和37年の爆発で成立
爆発前の地面が露出したと
ころ。爆発前のﾀｹ1種が生育

拡大 拡大 爆発で堆積した部分

129 伊豆の大島 [1970]？ 三宅島
三七山の火山礫原に侵入中
の種子植物。葡萄茎をもった
ものが多い（頂上附近）

ﾂﾎﾞｸｻ ﾊﾏﾋﾙｶﾞｵ ﾊﾏｸﾞﾙﾏ ｲﾀﾄﾞﾘ ﾂﾙｿﾊﾞ ﾒﾋｼﾊﾞ

130 伊豆の大島 [1970]？ 三宅島 赤場暁附近の景観
ｵｵﾊﾞﾔｼﾔﾌﾞｼ､ｲﾀﾄﾞﾘ等が進
入

三七山の爆発当時の枯れ木 三七山の裾、海岸まで溶岩
ひょうたん山（海中か
ら噴出でできた）

三七山からひょうたん
や山を

サタドー岬からひょうたん
山を

131 伊豆の大島 [1970]？ 三宅島 中央火口丘から火口原を 火口原の一番低地は池
中央火口丘の斜面、ﾊｺﾈｳ
ﾂｷﾞ、ｶﾞｸｱｼﾞｻｲの群落

アジア調査
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132 東南アジア調査 1971.7.24～ 1
愛知教育大学統合記念・　愛
知教育大学第5次東南アジ
ア自然科学調査団

学長臨席のもとに壮行会

133 東南アジア調査 2 羽田空港搭乗 機内の隊員 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ到着
134 東南アジア調査 3 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ市内 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ駅 市内の街路樹のｼﾀﾞやﾗﾝ
135 東南アジア調査 4 ゴム園の見学 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ郊外 ゴム園の見学 ﾏﾚｰｼｱの子供 ゴム液の採取
136 東南アジア調査 5 バツー石灰洞へ 写真3枚
137 東南アジア調査 6 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ市内 Lake Gardenにて ｱﾌﾞﾗﾔｼ ｱﾌﾞﾗﾔｼ Elaeis guineensis ｱﾌﾞﾗﾔｼ Elaeis guineensis
138 東南アジア調査 7 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ市内 Lake Gardenにて ﾏﾚｰｼｱ国会議事堂 旅人木（ｵｵｷﾞﾊﾞｼｮｳ） ｲﾝﾄﾞｺﾞﾑﾉｷの気根

139 東南アジア調査 8 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙの街頭にて
ﾌｻﾏﾒﾉｷの果実 Parkia
javanica Merr.

ﾌｻﾏﾒﾉｷの果実 Parkia
javanica Merr.

青いｺｺﾔｼの実

140 東南アジア調査 9 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙの街頭にて ﾄﾞﾘｱﾝ ﾄﾞﾘｱﾝ　Durio zibethinus L. ﾄﾞﾘｱﾝの殻

141 東南アジア調査 10 街頭の果物
ﾗﾝﾌﾟｰﾀﾝ　Nephelium
lappaceum(ﾑｸﾛｼﾞ科）

ｺﾞﾚﾝｼ　Averrhoa carambola
L. ｶﾀﾊﾞﾐ科

？

142 東南アジア調査 11 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙの街頭にて ｻﾄｳｷﾋﾞの一種
ﾄｶｹﾞﾍﾁﾏ　Luffa acutangula
ROXB.

143 東南アジア調査 12 メダン市内 日本領事館 メダンの中心街 日本領事館の庭
144 東南アジア調査 13 メダン市内 日本領事館の庭にて ﾏﾎｶﾞﾆｰの並木道
145 東南アジア調査 14 北スマトラのｼﾞｬﾝｸﾞﾙ ﾒﾀﾞﾝからﾌﾞﾗｽﾀｷﾞへの途中

146 東南アジア調査 15 北スマトラ路傍風景 　 地衣類を採集
路傍の芝生はﾁｼﾞﾐｼﾊﾞ
Axonopus compressus

147 東南アジア調査 16 北スマトラ路傍風景 ﾏﾎｶﾞﾆｰ並木、ｱﾌﾞﾗﾔｼ園 ﾕｰｶﾘの巨樹 水田（刈り取ったあと）
148 東南アジア調査 17 北スマトラﾌﾞﾗｽﾀｷﾞ風景 ホテルBukit Kuba ﾌﾞﾗｽﾀｷﾞの町 町角のﾄｳﾓﾛｺｼ売り
149 東南アジア調査 18 北スマトラﾌﾞﾗｽﾀｷﾞ風景 町の中のマーケット
150 東南アジア調査 19 北スマトラﾌﾞﾗｽﾀｷﾞ風景 水牛の角ををつかった屋根 果物野菜等を売っている

151 東南アジア調査 20 ﾌﾞﾗｽﾀｷﾞのマーケット 柿　石灰でまぶしてある
ﾃﾛﾝ（Terong) Tree tomato,
Cyphomandra betacea(ﾅｽ科）

ﾏﾙｷｭｰｻ Marrguesa
Passiflora quanrangularis L.

152 東南アジア調査 21 シバヤク山の麓 Dulu部落にはいる ガイドと子供達 現地人にかこまれ Dulu部落の遠望
153 東南アジア調査 22 Dulu部落のスナップ 黒豚 子供たちと 黒い山羊
154 東南アジア調査 23 シバヤク山麓のｼﾞｬﾝｸﾞﾙ サトイモ科の植物が多い ガイド兼通訳の北岡氏 ﾂﾙｱﾀﾞﾝ
155 東南アジア調査 24 シバヤク山麓のｼﾞｬﾝｸﾞﾙ 大木の幹のﾄｶｹﾞ様蔓植物 巨大な板根
156 東南アジア調査 25 シバヤク山麓のｼﾞｬﾝｸﾞﾙ 叢生する熱帯のﾀｹ Schizostachyum sp.
157 東南アジア調査 26 北スマトラのシダ類
158 東南アジア調査 27 シバヤク山 ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻｳﾗﾎﾞｼの大群落 Dicranopteris conjugata
159 東南アジア調査 28 シバヤク山の遠望 噴煙が見える（活火山） 山頂直下の植物班隊員 シバヤク山の頂上
160 東南アジア調査 29 ｼﾊﾞﾔｸ山頂上附近の植生 ﾉﾎﾞﾀﾝの一種 火口と噴煙 矮性になったﾕﾉﾐﾈｼﾀﾞ
161 東南アジア調査 30 奥地パラパットへ向かう 村の集会所と広場 広場で遊ぶ子供たち 広場で遊ぶ子供たち

162 東南アジア調査 31 ｻﾄｳﾔｼ Arenga saccharifera
ﾀﾋﾟｵｶ Manihot utilissimaの
栽培

163 東南アジア調査 32 トバ湖への道 ｱﾌﾞﾗﾔｼの林が続く
164 東南アジア調査 33 トバ湖畔風景 ｻﾓｼｰﾙ島 トバ湖（火口湖） ｻﾓｼｰﾙ島（中央火口丘）
165 東南アジア調査 34 民家の庭の有用樹 Parkia biglandulosa マメ科 ﾊﾟﾝﾔ(ｷﾜﾀ)
166 東南アジア調査 35 パングルバ山麓の民家
167 東南アジア調査 36 北スマトラの建物 ﾊﾟﾝｸﾞﾙ山の登山口 トバ湖畔パラパット
168 東南アジア調査 37 パングルバ山のシダ Oleandra pistillaris

169 東南アジア調査 38 パングルバ山の植物 ｼﾀﾞの葉面の育成するｺｹ類 Matonia pectinata
ﾂﾁﾄﾘﾓﾁの一種
Balanophora sp.

