
なごやの生物多様性　4：127-147（2017）

目録

なごや生物多様性センター収蔵植物標本目録（3）
中村　肇（1）（2）

（1）元なごや生物多様性センター
（2）名古屋自然史談話会

A List of Plants Specimens in the Nagoya Biodiversity Center（3）

Hajime NAKAMURA（1）（2）
（1）Former Nagoya Biodiversity Center
（2）Nagoya Natural History Society

Correspondence:
Hajime NAKAMURA E-mail: nakamura@tameike.info

はじめに
本標本目録は，なごや生物多様性センターに収蔵され

ている維管束植物標本目録の第3編である．
これまでに発行した目録のうち，第1編（中村，

2015）では，2014年（平成26年）3月31日までに収蔵
されている1215点を目録として発表した．第2編（中村，
2016）では，2015年（平成27年）3月31日までに収蔵
されている1517点のうち，2014年（平成26年）4月1日
以降に登録された302点を含む305点を目録として発表
した．そして，第3編となる本目録では，2016年（平
成28年）3月31日までに収蔵されている2141点のうち，
2015年（平成27年）4月1日以降に登録された624点を
含む642点を目録とした．
収蔵する標本の中には，1972年に天白区（当時の昭
和区）で採集された「ヒツジグサ」なども含まれるが，
多くの標本は近年に採集されたものであり，現時点では
断片的な情報の集約に過ぎず，その時々の自然環境を
反映させるには至っていない．そのため，「なごや」の
現状を把握し，今後の生物多様性の保全に活かしていく
ためにも，自然環境の変化や分類群に着目した証拠標本
を継続的に残し，これらの標本の存在を，活字もしくは
デジタルの形で広く知っていただくことが必要だと考え
る．そして，これらの標本が科学的な研究に利用され，
地球の財産として活かされていくことを切に願う．

本標本目録について
本標本目録は，2016年（平成28年）3月31日現在で「な
ごや生物多様性センター」に収蔵されている維管束植物
標本（NBC-NP）2141点のうち，2015年（平成27年）4
月1日以降に登録または再同定された標本の目録である．
ただし，「NBC-NP」は標本庫の国際略号ではない．
なお，2015年（平成27年）3月31日以前の目録につ
いては，中村（2015，2016）を確認されたい．

科の配列および学名
科の配列は，シダ植物ではChristenhusz et al.（2011a），
裸子植物ではChristenhusz et al.（2011b），被子植物で
はThe Angiosperm Phylogeny Group（2009）および
James L. Reveal and Mark W. Chase（2011）に準拠し，
The Angiosperm Phylogeny Group（2016）は反映して
いない．
学名および和名は「日本維管束植物目録」（邑田（監
修）・米倉，2012），「日本の野生植物シダ」（岩槻，
1999），「改訂新版　日本の野生植物1，2，3」（大橋ほか，
2015，2016），「日本の野生植物　草本1，2，3」（佐竹ほか，
1981，1982），「日本の野生植物　木本1，2」（佐竹ほか，
1989），「日本の帰化植物」（清水，2003），「新牧野日本
植物圖鑑」（牧野ほか，2008）に概ね準拠しているが，
狭義の水草については「日本の水草」（角野，2014）を，
帰化植物については「日本帰化植物写真図鑑」（清水ほ
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か，2001）および「日本帰化植物写真図鑑　第2巻」（植
村ほか，2010）などを参考に，適宜新しい知見を反映し
ている．

標本の配列
・ 標本データは，採集された自治体ごとに配列し，『採
集地：採集日.採集者（採集者の標本番号）［NBC-NP
登録標本番号］』の順に記載している．ただし，採集
者の標本番号が無い標本については「s.n.」とした．

・ 自治体名は2014年（平成26年）4月5日現在の名称を
用い，総務省の自治体コードの順に並べている．ただ
し，生育地が限られているものについては必要に応じ
て詳細な採集地情報を非公開とした．

・ 採集日は「年.月.日」の順に「（4桁）．（2桁）．（2桁）」
と表記し，採集日が不明な場合には「ハイフン（-）」
を用いて補完している．

絶滅危惧種
和名の後に［　］があるものは，「レッドデータブッ
ク2014－日本の絶滅のおそれのある野生生物－8植物
Ⅰ（維管束植物）」（環境省（編），2015），および「レッ
ドリストあいち2015」（愛知県，第三次レッドリスト
「レッドリストあいち2015」，http://www.pref.aichi.
jp/0000079215.html，2015年1月22日確認），「名古屋市
の絶滅のおそれのある野生生物　レッドデータブックな
ごや2015－植物編－」（名古屋市（編），2015）のカテ
ゴリーを示す．

環境省レッドリスト（2014年）
　EX：絶滅
　EW：野生絶滅
　CR：絶滅危惧IA類
　EN：絶滅危惧IB類
　VU：絶滅危惧II類
　NT：準絶滅危惧
　DD：情報不足

愛知県版レッドリスト（2015年）
　EX：絶滅
　CR：絶滅危惧IA類

　EN：絶滅危惧IB類
　VU：絶滅危惧II類
　NT：準絶滅危惧

名古屋市版レッドリスト（2015年）
　EX：絶滅
　CR：絶滅危惧IA類
　EN：絶滅危惧IB類
　VU：絶滅危惧II類
　NT：準絶滅危惧
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Equisetales　トクサ目
Equisetaceae　トクサ科

Equisetum arvense L.
スギナ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1871］; 名古屋市天白
区天白町八事裏山：2015.03.24.中村肇（1146）［2105］．

Psilotales　マツバラン目
Psilotaceae　マツバラン科

Psilotum nudum （L.） P.Beauv.
マツバラン　［環境省：NT，愛知県：VU，名古屋市：国］
愛知県名古屋市天白区音聞山：2012.12.09.渡辺幸子（6466）［1805］．

Salviniales　サンショウモ目
Marsileaceae　デンジソウ科

Marsilea quadrifolia L.
デンジソウ　［環境省：VU，愛知県：CR，名古屋市：EX］
愛知県名古屋市昭和区川原通：2015.10.09.中村肇（1056）［2058］（※1）．

（※1）植栽.

Salviniaceae　サンショウモ科
Azolla filiculoides Lam.
ニシノオオアカウキクサ
愛知県名古屋市昭和区鶴舞：2012.11.09.鳥居ちゑ子（3121）［1705］（※1）（※2）．

（※1）Det.2016.10.31.中村肇.
（※2）標本ラベルでは「アイオオアカウキクサ」と同定されている．

Polypodiales　ウラボシ目
Dennstaedtiaceae　コバノイシカグマ科

Hypolepis punctata （Thunb.） Mett. ex Kuhn
イワヒメワラビ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.29. 寺本匤寛（s.n.）［1903］．

Pteridaceae　イノモトソウ科
Onychium japonicum （Thunb.） Kunze
タチシノブ
愛知県名古屋市守山区吉根：2014.05.24.鳥居ちゑ子（3353）［1750］．

Thelypteridaceae　ヒメシダ科
Thelypteris japonica （Baker） Ching
ハリガネワラビ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.08.09.寺本匤寛（s.n.）［1620］．

Athyriaceae　メシダ科
Cornopteris decurrenti-alata （Hook.） Nakai
シケチシダ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1905］， 2015.08.09. 
寺本匤寛（s.n.）［1623］．

Deparia japonica （Thunb.） M.Kato
シケシダ
愛知県名古屋市昭和区鶴舞：2012.08.20.鳥居ちゑ子（3080）［1695］; 名古屋
市緑区大高町：2015.08.09.寺本匤寛（s.n.）［1622］．

Dryopteridaceae　オシダ科
Cyrtomium devexiscapulae （Koidz.） Ching
ナガバヤブソテツ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1573］．

Dryopteris erythrosora （D.C.Eaton） Kuntze
ベニシダ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.08.09.寺本匤寛（s.n.）［1621］．

Polypodiaceae　ウラボシ科
Lemmaphyllum microphyllum C.Presl
マメヅタ
愛知県名古屋市名東区猪高町高針牧：2015.06.23.中村肇（994）［2053］．

Lepisorus thunbergianus （Kaulf.） Ching
ノキシノブ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1570］．

Araucariales　ナンヨウスギ目
Podocarpaceae　マキ科

Nageia nagi （Thunb.） Kuntze
ナギ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1561］．

Podocarpus macrophyllus （Thunb.） Sweet
イヌマキ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1555］．

Cupressales　ヒノキ目
Cupressaceae　ヒノキ科

Chamaecyparis obtusa （Siebold et Zucc.） Endl.
ヒノキ
三重県松阪市中万町：2013.09.28.中村肇（537）［2139］．