170 東南アジア調査 39 パングルバ山のシダ類 Lycopodium complanatum Lycopodium casuarinodes Crypsinus trilobus
171 東南アジア調査 40 ﾊﾞﾝｸﾞﾙﾊﾞ山の頂上を目指して 頂上を目指す隊員 ﾄｳ Calamus margaritae
172 東南アジア調査 41 パングルバ山の着生蘭
173 東南アジア調査 42 パングルバ山の着生蘭
174 東南アジア調査 43 ﾊﾞﾝｸﾞﾙﾊﾞ山のｳﾂﾎﾞｶｽﾞﾗ類 Nepenthes spp.
175 東南アジア調査 44 ﾊﾞﾝｸﾞﾙﾊﾞ山のｳﾂﾎﾞｶｽﾞﾗ類
176 東南アジア調査 45 パラパットの市場風景
177 東南アジア調査 46 パラパットの市場風景 ﾌｻﾏﾒﾉｷ（Parkia javanica)豆 ﾌｻﾏﾒﾉｷの豆とﾊﾔﾄｳﾘ

178 東南アジア調査 47 メダンへの帰途 路傍の果物売り ﾄﾞﾘｱﾝ Durio zibethinus
ﾗﾝﾌﾟｰﾀﾝ Nephelium
lappaceum

ﾊﾟﾗﾐﾂ  Artocarpus
integrifolia

179 東南アジア調査 48 ペナン植物園 園内風景
ｲﾝﾄﾞﾄｹﾞﾀｹ Bambusa
arundinacea

気根をもったｸﾜ科の植物

180 東南アジア調査 49 ペナン植物園 板根のいろいろ
181 東南アジア調査 50 ペナン島の蛇寺 蛇寺の正面 毒蛇とたわむれる 境内の庭木に沢山の蛇
182 東南アジア調査 51 ペナン島の農村 椰子はｺｺﾔｼ Cocos nucifera L.
183 東南アジア調査 52 気根のいろいろ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ植物園 北スマトラの路傍 ﾀｺｱｲｲﾁｼﾞｸ Ficus
184 東南アジア調査 53 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ植物園にて 気根の一種 Albizia lebbeckioides

185 東南アジア調査 54 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ植物園にて
ｺｯﾌﾟﾎﾞﾀﾞｲｼﾞｭ Ficus
krishnae(ｲﾝﾄﾞ原産）

ｼﾞｬｹﾂｲﾊﾞﾗの一種
Caesalpinia sappan(ｲﾝﾄﾞﾏﾗﾔ

Cryptostachys lakka
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186 東南アジア調査 55 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ植物園にて 植物園内のｼﾞｬﾝｸﾞﾙ
187 東南アジア調査 56 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ植物園にて 着生ｼﾀﾞのｼﾏｵｵﾀﾆﾜﾀﾘ 猿 熱帯蝶を捕る隊員

188 東南アジア調査 57 熱帯の湿地植物 水生湿生植物ｺｰﾅｰ
ﾐﾐﾓﾁｼﾀﾞ  Acrostichum
aureum L.(ﾎﾞﾙﾈｵにて）

野生のｻﾄｲﾓ

189 東南アジア調査 58 北ﾎﾞﾙﾈｵの首都 コタキナバル 水上部落 水上部落 中心街 中心街
190 東南アジア調査 59 北ボルネオの風俗 写真3枚
191 東南アジア調査 60 北ボルネオ ｺﾀｷﾅﾊﾞﾙ風景 写真3枚

192 東南アジア調査 61 ｺﾀｷﾅﾊﾞﾙ　海岸のﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ 干潮時の林内
ｵｵﾊﾞﾋﾙｷﾞ Rhizophora
mucronata Lam.

ﾏﾔﾌﾟｼｷ Sonneratia alba
Smith

193 東南アジア調査 62
ｺﾀｷﾅﾊﾞﾙ　海岸のﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ構
成種

ｵｵﾊﾞﾋﾙｷﾞ Rhizophora mucronata Lam.
ｱｶﾊﾞﾅﾋﾙｷﾞﾓﾄﾞｷ
Lumnitzera coccinea

194 東南アジア調査 63 ボルネオの最高峰 ｷﾅﾊﾞﾙ山の全容
195 東南アジア調査 64 ｷﾅﾊﾞﾙ山への道 夕陽のｷﾅﾊﾞﾙ山 夜明けのｷﾅﾊﾞﾙ山
196 東南アジア調査 65 ｷﾅﾊﾞﾙ山への道 野生ﾊﾞﾅﾅとﾌﾀﾊﾞｶﾞｷ科の森 野生ﾊﾞﾅﾅ ﾗﾝの一種
197 東南アジア調査 66 間近にせまったｷﾅﾊﾞﾙ山 写真3枚
198 東南アジア調査 67 ｷﾅﾊﾞﾙ登山の根拠地に到着 写真3枚

199 東南アジア調査 68 ｷﾅﾊﾞﾙ山麓のｼﾞｬﾝｸﾞﾙ
ｸﾜｽﾞｲﾓ　Alocasia
macrorrhiza Schott

ｷﾅﾊﾞﾙ山麓のｼﾞｬﾝｸﾞﾙ ｷﾅﾊﾞﾙ山麓のｼﾞｬﾝｸﾞﾙ

200 東南アジア調査 69 ｷﾅﾊﾞﾙの頂上目指して！ ﾎﾟｰﾀｰ（3人の少女） ｷﾅﾊﾞﾙ山の遠望 登山路 世界の巨花ﾗｱﾌﾚｼｱ
201 東南アジア調査 70 ｷﾅﾊﾞﾙ山中腹のｺｹ林 写真3枚
202 東南アジア調査 71 ｷﾅﾊﾞﾙ山中腹のｺｹ林 写真3枚
203 東南アジア調査 72 ｷﾅﾊﾞﾙ山のラン科植物 おびただしいﾗﾝの群生 おびただしいﾗﾝの群生
204 東南アジア調査 73 ｷﾅﾊﾞﾙ山のランのいろいろ 写真3枚
205 東南アジア調査 74 ｷﾅﾊﾞﾙ山のｼｬｸﾅｹﾞ類 Rhododendron ericoides Rhododendron fallacinum ?
206 東南アジア調査 75 ｷﾅﾊﾞﾙ山中腹の植物 Rhododendron lowii 世界最大のｺｹ Dawsonia ﾍﾞｺﾞﾆｱの一種
207 東南アジア調査 76 ｷﾅﾊﾞﾙ山のｼﾀﾞ類 Cheiropleuria bicuspis Schizaea maccana ?
208 東南アジア調査 77 ｷﾅﾊﾞﾙ山8合目の渓流 ﾅﾝｼﾞｬﾓﾝｼﾞｬｺﾞｹの発見場所 ｶｼ林内の葉上苔
209 東南アジア調査 78 ｷﾅﾊﾞﾙ山頂上近くの植物 写真3枚
210 東南アジア調査 79 ｷﾅﾊﾞﾙ山頂上近くの植物 Phyllocladus hypophyllus ﾘﾝﾄﾞｳの一種 ﾘﾝﾄﾞｳの一種
211 東南アジア調査 80 ｷﾅﾊﾞﾙ山の山小屋 New Hut(ここに2泊） 山小屋の朝 頂上したの岩盤

212 東南アジア調査 81 ｷﾅﾊﾞﾙ山 潅木帯を往く
潅木帯の景観　前面の樹木
はPhyllocladus hypophyllus
Schima brevifolia