Nymphaeales　スイレン目
Nymphaeaceae　スイレン科

Nymphaea sp.
園芸スイレン（別名：外来スイレン）
愛知県名古屋市名東区猪高町高針山ノ中：2015.05.30.中村肇（1093）［2084］．

Piperales　コショウ目
Aristolochiaceae　ウマノスズクサ科

Asarum takaoi F.Maek. var. hisauchii （F.Maek.） F.Maek.
ゼニバサイシン
愛知県名古屋市守山区小幡：2015.03.15.鳥居ちゑ子（3424）［1768］．

Magnoliales　モクレン目
Magnoliaceae　モクレン科

Magnolia kobus DC.
コブシ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.03.24.寺本匤寛（s.n.）［1597］．

Laurales　クスノキ目
Lauraceae　クスノキ科

Cinnamomum camphora （L.） J.Presl
クスノキ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1556］．
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Cinnamomum yabunikkei H.Ohba
ヤブニッケイ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1568］．

Laurus nobilis L.
ゲッケイジュ
愛知県名古屋市名東区猪高町高針牧：2015.06.23.中村肇（993）［2052］．

Lindera glauca （Siebold et Zucc.） Blume
ヤマコウバシ
愛知県名古屋市天白区野並：2014.06.03.渡辺幸子（6851）［1818］．

Machilus thunbergii Siebold et Zucc.
タブノキ
愛知県名古屋市西区堀越町：2013.06.07.鳥居ちゑ子（3214）［1726］; 名古屋
市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1557］．

Alismatales　オモダカ目
Araceae　サトイモ科

Lemna aoukikusa T.Beppu et Murata
アオウキクサ
愛知県名古屋市千種区東千種台：2014.08.05.鳥居ちゑ子（3381）［1752］．

Lemna minor L.
コウキクサ
愛知県名古屋市守山区瀬古東：2014.09.04.鳥居ちゑ子（3390）［1758］．

Pinellia ternata （Thunb.） Breitenb.
カラスビシャク
愛知県名古屋市熱田区神宮：2015.07.26.中村肇（1098）［2089］．

Pinellia tripartita （Blume） Schott
オオハンゲ
愛知県名古屋市天白区野並：2014.06.03.渡辺幸子（6860）［1821］， 2014.06.03.
渡辺幸子（6862）［1822］．

Spirodela polyrhiza （L.） Schleid.
ウキクサ
愛知県名古屋市守山区竜泉寺：2015.08.10.鳥居ちゑ子（3482）［1788］．

Hydrocharitaceae　トチカガミ科
Egeria densa Planch.
オオカナダモ
愛知県名古屋市守山区瀬古：2015.03.08.中村肇（1133）［2098］．

Hydrilla verticillata （L.f.） Royle
クロモ
兵庫県姫路市別所町北宿：2015.09.05.中村肇（1295）［2133］．

Limnobium laevigatum （Humb. et Bonpl. ex Willd.） Heine
アマゾントチカガミ
愛知県名古屋市港区西福田：2015.02.27.中村肇（1143）［2104］， 2015.08.16.中
村肇（1100）［2090］; 名古屋市緑区桶狭間神明：2015.10.26.中村肇（1069）
［2065］．

Vallisneria × pseudorosulata S.Fujii et M.Maki
コウガイセキショウモ
愛知県名古屋市北区辻本通：2014.09.23.中村肇（720）［1337］（※2）（※3）; 名古
屋市中川区柳瀬町：2014.08.30.中村肇（738）［1351］（※2）（※3）; 名古屋市守山
区瀬古：2013.09.29.芹沢俊介（88959）［1199］（※1）（※3）, 2014.09.23.中村肇（717）
［1335］（※2）（※3）, 2015.03.08.中村肇（1132）［2097］．

（※1）中村（2015）において「Vallisneria sp.」として扱ったため再掲載．
（※2）中村（2016）において「Vallisneria sp.」として扱ったため再掲載．
（※3）Det.2016.03.28.中村肇.