Schima brevifolia

213 東南アジア調査 82 ｷﾅﾊﾞﾙ山 頂上附近の岩峰群 大岩盤の下のﾊﾟﾅﾙﾗﾊﾞﾝ小屋
小屋をすぎると岩盤がはじ
まる

214 東南アジア調査 83 岩盤との戦い 写真3枚
215 東南アジア調査 84 岩盤との戦い 天候険悪となる 写真3枚
216 東南アジア調査 85 岩盤との戦い 海抜4000ｍを突破
217 東南アジア調査 86 岩と雨と疲労との戦い！！ 写真3枚 頂上4,102ｍへもう一歩
218 東南アジア調査 87 ボルネオの最高点 花崗閃緑岩4,102ｍ 頂上一帯の矮小潅木とｺｹ 頂上一帯の矮小潅木とｺｹ ｷﾅﾊﾞﾙ頂上下の一枚
219 東南アジア調査 88 ｷﾅﾊﾞﾙ山遠望 写真3枚 香港への機上からのｷﾅﾊﾞﾙ
220 東南アジア調査 89 ｷﾅﾊﾞﾙ山 岩峰群遠望 岩岩岩の頂上一帯 岩岩岩の頂上一帯 岩岩岩の頂上一帯
221 東南アジア調査 90 ｷﾅﾊﾞﾙ山ﾉｳﾂﾎﾞｶｽﾞﾗ類 Nepenthes rajah Hook.f. Nepenthes lowii Hook.f. Nepenthes lowii Hook.f.
222 東南アジア調査 91 ｷﾅﾊﾞﾙ山ﾉｳﾂﾎﾞｶｽﾞﾗ類 Nepenthes villosa Hook.f. Nepenthes villosa Hook.f. Nepenthes villosa Hook.f.
223 東南アジア調査 92 ｺﾀｷﾅﾊﾞﾙのホテルにて 採集品の乾燥と荷造り ﾍｯﾄﾞｺｵﾀｰの庭にて ﾍｯﾄﾞｺｵﾀｰの庭にて
224 東南アジア調査 93 香港スナップ 写真3枚
225 東南アジア調査 94 台湾 烏来(ｳﾗｲ)渓谷に入る 烏来渓谷のﾌﾟｯｼｭｶｰ 高砂族の服装で
226 東南アジア調査 95 台湾烏来への旅 ﾛｰﾌﾟｳｪｰﾃで渓谷の上空を 烏来のﾍｺﾞ林
227 東南アジア調査 96 台湾烏来渓谷の着生植物 写真4枚
228 東南アジア調査 97 台湾烏来の木性ｼﾀﾞ(ﾍｺﾞ)林 写真3枚 ｶｻﾞﾘｼﾀﾞ Drynaria coronans
229 東南アジア調査 98 台湾大学訪問 ﾀﾞｲｵｳﾔｼ Roystonea regia ﾋﾞﾛｳ Livistona chinensis ﾀｲﾜﾝｿﾃﾂ Cycas
230 東南アジア調査 99 台北の中華ﾚｽﾄﾗﾝにて 台北市内竜山寺 台北市内竜山寺
231 東南アジア調査 100 ｷﾅﾊﾞﾙ山登頂証明書 実物
232 東南アジア調査 未整理写真ファイル　2枚用
233 東南アジア調査 未整理写真ファイル　4枚用
234 東南アジア調査 絵葉書ファイル
235 東南アジア調査 調査旅行手帳　2冊

236 東南アジア調査
調査団計画書、メモ、新聞等
ファイル

237 東南アジア調査 「東南アジア資料」ノート
238 東南アジア調査 種々関係資料

239 ニューギニア [1973.12.11] 1 ﾆｭｰｷﾞﾆｱは森林の国
広漠たるﾌﾗｲ河流域の湿地
林

ﾎﾟｰﾄﾓﾚｽﾋﾞｰ背後の湿地林
山地林に覆われたｵｰｴﾝｽﾀ
ﾝﾚｰ山脈を越す

240 ニューギニア 2 ﾆｭｰｷﾞﾆｱの首都ﾎﾟｰﾄﾓﾚｽﾋﾞｰ
ﾎﾟｰﾄﾓﾚｽﾋﾞｰ空港（背後はﾕｰ
ｶﾘ林）

ﾎﾟｰﾄﾓﾚｽﾋﾞ-の町並 ﾀﾞﾊﾞﾙﾎﾃﾙ

241 ニューギニア 3 ﾎﾟｰﾄﾓｽﾚﾋﾞ-市内の植物 ﾌﾟﾙﾒﾘｱ(ｲﾝﾄﾞｿｹｲ)の花 ﾊﾞﾝﾚｲｼの果実 ﾅﾝﾊﾞﾝｻｲｶﾁ（Cassia fistula)



NUM-Bt-photo
髙木典雄写真等資料
名古屋大学博物館
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242 ニューギニア 4 ﾎﾟｰﾄﾓｽﾚﾋﾞ-市内点景 ｶｿﾘｯｸ教会の塔の内部 貝やｻﾝｺﾞの土産品

243 ニューギニア 5 ﾎﾟｰﾄﾓｽﾚﾋﾞ-市内風景
Rain Treeの木蔭でバスに乗
る人々

ﾅﾝﾊﾞﾝｻｲｶﾁの果実 ｲﾝﾄﾞｺﾞﾑﾉｷの気根

244 ニューギニア 6 静かな南半球の海 ﾎﾟｰﾄﾓﾚｽﾋﾞｰ海岸 ｺｺ椰子の葉かげより 白い砂浜は平たくて広い ﾊﾟﾌﾟｱ湾の島影　ﾎｳｵｳﾎﾞｸ

245 ニューギニア 7
日本人経営の真珠養殖場見
学

黒蝶貝養殖の筏　ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ
林

鹿児島大出の若い日本人研
究員

246 ニューギニア 8 真珠養殖場スナップ 真珠養殖の苦心談をきく あとの貝殻
周辺の景観　ﾕｰｶﾘ疎林とﾏ
ﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ林

247 ニューギニア 9 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ（紅樹林） 満潮時の景観 ｵｵﾊﾞﾋﾙｷﾞ(一名ﾔｴﾔﾏﾋﾙｷﾞ） ｵｵﾊﾞﾋﾙｷﾞ(一名ﾔｴﾔﾏﾋﾙ
248 ニューギニア 10 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ（紅樹林） 干潮時の景観 樹種による気根の形 ｵｵﾊﾞﾋﾙｷﾞ(ﾔｴﾔﾏﾋﾙｷﾞ）
249 ニューギニア 11 ﾆｭｰｷﾞﾆｱ最大の現地人ﾏｰｹｯﾄ ｺｷﾏｰｹｯﾄの盛況 さすがに裸の人は見かけな 足だけはまだ裸足が多い

250 ニューギニア 12 ｺｷﾏｰｹｯﾄにて
青少年の多くは英語をたくみ
に話す

料理用のﾊﾞﾅﾅ ﾎﾊﾗﾐｻﾄｳｷﾋﾞ

251 ニューギニア 13 ｺｷﾏｰｹｯﾄの商品 ﾔﾏｲﾓ ｻﾄｲﾓ ｻﾄｲﾓ
252 ニューギニア 14 ｺｷﾏｰｹｯﾄの商品 ｼｮｳｶﾞ（香辛料） ｺｼｮｳの茎（香辛料） ｺｺﾔｼの芽生え（栽培用）
253 ニューギニア 15 ｺｷﾏｰｹｯﾄの商品 ｸｽｸｽ（有袋類）の燻製 かに 魚の燻製
254 ニューギニア [1974.1.12] 16 ﾆｭｰｷﾞﾆｱ第2の都市Laeにて 調査隊第2の根拠地ﾎﾃﾙ 教会に集る現地人 東ﾆｭｰｷﾞﾆｱの縦貫路

255 ニューギニア 17 ラエ市内所見
今やﾆｭｰｷﾞﾆｱにも日本人は
わんさとおしかける

写真3枚

256 ニューギニア 18 ラエ市内風景
市内の並木にはｼﾀﾞやﾗﾝの
着生

写真3枚

257 ニューギニア 19 並木道を歩く隊員 並木道を歩く隊員
立木の蔓植物 Thunbergia
affinis

ｺｺﾔｼの採取

258 ニューギニア 20 Ｌａｅ植物園訪問
中央に園長
DR,J.S.WOMERSLEY

ｱﾀﾞﾝ（Pandanus)の一種 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ（Carica papaya L.)

259 ニューギニア 21 ラエ植物園にて 蔓植物の大繁茂 巨大なﾋﾞｶｸｼﾀﾞ

260 ニューギニア 22 ラエ植物園にて
ｱﾀﾞﾝPandanusの仲間が沢山
みられる

気根の形、葉の形等様々 ｱﾀﾞﾝ一種の果実 気根の先端

261 ニューギニア 23 ラエ植物園にて 水辺のｼﾞｬﾝｸﾞﾙ 巨大なｸﾜｽﾞｲﾓ ｻﾄｲﾓ科のつる植物

262 ニューギニア 24 ラエ植物園にて
巨大ﾗﾝ Grammatophyllum
speciosum

着生ﾗﾝ 板根

263 ニューギニア 25 ﾗｴより小型機で内陸山岳地へ ラエ空港 採集用具等 中央山脈の山々

264 ニューギニア 26
ｼﾞｬﾝｸﾞﾙに蔽われた山稜をい
くつも越えてゆく

写真2枚

265 ニューギニア 27 Wau盆地に
近づくと焼畑によって失われ
た森林の跡は広大な草地に
なっている

写真3枚

266 ニューギニア 28 ﾜｳ生態学研究所にて 入口の標識 ロビーの隊員 研究所主任の御夫人

267 ニューギニア 29 幹生果のいろいろ
大きな幹の途中からいきなり
花が咲き結実…

写真4枚

268 ニューギニア [30]
269 ニューギニア [31]

270 ニューギニア 32 甲虫の背に生育する地衣類
甲虫の背に生育する地衣類
について説明をきく

271 ニューギニア 33 Mt.Kaisinik(Wau地域）のｺｹ林 採集の手伝いの現地人 写真3枚
272 ニューギニア 34
273 ニューギニア 35 Mt.Missim(Wau地域） 山腹の熱帯降雨林 焼畑農業 焼畑農業で生活する高地
274 ニューギニア 36 降雨林内の木性ｼﾀﾞ 降雨林を拓いて作られた畑 野生化したｶﾎﾞﾁｬ

275 ニューギニア 37 Bulolo地域の熱帯降雨林
鎖状の幹生果をぶらさげる樹
木の一種

葉が平面に出るﾀｹの一種

276 ニューギニア 38 Bulolo地域の熱帯降雨林 ﾀｷﾐｼﾀﾞの一種
巨大な着生ｺﾞｹ Spiridens
reinwardtii

巨大な地生ﾗﾝの一種

277 ニューギニア 39 Buloloの現地人ﾏｰｹｯﾄ 写真3枚
278 ニューギニア 40 Buloloの現地人ﾏｰｹｯﾄ 西瓜、ﾊﾞﾅﾅ、ｲﾝｹﾞﾝ、ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟ ﾎﾊﾗﾐｻﾄｳｷﾋﾞ、ﾈｷﾞ、ｺｺﾔｼ 南京豆
279 ニューギニア 41 現地人の部落を訪ねる 家の周りはｷﾁﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ 中央は男の家…

280 ニューギニア 42 現地人の部落を訪ねる Bulolo郊外
家の建て方は部族によって
様々な形式

女の家？

281 ニューギニア 43 ｶｲｼﾆｯｸ山調査行 草原内を何時間も 谷間には原生林

282 ニューギニア 44 ﾜｳよりﾗｴへ帰る日 体重測定
現地人の群れに取り囲まれる
隊員

283 ニューギニア 45 ワウ空港にて 搭乗前のひまつぶし 仲睦まじい現地人の夫婦

284 ニューギニア 46 機上よりみる植生のいろいろ
拠水林　谷川に沿った所に
成立

川畔林　絶えず流路を変えて
蛇行する川の・・・

湿原内の島状湿地林

285 ニューギニア 47 Chimbuにて 踊りに出かける正装の男 ﾁｬｰﾀｰの小型機 手製ｼｶﾞﾚｯﾄ
286 ニューギニア 48 Chimbuにて ｴﾝｺの車を引き上げる現地人 ﾅﾝﾖｳｽｷﾞ（Araucaria)の巨木
287 ニューギニア 49 ｹｸﾞﾙｽｸﾞﾙの飛行場 滑走路があるだけ 近くに住む老夫婦と孫
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288 ニューギニア 50 ﾎﾟｰﾀｰ頭ｳﾝﾊﾞ君の一家族 写真2枚

289 ニューギニア 51 ｳｨﾙﾍﾙﾑ峰へ登山開始の朝
左の家はｹﾞｽﾄﾊｳｽ（調査隊
宿舎）

ﾎﾟｰﾀｰ達を集めて点呼
我々の為に便所を作るﾎﾟｰ
ﾀｰ頭

290 ニューギニア 52 ｳｨﾙﾍﾙﾑ峰へ登山開始の朝 ｹｸﾞﾙｽｸﾞﾙ、2,500ｍにて 現地人の家では朝の炊事… 荷物の仕分け いよいよ出発
291 ニューギニア 53 勇躍山へ向う ﾀｺﾉｷ類の混成する密林

292 ニューギニア 54
登山路の途中のｺﾏﾏﾏﾝﾌﾞﾉ小
屋

登山路にそってﾗﾝの種類は
驚くほど多い

ﾄｹｲｿｳ（Passiffora sp.)の一
種

293 ニューギニア 56 ヘゴ平へはいる
木性ｼﾀﾞの茂る盆地状の別天
地が展開、ﾍｺﾞ平と命名

平入口にあるｺﾝﾌﾞｺﾞﾏﾝﾌﾞﾉ
小屋

294 ニューギニア 57 ヘゴ平風景 海抜3,300ｍ 写真3枚

295 ニューギニア 58 アウンデ湖
ｳｨﾙﾍﾙﾑ峰の山懐に澄むｱｳ
ﾝﾃﾞ湖

晴れた日のｱｳﾝﾃﾞ湖 雨の日のｱｳﾝﾃﾞ湖

296 ニューギニア 59 湖畔のｵｰｽﾄﾗﾘｱ大の山小屋 一般登山者用山小屋 ｺｹ標本は天日で乾燥
297 ニューギニア 60 ﾋﾟﾝﾃﾞ湖 ｳｨﾙﾍﾙﾑ峰の山腹 かつての氷河谷の底に…

298 ニューギニア 61
標高をかせぐと二つの湖が同
時に見おろせる

手前がﾋﾟﾝﾃﾞ湖、向うがｱｳﾝﾃﾞ
湖

ﾋﾟﾝﾃﾞ湖を見おろす

299 ニューギニア 63 ｱｳﾝﾃﾞ湖畔 ｺｹ林の内部 懸垂性のコケ 懸垂性のシダ 樹の枝を蔽う藍藻の一種
300 ニューギニア 64 ｱｳﾝﾃﾞ湖畔 ｺｹ林の内部 髭にｺｹを継ぎ足すｳﾝﾊﾞ君 ｺｹとﾋｹﾞと区別がつかなく・・・
301 ニューギニア 65 ﾎﾟｰﾀｰが弓矢で射とめたｸｽｸｽ 赤ん坊が1匹はいっていた Cuscus 肉と内臓はﾎﾟｰﾀｰ達の夕食に 毛をむしりとり・・・

302 ニューギニア 66 ｳｨﾙﾍﾙﾑの頂上目ざして 海抜4,000ｍ附近
・・・特有の珍奇なｼﾀﾞ
Papuapteris linearisが出現
する

303 ニューギニア 67 珍奇ｼﾀﾞ ﾊﾟﾌﾟｱﾌﾟﾃﾘｽの生育状 海抜4,000ｍ附近 イネ科の植物と混成する イネ科の植物と混成する ？
304 ニューギニア 68 珍奇ｼﾀﾞ ﾊﾟﾌﾟｱﾌﾟﾃﾘｽの生育状 山火事のあとでも再び芽を出 岩の間にも生えている
305 ニューギニア 69 頂上直下にﾃﾝﾄ設営 4,300ｍの岩場にﾃﾝﾄ設営 この日は雪や霰と闘った・・・
306 ニューギニア 70 ｳｨﾙﾍﾙﾑ山頂上をのぞむ 最高点の第2次登頂隊
307 ニューギニア 71 ｳｨﾙﾍﾙﾑ頂上よりの眺望 北望 南望 東望
308 ニューギニア 72 下山開始 採集品を担ぐﾎﾟｰﾀｰ達 ﾍｺﾞ平をあとに再び密林に 密林内を採集しながら下山
309 ニューギニア 73 マダン（Madang) ﾆｭｰｷﾞﾆｱ北岸の美しい港町 入江と椰子が美しい マダンのホテル