Zosteraceae　アマモ科
Zostera marina L.
アマモ
愛知県西尾市一色町：2015.05.05.鵜飼普（s.n.）［1868］， 2015.05.17.鵜飼普（s.n.）
［1867］．

Potamogetonaceae　ヒルムシロ科
Potamogeton crispus L.
エビモ
愛知県名古屋市守山区瀬古：2013.09.07.鳥居ちゑ子（3274）［1737］．

Potamogeton distinctus A.Benn.
ヒルムシロ　［環境省：－，愛知県：NT，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2015.04.25.中村肇（1229）［2127］， 名古屋市
守山区上志段味：2008.08.26.鳥居ちゑ子（2654）［1684］．

Potamogeton sp.
愛知県名古屋市守山区鳥羽見：2015.04.29.鵜飼普（s.n.）［1869］（※1）．

（※1）狭葉性のヒルムシロ属は迷宮入りとする．

Dioscoreales　ヤマノイモ目
Dioscoreaceae　ヤマノイモ科

Dioscorea japonica Thunb.
ヤマノイモ
愛知県名古屋市名東区猪高町高針梅森坂：2015.11.10.森川晴つみ（2）［1581］．

Dioscorea polystachya Turcz.
ナガイモ
愛知県名古屋市天白区元八事：2015.08.04.中村肇（1077）［2073］．

Dioscorea quinquelobata Thunb.
カエデドコロ
愛知県名古屋市名東区猪高町高針梅森坂：2015.11.10.伊藤昌子（s.n.）［1577］．

Liliales　ユリ目
Smilacaceae　サルトリイバラ科

Smilax sp.
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1544］（※1）．

（※1）Det.2015.05.05.中村肇.

Asparagales　キジカクシ目
Iridaceae　アヤメ科

Gladiolus tristis L.
グラジオラス・トリスティス
愛知県名古屋市中村区日比津町：2015.04.26.中村肇（971）［2135］．
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Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell
ニワゼキショウ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.01.寺本匤寛（s.n.）［1888］．

Sisyrinchium sp.
セッカニワゼキショウ
愛知県名古屋市天白区元八事：2015.05.16.渡辺幸子（6942）［1849］．

Amaryllidaceae　ヒガンバナ科
Allium macrostemon Bunge
ノビル
愛知県名古屋市天白区元八事：2015.06.03.中村肇（1102）［2092］．

Allium triquetrum L.
サンカクニラ
愛知県名古屋市天白区天白町植田：2015.05.11.中村肇（1280）［2131］．

Zephyranthes citrina Baker
キバナサフランモドキ
愛知県名古屋市名東区猪子石原：2014.08.15.鳥居ちゑ子（3382）［1753］．

Asparagaceae　キジカクシ科
Ophiopogon japonicus （L.f.） Ker Gawl. var. umbrosus Maxim.
ナガバジャノヒゲ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1567］（※1）．

（※1）Det.2015.05.05.中村肇.

Arecales　ヤシ目
Arecaceae　ヤシ科

Trachycarpus fortunei （Hook.） H.Wendl.
シュロ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1575］， 2013.09.06.中
村肇（472）［2138］．

Commelinales　ツユクサ目
Commelinaceae　ツユクサ科

Tradescantia fluminensis Vell.
ノハカタカラクサ
愛知県名古屋市名東区猪高町高針牧：2015.06.23.中村肇（996）［2055］．

Pontederiaceae　ミズアオイ科
Eichhornia crassipes （Mart.） Solms
ホテイアオイ
愛知県名古屋市昭和区川原通：2015.10.09.中村肇（1059）［2060］．

Poales　イネ目
Typhaceae　ガマ科

Typha latifolia L.
ガマ
愛知県名古屋市名東区植園町：2015.10.13.中村肇（1101）［2091］．

Juncaceae　イグサ科
Juncus alatus Franch. et Sav.
ハナビゼキショウ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.10.寺本匤寛（s.n.）［1605］ （※1）（※2）, 
2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1900］．

（※1）Det.2017.01.23.長谷川泰洋.
（※2）標本ラベルでは「コウガイゼキショウ」と同定されている．

Juncus bufonius L.
ヒメコウガイゼキショウ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市天白区道明町：2014.05.06.渡辺幸子（6815）［1812］．

Juncus decipiens （Buchenau） Nakai
イグサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.10.寺本匤寛（s.n.）［1607］．

Juncus diastrophanthus Buchenau
ヒロハノコウガイゼキショウ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1898］（※1）（※2）．