310 ニューギニア 74 マダンの市内風景
街路樹にはﾋﾞｶｸｼﾀﾞをはじめ
いろいろのｼﾀﾞが・・・

写真3枚

311 ニューギニア 75 マダンはｺｺﾔｼの町
中にはひねくれたﾔｼもみら
れる

写真3枚

312 ニューギニア 76 マダン市内の植物 ﾊﾟﾝﾉｷの果実 ｿﾃﾂの一種 ﾄｹﾞﾊﾞﾝﾚｲｼの果実
313 ニューギニア 77 マワンの谷を探る ﾏﾀﾞﾝの背後地 谷筋を歩くとﾋﾞｶｸｼﾀﾞがいっぱ 谷筋を歩くとﾋﾞｶｸｼﾀﾞがいっぱ

314 ニューギニア 78 マワンの谷を探る ﾏﾀﾞﾝの背後地
熱帯のﾀｹは株立ちになるの
が多い

住民の重要な食料のｻｺﾞﾔｼ

315 ニューギニア 79 ﾏﾜﾝ附近の原住民部落 原住民の家族 公害もなくみんな楽しそう
316 ニューギニア 80 ﾏﾜﾝ附近の原住民部落 みんな嬉々として朗らか 写真3枚
317 ニューギニア 81 マワン風景 河畔の樹木 時に洪水があるらしく・・・

318 ニューギニア 82 マワン附近のｺｺｱ栽培
ｺｺｱの果実は幹成果で大き
な幹の横っ腹にも・・・

写真2枚

319 ニューギニア 83
ラエの奥地ﾏｰｶﾑ河の湿地林
を調査

滔々たる濁流 河畔の湿地林内部、ﾄｳの藪

320 ニューギニア 84 上空よりみたﾏｰｶﾑ河
茶色の濁流はたえず流路を
変えて網の目・・・

ﾏｰｶﾑ河畔の湿地林

321 ニューギニア 85 ﾏｰｶﾑ河畔の湿地林
大きな板根は人の姿を呑み
こむ

林内は物音一つなく
不気味

322 ニューギニア 86 ラエの奥地ｶﾞﾍﾞﾝｼｽ部落 女は女同志木蔭で・・・ 椰子園風景(ｺｺﾔｼ）
323 ニューギニア [1974.1.15] 87 ｳｫｲﾀﾍﾟ空港 草原の滑走路に着陸するｾｽ ・・・見物人がわんさと…
324 ニューギニア 88 ｳｫｲﾀﾍﾟ地方　ﾀｺﾉｷ林の調査 変ったｺｹやｼﾀﾞ 子供達がぞろぞろと・・・
325 ニューギニア 89 ｳｫｲﾀﾍﾟ地方　ﾀｺﾉｷ林 林冠（果実は食用となる） ﾀｺﾉｷ林の外観
326 ニューギニア 90 ｳｫｲﾀﾍﾟ風景 原住民の住居 原住民の墓地 部落背後の原生林
327 ニューギニア 91 ｳｫｲﾀﾍﾟ風景 ｽｽｷ類の大草原 原住民の一家族

328 ニューギニア 92 ｳｫｲﾀﾍﾟ地方
海抜2,000ｍ附近高知人の部
落

写真2枚

329 ニューギニア 93 ｳｫｲﾀﾍﾟ地方
海抜2,000ｍ以下は大半草原
に・・・

草原内のﾔﾌﾞﾚｶﾞｻｳﾗﾎﾞｼ 草原内のBanksia sp.の花

330 ニューギニア 94 ｳｫｲﾀﾍﾟ地方 ｼﾀﾞのいろいろ 海抜2,500ｍ附近の木性ｼﾀﾞ
海抜1,500ｍ附近のOleandra
pistillaris

海抜1,500ｍ附近ｶｻﾞﾘｼﾀﾞ
の一種Drynaria sp.

331 ニューギニア 95 ｳｫｲﾀﾍﾟ地方の山地林 海抜2,500ｍ附近
Mission Hut(宣教師用）と現
住民用の小屋

樹にはその樹冠部までｺｹが
着生

樹にはその樹冠部までｺｹ
が着生

332 ニューギニア [1974] 絵葉書ﾆｭｰｷﾞﾆｱの動物たち 犀鳥（Hornbill) 極楽鳥 極楽鳥 ｸｽｸｽ(Cuscus)有袋類
333 ニューギニア [1974] 絵葉書泥もニューギニアでは化粧品 4枚
334 ニューギニア [1974] 絵葉書祭りに着飾った男たち 4枚
335 ニューギニア [1974] 絵葉書ﾆｭｰｷﾞﾆｱの女たち 4枚
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336 ニューギニア [1974] 絵葉書ﾆｭｰｷﾞﾆｱの女たち 4枚
337 ニューギニア [1974] 絵葉書可愛いいﾆｭｰｷﾞﾆｱの子供 4枚
338 ニューギニア [1974] 絵葉書ﾆｭｰｷﾞﾆｱの御馳走 4枚
339 ニューギニア [1974] 絵葉書お祭りのいでたち 4枚
340 ニューギニア [1974] 絵葉書ﾆｭｰｷﾞﾆｱの民芸品 4枚
341 ニューギニア [1974] 絵葉書大事にされる髑髏 3枚
342 ニューギニア [1974] 絵葉書ﾆｭｰｷﾞﾆｱ詩情 4枚
343 ニューギニア [1974] 未整理写真ファイル 1 　
344 ニューギニア [1974] 未整理写真ファイル 2 　
345 ニューギニア [1974] ﾎﾟｼﾞﾌｨﾙﾑ焼付け帳
346 ニューギニア [1974] ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ1～4 羽田～Koki Market-
347 ニューギニア [1974] ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ5～8 Port Moresby-Mt.Kaindi
348 ニューギニア [1974] ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ9～12 Mt.Kaindi-Wau
349 ニューギニア [1974] ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ13～16 Wau-Wilhelm
350 ニューギニア [1974] ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ17～20 Wilhelm-標本干し
351 ニューギニア [1974] ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ21～24 Field Station-Gabensisi
352 ニューギニア [1974] ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑ25～29 Gebebsisi-Papuapteris

353 ニューギニア [1974] 原稿、メモ等ファイル
「ﾆｭｰｷﾞﾆｱにｺｹを訪ねて」
「ﾆｭｰｷﾞﾆｱ蘚類研究略史」等

354 ニューギニア [1974] 調査旅行手帳　2冊
355 ニューギニア [1974] ニューギニア調査関連資料

356 台湾
1980.3.24～
31

調査計画書、メモ、新聞等旅
行関連資料ファイル

愛知教育大学自然環境研究
会・台湾植物採集研修旅行

357 台湾
1980.3.24～
31

台湾絵葉書ファイル

358 台湾
1980.3.24～
31

「台北植物園植物名録」他、関
連雑誌等

ヨーロッパ調査
359 ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 [1969.9] 絵葉書ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 Geiranger Aurland-Flam 附近 Gudvangen 附近 Videseter-Grotli Road

360 ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 [1969.9] 絵葉書ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 Flamの町とAurland Fjord Flamの桟橋とAurland Fjord Flamの桟橋とAurland Fjord
FlamにあるFretheim
Hotel

361 ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 [1969.9] 絵葉書ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅
GudvangenからVossへの登り
道

GudvangenからVossへの登り
道

GudvangenからVossへの途
中にあるStahlheim Hotel

Stahlheim Hotelの庭

362 ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 [1969.9] 絵葉書ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅
ﾊﾙﾀﾞﾝｹﾞﾙ峡湾と
Norheimsundの町

ﾊﾙﾀﾞﾝｹﾞﾙ峡湾の奥にある
Ulvinの町

ﾎﾞｰﾙｸﾞﾝﾄにある最古の教
会

Ullensvang

363 ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 [1969.9] 絵葉書ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 Stalheimよりの眺望 Flamの町とAurland Fjord Flamの町
ﾊﾙﾀﾞﾝｹﾞﾙ附近の婦人
服装

364 ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 [1969.9] 絵葉書ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 Geiranger Strynefjellet Kyrkja山よりの眺望 ﾊﾙﾀﾞﾝｹﾞﾙ　ﾌﾖｰﾙﾄﾞ

365 ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 [1969.9] 絵葉書ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 ﾈｰﾚﾌﾖｰﾙﾄﾞ Nordfjord ﾈｰﾚﾌﾖｰﾙﾄﾞ
Flamの町と　ｱｳﾙﾗﾝﾄﾞ
ﾌﾖｰﾙﾄﾞ

366 ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 [1969.9] 絵葉書ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 Flamの谷 ﾈｰﾚﾌｨﾖｰﾙﾄﾞ Oldedalen谷 Lyngenfjord
367 ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 [1969.9] 絵葉書氷河のほとりに咲く花 Ranunculus glacialis Pulsatilla(Anemone) vernalis Pulsatilla vernalis
368 ﾉﾙｳｪｰ峡湾の旅 [1969.9] 絵葉書ﾉﾙｳｪｰ最北の都会 Narvik 4枚

369 ラップランド [1969.9] 絵葉書ﾗｯﾌﾟﾗﾝﾄﾞの植物 Saxifraga cotyledon
Eriophorum vaginatumｸﾜｽｹﾞ
の一種

Cypripedium calceolus Ranunculus glacialis

370 ラップランド [1969.9] 絵葉書ﾗｯﾌﾟﾗﾝﾄﾞ（ｽｴｰﾃﾞﾝ領北極圏） ｱﾋﾞｽｺ附近(4枚）
371 ラップランド [1969.9] 絵葉書ﾗｯﾌﾟﾗﾝﾄﾞ（ｽｴｰﾃﾞﾝ領北極圏） 4枚
372 ラップランド [1969.9] 絵葉書ラップランド Storaの滝 雪だまを作って遊ぶクマの子 Abisko駅とTorne湖

373 ラップランド [1969.9] 絵葉書ラップランド Betula tortuosa林の紅葉 Betula tortuosa林の紅葉
Pinus sylvestrisとBetula
tortuosa

Betula tortuosaと
Picea abies

374 ラップランド [1969.9] 絵葉書ラップランド 真夜中の太陽 Betula tortuosa Picea abies Quercus robur
375 ラップランド [1969.9] 絵葉書ラップランド 真夜中の太陽 ? 真夜中の太陽 ?
376 ラップランド [1969.9] 絵葉書Abisko国立公園の景観 Betula fortuosaの林 Betula fortuosaの紅葉 ﾄﾙﾈ湖とﾉﾙｳｪｰ国境の山々 ﾄﾙﾈ湖周辺
377 ラップランド [1969.9] 絵葉書ラップランドの人々 3枚
378 ラップランド [1969.9] 絵葉書ラップランドの人々 4枚 北極圏の標識
379 フィンランド [1969.9] 絵葉書ヘルシンキ市街 4枚

380 フィンランド [1969.9] 絵葉書
湖沼の国ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの湖辺に咲
く花

Campanula persicifolia
Calamagrostis purpureaﾉｶﾞﾘﾔ
ｽの一種

ヤナギラン
Myosotis sylvaticaﾜｽ
ﾚﾅｸﾞｻの一種

381 フィンランド [1969.9] 絵葉書湖沼の国ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの景観 Epilobium angustifolium …
Pinus sylvestris Betula
tortussa …

Pinus sylvestris Pinus sylvestris

382 フィンランド [1969.9] 絵葉書湖沼の国ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの景観
Pinus sylvestris. Calluna
vulgaris

Pinus sylvestris. Cladonia
spp.（地衣）

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ海岸の針葉樹林
Sorbus aucupariaの紅
果

383 フィンランド [1969.9] 絵葉書ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの植相
Elymus arenariusの群落（ｴｿﾞ
ﾑｷﾞの一種）

Pinus sylvestrisとCalluna
vulgaris群落

Betula pubescensの木立
Betula
verrucosa(=pendula)

384 ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ植物園 [1969.10] 絵葉書Botanic Garden, Copenhargen Linnaea borealisﾘﾝﾈｿｳ Phyteuma comosum,ｷｷｮｳ科 Cypripedium reginae Laburnum alpinumﾏﾒ
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385 ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ植物園 [1969.10] 絵葉書Botanic Garden, Copenhargen Cypripedium calceolus. Gentiana verna
Tulipa Clusiana var.
chrysantha

386 ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ植物園 [1969.10] 絵葉書Botanic Garden, Copenhargen 大温室の正面 右手の紅葉したｲﾁｮｳ
池の周りに水生植物のｺﾚｸ
ｼｮﾝあり

春のﾛｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ

387 ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ植物園 [1969.10] 絵葉書Botanic Garden, Copenhargen Rhododendron各種 Rosenborg城ののぞむ 大温室の東側の小橋

388 ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ椰子植物園 [1969.10] 絵葉書
Palmengarten, Frankfurt(西ド
イツ）

Rose garden Phalaenopsis(Hybrids) Water-Lily Pond
[Bromelia
Greenhouse]

389 ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ椰子植物園 [1969.10] 絵葉書
Palmengarten, Frankfurt(西ド
イツ）

Little Palm Pavilion House of Festivals Great House of Palms

390 ﾍﾞﾙﾘﾝ・ﾀﾞｰﾚﾑ植物園 [1969.10] 絵葉書
Botanisher Garden Berlin-
Dahlem

Trollius europaeus Pulsatilla vulgaris Papaver alpinum

391 ﾍﾞﾙﾘﾝ・ﾀﾞｰﾚﾑ植物園 [1969.10] 絵葉書
Botanisher Garden Berlin-
Dahlem

Japanische Gartenlaube Restaurant Partie an der Brücke

392 ﾍﾞﾙﾘﾝ・ﾀﾞｰﾚﾑ植物園 [1969.10] 絵葉書
Botanisher Garden Berlin-
Dahlem

Italienischer Garden Engler-Terrasse
Kakteen und Palmlilien
Mexikos

393 ﾍﾞﾙﾘﾝ・ﾀﾞｰﾚﾑ植物園 [1969.10] 絵葉書
Botanisher Garden Berlin-
Dahlem

Sedum acre L. Lilium Martagon Lilium bulbiferum L.

394 ﾍﾞﾙﾘﾝ・ﾀﾞｰﾚﾑ植物園 [1969.10] 絵葉書
Botanisher Garden Berlin-
Dahlem

? Viola biflora Campanula thyrsoides

395 ﾍﾞﾙﾘﾝ・ﾀﾞｰﾚﾑ植物園 [1969.10] 絵葉書
Botanisher Garden Berlin-
Dahlem

Anemone montana Hoppe Anemone vernalis L. Primula farinosa L.

396 ﾍﾞﾙﾘﾝ・ﾀﾞｰﾚﾑ植物園 [1969.10] 絵葉書
Botanisher Garden Berlin-
Dahlem

Victoria cruziana Nymphaea
gigantea

? ?

397 ﾍﾞﾙﾘﾝ・ﾀﾞｰﾚﾑ植物園 [1969.10] 絵葉書
Botanisher Garden Berlin-
Dahlem

Agave, Cactus, Erythrina crista-galli Hibiscus schizopetalus

398 ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ植物園 [1969.10] 絵葉書Royal Botanic [The Azalea Lawn] [Rock Garden] Primula vialii ?
399 ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ植物園 [1969.10] 絵葉書Royal Botanic Meconopsis [Pet Garden]

400 ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ植物園 [1969.10] 絵葉書
Royal Botanic
Garden,Edinburgh

Rhododendron forrestii var.
repens

[The Herbaceous Border] [Daffodils on the Hill]
[Younger Botanic
Garden,Benmore,Argyl

401 キュー植物園 [1969.10] 絵葉書Royal Botanic Gardens,Kew Rock Garden Salix, Taxodium,…. Orangery
402 キュー植物園 [1969.10] 絵葉書Royal Botanic Gardens,Kew Rhopalostylis Baueri … Meconopsis betonicifolia Taxodium distichum
403 キュー植物園 [1969.10] 絵葉書Royal Botanic Gardens,Kew Salix x chrysocoma,… Queen's Cottage Iris Garden Rose Garden
404 キュー植物園 [1969.10] 絵葉書Royal Botanic Gardens,Kew 勅使門、ｶｴﾃﾞ、ｻｸﾗ King Williams' Temple(1837) Kew Palace Ruined Arch
405 キュー植物園 [1969.10] 絵葉書Royal Botanic Gardens,Kew Endymion non-scriptus Rhododendron luteum Rhododendronの各種 Rhododendron spp.