（※1）Det.2017.01.23.長谷川泰洋.
（※2）標本ラベルでは「コウガイゼキショウ」と同定されている．

Juncus prismatocarpus R.Br. subsp. leschenaultii （J.Gay ex Laharpe） Kirschner
コウガイゼキショウ
愛知県名古屋市守山区天子田：2012.06.09.鳥居ちゑ子（3070）［1691］; 名古屋
市緑区大高町：2015.05.10.寺本匤寛（s.n.）［1608］（※1）（※2）．

（※1）Det.2017.01.23.長谷川泰洋.
（※2） 標本ラベルでは「ヒロハノコウガイゼキショウ」と同定されて

いる．

Juncus tenuis Willd.
クサイ
愛知県名古屋市守山区天子田：2012.06.09.鳥居ちゑ子（3071）［1692］; 名古屋
市緑区大高町：2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1899］; 名古屋市天白区道明町：
2015.05.16.渡辺幸子（6954）［1855］．

Luzula capitata （Miq.） Miq.
スズメノヤリ
愛知県名古屋市熱田区六野：2015.03.28.中村肇（1140）［2102］; 名古屋市緑区
大高町：2015.03.24.寺本匤寛（s.n.）［1598］; 名古屋市名東区猪高町藤森香流：
2015.04.25.中村肇（1209）［2125］; 名古屋市名東区藤森西町：2015.04.25.中村
肇（1204）［2123］; 名古屋市天白区元八事：2013.04.11.浅井正明（s.n.）［1525］
（※1）, 2015.04.16.中村肇（1165）［2116］．

（※1）Det.2015.04.21.中村肇.

Cyperaceae　カヤツリグサ科
Bolboschoenus planiculmis （F.Schmidt） T.V.Egorova
イセウキヤガラ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市港区宝神町：2015.10.25.中村肇（1075）［2071］.

Bulbostylis barbata （Rottb.） Kunth
ハタガヤ
愛知県名古屋市名東区天神下：2014.08.30.鳥居ちゑ子（3384）［1754］．

Carex alopecuroides D.Don ex Tilloch et Taylor var. chlorostachya C.B.Clarke
シラスゲ
愛知県名古屋市天白区天白町平針黒石：2015.04.29.渡辺幸子（6931）［1843］．
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Carex arenicola F.Schmidt
クロカワズスゲ
愛知県名古屋市中区二の丸：2013.05.08.鳥居ちゑ子（3183）［1713］．

Carex candolleana H.Lév. et Vaniot
メアオスゲ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2014.05.04.渡辺幸子（6803）［1809］．

Carex dimorpholepis Steud.
アゼナルコ
愛知県名古屋市西区山田町中小田井：2015.04.22.鳥居ちゑ子（3449）［1781］．

Carex gibba Wahlenb.
マスクサ
愛知県名古屋市守山区小幡太田：2015.05.11.鳥居ちゑ子（3459）［1785］; 名古
屋市緑区大高町：2015.05.10.寺本匤寛（s.n.）［1599］．

Carex humilis Leyss. var. nana （H.Lév. et Vaniot） Ohwi
ホソバヒカゲスゲ
愛知県名古屋市守山区竜泉寺：2013.05.19.鳥居ちゑ子（3195）［1719］．

Carex ischnostachya Steud. var. ischnostachya
ジュズスゲ
愛知県名古屋市西区山田町中小田井：2015.04.22.鳥居ちゑ子（3447）［1780］．

Carex ischnostachya Steud. var. fastigiata T.Koyama
オキナワジュズスゲ
愛知県名古屋市守山区小幡太田：2015.05.11.鳥居ちゑ子（3458）［1784］．

Carex lenta D.Don
ナキリスゲ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1630］， 2015.09.13.寺
本匤寛（s.n.）［1640］， 2015.10.11.寺本匤寛（s.n.）［1654］; 名古屋市天白区天
白町八事裏山：2014.10.08.渡辺幸子（6913）［1841］（※1）．

（※1） 標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市天白区天白町八事植田」
となっている．

Carex leucochlora Bunge
アオスゲ
愛知県名古屋市西区山田町中小田井：2015.04.22.鳥居ちゑ子（3446）［1779］; 
名古屋市守山区牛牧：2015.04.12.鳥居ちゑ子（3444）［1778］; 名古屋市緑区大
高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1884］; 名古屋市天白区元八事：2015.04.16.
中村肇（1160）［2112］， 2015.04.17.寺本匤寛（s.n.）［1669］．

Carex maximowiczii Miq.
ゴウソ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1879］．

Carex mitrata Franch. var. aristata Ohwi
ノゲヌカスゲ
愛知県名古屋市千種区平和公園：2013.04.29.鳥居ちゑ子（3157）［1712］; 名古
屋市守山区上志段味：2013.04.20.鳥居ちゑ子（3144）［1708］．

Carex phacota Spreng.
ヒメゴウソ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.10.寺本匤寛（s.n.）［1604］.