406 キュー植物園 [1969.10] 絵葉書Royal Botanic Gardens,Kew
Japanese Cherries(Prunus
serrulata)

Japanese Cherries(Prunus
serrulata)

正門とAesculus indica
Daffodilis beneath
Poplars …

407 キュー植物園 [1969.10] 絵葉書Royal Botanic Gardens,Kew
Magnolias varieties of the
hybrid

Magnolia soulangiana … Varieties of Narcissus ?

408 キュー植物園 [1969.10] 絵葉書Royal Botanic Gardens,Kew Cattleya species and hybrids Hylocereus undatus
Lilies, Begonias and
Fuchsias

Cactus House

409 キュー植物園 [1969.10] 絵葉書Royal Botanic Gardens,Kew
Nymphaea and Acalypha
hispida

Encephalartos altensteinii … Victoria amazonica Palm House

410 キュー植物園 [1969.10] 絵葉書Royal Botanic Gardens,Kew Vanilla phalaenopsis 油絵 1761～62建立のPagoda
Oaks, Pines and
Rhododendrons

411 未整理絵葉書ファイ Royal Botanic Gardens,Kew
412 未整理絵葉書ファイ 植物画（British Orchids)

413
未整理絵葉書ファイ
ル

植物画（British Flowering
Plants)

414 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Onosma naum Geranium sanguineum Erica carnea

415 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Jardin alpin高山植物園
Opuntia phaecanthe
Sempervivum pomelin

Primula auricula

416 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Campanula cochleariifolia Campanula leutweinii Campanula
417 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Draba reptans Iberis sempervirens
418 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Silene valesia zalea obtusa "Hinodegiri" Alyssum saxatile
419 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Hacquetia epipactis Convolvulus mauritanicus Linum flavum

420 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園
Silene pungens Arenaria
pulvinata

Dianthus deltoides Helianthemum vulgare

421 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Erodium macradenum Hypeicum olympicum Primula frondosa
422 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Saxifraga cotyledon Euphorbia corsica Centaurea bella
423 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Trollius europaeus Ramonda myconi Chrysogonum virginianum
424 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Azalea mollis Minuartia laurifolia Helianthemum apenninum
425 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Lilium pulchellum Dryas octopetala(ﾁｮｳﾉｽｹｿ Rhodode hirsutum

426 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園
Coronilla minima Coronilla
coronata

Arenaria balearica
Centaurea? ("Centarea
shaponiticoides")

427 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園
Hyacinthella azurea, Tulipa
praestans

Gentiana gracilipes Mazus reptans
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428 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Eranthis hyemalis Dianthus alpinus Primula denticulata
429 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Adonis vernalis Bolax glebaria Paeonia tenuifolia
430 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Sedum aizoon Moltkia petraea Astragalus purpureus
431 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Daphne cneorum Phlomis fruticosa Crocus susianus
432 パリー植物園 [1969.11] 絵葉書パリー植物園 Opuntia compressa Genista hispanica Aethionema grandiflora

433 ジュネーブ植物園 [1969.11] 絵葉書ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ植物園(ｽｲｽ)の花 Alyssum alpestre L. Iris Thunbergii Daphne Mezereum L.
Lychnis Flos-Jovis
Desr.

434 ジュネーブ植物園 [1969.11] 絵葉書ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ植物園(ｽｲｽ)の花 Nymphoides orbiculata Galib. Stanhopea oculata Tulipa fosteriana Rosa pendulina L.
435 ジュネーブ植物園 [1969.11] 絵葉書ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ植物園(ｽｲｽ)の花 Clematis alpina(L.) Miller Iris graminea Genève　植物園
436 ジュネーブ植物園 [1969.11] 絵葉書ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ植物園(ｽｲｽ)の花 Hippuris vulgaris J.J.Rousseauの胸像 Nelumbo nucifera

437 スイス [1969.11] 絵葉書岩と氷と雪の巨峰群(ｽｲｽ）
MürrenからみたEigerと
Moech

Grindelwaldよりみた
Wetterrhorn

Kleine Scheideggよりみた
EigerとMoench

Kleine Scheideggより
みたEigerとMoench

438 スイス [1969.11] 絵葉書ﾕﾝｸﾞﾌﾗｳﾖｯﾎ(ｽｲｽ） Jungfraujochの気象台 登山電車終点 氷の殿堂
Jungfraujochよりみた
ｱﾚｯﾁ氷河

439 スイス [1969.11] 絵葉書
ﾍﾞﾙﾅｰ･ｵｰﾊﾞｰﾗﾝﾄの山々(ｽｲ
ｽ）

Wetterhorn… ｼｰﾆｹﾞﾌﾟﾗｯﾁより南望
Grindelwaldよりみた
Wetterhorn

Schreckhornと
Fiescherhörner

440 スイス [1969.11] 絵葉書
四囲を山に囲まれたｲﾝﾀｰﾗｰ
ｹﾝの街(ｽｲｽ）

Eiger… Eiger… ﾌﾞﾘｴｯﾂ湖… ﾄｩｰﾝ湖

441 スイス [1969.11] 絵葉書スイスの山と湖 ﾌﾞﾘｴｯﾂ湖 Moench… Eiger… ｵｰﾊﾞｰﾗﾝﾄの山々
442 スイス [1969.11] 絵葉書アルプスの山々(ｽｲｽ､ﾌﾗﾝｽ） Dents du Midi(ｽｲｽ） Dents du Midi(ｽｲｽ） ﾄﾞﾘｭの針峯 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 ？

443 スイス [1969.11] 絵葉書
アルプスの山々(ｽｲｽ､ﾌﾗﾝｽ）
とｼﾞｭﾈｰﾌﾞ

ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 Moench… ｼﾞｭﾈｰﾌﾞとﾚﾏﾝ湖 ｼｬﾓﾆｰの町とﾓﾝﾌﾞﾗﾝ ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ

444 スイス [1969.11] 絵葉書
ｱﾙﾌﾟｽﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰とDents du
Midi

ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 Dents du Midi ｼｵﾝの古城とDents du Midi ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰

445 スイス [1969.11] 絵葉書Matterhorn(ｽｲｽ） Pulsatilla alpina Zermattの町 Pulsatilla vernalis ? ？
446 スイス [1969.11] 絵葉書ｱﾙﾌﾟｽﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰(ﾌﾗﾝｽ） ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰
447 スイス [1969.11] 絵葉書ｱﾙﾌﾟｽﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰(ﾌﾗﾝｽ） ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰
448 スイス [1969.11] 絵葉書ｱﾙﾌﾟｽﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰(ﾌﾗﾝｽ） ｼｬﾓﾆｰの町とﾓﾝﾌﾞﾗﾝ ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰
449 スイス [1969.11] 絵葉書ｱﾙﾌﾟｽﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰(ﾌﾗﾝｽ） ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰 ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ連峰
450 スイス [1969.11] 絵葉書ｱﾙﾌﾟｽﾓﾝﾌﾞﾗﾝ山群(ﾌﾗﾝｽ） ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ
451 スイス [1969.11] 絵葉書Aiguille du Midi 4枚
452 スイス [1969.11] 絵葉書Aiguille du Midi 3枚
453 スイス [1969.11] 絵葉書Matterhorn(ｽｲｽ） 4枚
454 スイス [1969.11] 絵葉書Matterhorn(ｽｲｽ） 4枚
455 スイス [1969.11] 絵葉書Matterhorn(ｽｲｽ） 4枚

456 スイス [1969.11] 絵葉書ｽｲｽﾙｯﾁｪﾙﾝ市内 ﾗｲｵﾝ記念碑 瀕死のﾗｲｵﾝ像 ｶﾍﾟﾙ橋の屋根裏の絵
氷河公園内の博物館
の一室

457 スイス [1969.11] 絵葉書ｽｲｽﾙｯﾁｪﾙﾝ市内 ｶﾍﾟﾙ橋 水塔 ﾋﾟﾗﾄｽ山 ﾋﾟﾗﾄｽ山頂上の展望台
458 スイス [1969.11] 絵葉書ｽｲｽﾙｯﾁｪﾙﾝ市 ? Mt. Rigi 水塔とｶﾍﾟﾙ橋
459 スイス [1969.11] 絵葉書ｽｲｽﾙｯﾁｪﾙﾝの氷河公園 氷河臼 氷河臼 氷河痕 ?

絵葉書等資料
460 未整理ファイル 高山植物
461 未整理ファイル 中部の植物
462 未整理ファイル 東日本の植物
463 未整理ファイル 西日本の植物
464 未整理ファイル 植物画
465 未整理ファイル 動物・化石

コケ展示資料

466 ナンジャモンジャゴケ ナンジャモンジャゴケ
高木によるスケッチ図、志賀
高原産より描く、Takakiaに別

467 ナンジャモンジャゴケ ナンジャモンジャゴケ 写真3枚、Takakiaに別置
468 ナンジャモンジャゴケ Takakia Lakeのﾅﾝｼﾞｬﾓﾝｼﾞｬｺﾞ Takakiaに別置

469 ナンジャモンジャゴケ 秋の後立山連峰
ﾅﾝｼﾞｬﾓﾝｼﾞｬｺﾞｹの最初の発
見地、Takakiaに別置

470 ナンジャモンジャゴケ
コケ類　揚子江上流域のコケ
植物

Takakiaに別置

471 ナンジャモンジャゴケ 写真ファイル 注記付き、Takakiaに別置
472 スルメゴケ するめごけ（高木命名） 昭和52年年賀状添付
473 スルメゴケ 日本新産スルメゴケの発表 玩具の実演写真
474 ゴルフクラブゴケ ゴルフクラブゴケ ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ写真、コケ同封
475 [蒴歯の構造] A J. Bryologyの解説図等
476 ミズゴケ　(1) ミズゴケの葉の構造（ｵｵﾐｽﾞｺﾞ 解説文等
477 ミズゴケ　(2) ミズゴケのサイホン 解説文、図等9枚
478 フトリユウビゴケ フトリユウビゴケ 実物と年賀状（S63)
479 ゼニゴケ 身近にあるコケ 写真3枚
480 ゼニゴケ ゼニゴケのふえ方
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481 ゼニゴケ ゼニゴケの弾糸
482 ゼニゴケ ゼニゴケの無性生殖
483 ゼニゴケ ゼニゴケ（胞子と無性芽） 写真8枚
484 ゼニゴケ ゼニゴケ ゼニゴケの無性芽器 ゼニゴケの雌株 ゼニゴケの雄株
485 ミカズキゼニゴケ ミカズキゼニゴケ ミカヅキゼニゴケ、岡崎市 同無性芽器 同上の拡大
486 ミカズキゼニゴケ ミカズキゼニゴケの分布
487 鳥の巣とコケ コケを材料とした鳥の巣 写真6枚
488 イクビゴケ イクビゴケ 写真2枚
489 ホンモンジゴケ 岡崎竜海院のホンモンジゴケ 本堂 雨垂れの叩く所・・・ ﾎﾝﾓﾝｼﾞｺﾞｹ群落
490 ホンモンジゴケ 岡崎市内のホンモンジゴケ 竜海院 竜城神社神馬 台座の下の・・・
491 ホンモンジゴケ 名古屋城のホンモンジゴケ 天守閣石垣のねもとに・・・
492 ホンモンジゴケ 名古屋城のホンモンジゴケ 石垣に群生する銅ゴケ 写真5枚 ﾎﾝﾓﾝｼﾞｺﾞｹの生育状況 ﾎﾝﾓﾝｼﾞｺﾞｹの生育状況 ﾎﾝﾓﾝｼﾞｺﾞｹの生育状 ﾎﾝﾓﾝｼﾞｺﾞｹの生育状
493 ホンモンジゴケ 皇居のホンモンジゴケ 銅屋根軒下で昭和天皇が発
494 ホンモンジゴケ 東京池上本門寺 写真6枚
495 ホンモンジゴケ 鎌倉大仏とホンモンジゴケ 写真5枚
496 ヒカリゴケ ヒカリゴケ 写真3枚
497 透明尖をもつ葉 乾燥した場所にはえるコケ 写真4枚
498 透明尖をもつ葉 シモフリゴケ 説明文2枚
499 透明尖をもつ葉 ギンゴケ 写真2枚
500 マリゴケ マリゴケ、毬蘚 写真8枚2シート
501 キセルゴケ 第1図キセルゴケ
502 ヒナノハイゴケ 並木の幹や石垣面に着生・・・ 写真5枚

503 ヒナノハイゴケ
ヒナノハイゴケ（クチベニゴ
ケ）、分布

504 ミヤマハイゴケ 岡崎城石垣のミヤマハイゴケ 姫路城群落も同封
505 ネズミノオゴケ ネズミノオゴケ
506 コケのクリスマスカー Dr.Elva Lawtonより Orthotrichum lyelli Hook Diphyscium foliosum Encalypta vulgaris Hedw.

507
コケのクリスマスカー
ド

Dr.Elva Lawtonより Buxbaaumia aphylla Hedw. Meesia uliginosa Hedw.
Polytrichadelphus lyallii
Mitt.

Grimmia calyptrata
Hook.

508 コケのクリスマスカー Dr.Elva Lawtonより Pohlia nutans Pogonatum pensylvanicum Climacium americanum Tetraplodon mnioides
509 コケのクリスマスカー カナダ　Dr.W.B.Schofield ソ連　Dr.J.J.Abramov
510 コケの絵葉書 西芳寺のコケ シート2枚
511 コケの絵葉書 京都のコケ庭 東福寺 西芳寺 西芳寺 西芳寺
512 コケの絵葉書 京都のコケ庭 竜安寺 瑞峯院 三千院 円通寺
513 コケの絵葉書 京都のコケ庭 西芳寺 西芳寺 三千院 東福寺
514 コケの絵葉書 [京都、大阪のコケ庭] 龍源院 龍源院 龍源院 法善寺
515 コケの絵葉書 平泉寺、箱根美術館 平泉寺 平泉寺 平泉寺 平泉寺 箱根美術館
516 コケ林の景観 熱帯高地の雲霧林　一名コケ 写真2枚
517 コケ林の景観 熱帯山地雨林（雲霧林）
518 コケ林の景観 無題　２・苔、３・樹林、他 3シート
519 コケ切手 仏領、英領南極の地衣切手

520 コケ切手
珍しいコケの切手（ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀ
ｲﾝ）

521 コケコイン
コケデザインのﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞコイ
ン（コピー）

522 ノボロギク
焼跡瓦礫中に侵入しつつある
ノボロギク

昭和20年10月23日

523 展示図
Takakia lepidozioides
Chromosomen der
Gametophyten

     109X79cm,Takakiaに別置

524 展示図
Takakia lepidozioides Hatt. Et
Inoue

②、109X79cm、Takakiaに別
置

525 展示図
Takakia lepidozioides,
T.ceratophylla [地図]

③、79X109cm、Takakiaに別
置

526 展示図
Takakia lepidozioides Hatt. Et
Inoue

④、109X79cm、Takakiaに別
置

527 展示図 Takakia lepidozioides, [細胞 ⑤、109X79cm、Takakiaに別

528 展示図
Takakia lepidozioides, ヒマラヤ
ナンジャゴケ

⑥、79X55cm、Takakiaに別
置

529 展示図
Takakia lepidozioides,
T.ceratophylla [染色体図]

⑦、79X55cm、Takakiaに別
置

530 展示図 苔類染色体の進化 ⑨、109X79cm、Takakiaに別
531 高木コケ図・年賀状 昭和47、55、平成4、5、12、
532 コケスケッチ等

533
未整理写真ファイル
１

Ｌ版ファイル

534 未整理写真ファイル
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アオイゴケ アオイゴケ（こけでないこけ） 実物、別置
蛭ケ野湿原の主要構
成種

ミズゴケ属 実物、別置

オオミズゴケ オオミズゴケ 実物、別置
ウマスギゴケ ウマスギゴケ 実物、別置
ミヤマハイゴケ ミヤマハイゴケ 実物、別置
南極のコケ 南極大陸　昭和基地 実物、別置
ジャゴケ ジャゴケ 実物、別置
ヒメジャゴケ ヒメジャゴケ 実物、別置
アラハヒツジゴケ 実物、別置