Carex thunbergii Steud.
アゼスゲ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1880］， 2015.04.12.寺
本匤寛（s.n.）［1883］.

Carex tristachya Thunb.
モエギスゲ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2013.04.28.鳥居ちゑ子（3150）［1709］; 名古
屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1885］．

Carex sp.
愛知県名古屋市緑区滝ノ水：2015.04.19.寺本匤寛（s.n.）［1683］．

Cyperus cyperoides （L.） Kuntze
イヌクグ
愛知県名古屋市守山区川西：2012.09.29.鳥居ちゑ子（3108）［1701］．

Cyperus difformis L.
タマガヤツリ
愛知県名古屋市守山区桔梗平：2013.10.22.鳥居ちゑ子（3311）［1746］（※1）．

（※1） 標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市守山区吉根中畑」となっ
ている．

Cyperus engelmannii Steud.
ホソミキンガヤツリ
愛知県名古屋市北区楠町味鋺：2012.09.30.鳥居ちゑ子（3111）［1703］．

Cyperus flavidus Retz.
アゼガヤツリ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.10.11.寺本匤寛（s.n.）［1648］．

Cyperus haspan L. var. microhaspan Makino
ツルナシコアゼガヤツリ
愛知県名古屋市守山区牛牧：2013.08.26.鳥居ちゑ子（3263）［1735］， 名古屋市
緑区鳴海町：1994.10.09.渡辺幸子（1920）［1800］．

Cyperus haspan L. var. tuberiferus T.Koyama
コアゼガヤツリ
愛知県名古屋市守山区牛牧：2013.08.26.鳥居ちゑ子（3265）［1736］; 名古屋市
緑区大高町：2015.08.09.寺本匤寛（s.n.）［1626］， 2015.10.11.寺本匤寛（s.n.）
［1653］．

Cyperus iria L.
コゴメガヤツリ
愛知県名古屋市守山区竜泉寺：2015.08.10.鳥居ちゑ子（3483）［1789］．

Cyperus sanguinolentus Vahl
カワラスガナ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1633］， 2015.10.11.寺
本匤寛（s.n.）［1651］．

Eleocharis congesta D.Don f. dolichochaeta T.Koyama
オオハリイ
愛知県名古屋市守山区上志段味：2012.08.01.鳥居ちゑ子（3076）［1693］．
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Fimbristylis dichotoma （L.） Vahl var. tentsuki T.Koyama
テンツキ
愛知県名古屋市守山区瀬古：2014.09.04.鳥居ちゑ子（3387）［1755］; 名古屋市
緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1634］．

Fimbristylis littoralis Gaudich.
ヒデリコ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1645］．

Fimbristylis subbispicata Nees et Meyen
ヤマイ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.07.12.寺本匤寛（s.n.）［1613］．

Kyllinga brevifolia Rottb.
アイダクグ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.07.12.寺本匤寛（s.n.）［1615］， 2015.09.13.寺
本匤寛（s.n.）［1632］．

Kyllinga brevifolia Rottb. var. leiolepis （Franch. et Sav.） H.Hara
ヒメクグ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.10.11.寺本匤寛（s.n.）［1652］．

Schoenoplectus hotarui （Ohwi） Holub
ホタルイ
愛知県名古屋市守山区桔梗平：2015.09.21.鳥居ちゑ子（3500）［1796］（※1）; 名
古屋市緑区大高町：2015.07.12.寺本匤寛（s.n.）［1614］．

（※1） 標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市守山区吉根川田」となっ
ている．

Poaceae　イネ科
Agrostis gigantea Roth
コヌカグサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.10.寺本匤寛（s.n.）［1601］; 名古屋市天白
区御幸山：2014.06.15.渡辺幸子（6868）［1826］．

Aira elegantissima Schur
ハナヌカススキ
愛知県名古屋市天白区道明町：2015.05.16.渡辺幸子（6956）［1856］．

Alopecurus aequalis Sobol. var. aequalis
ノハラスズメノテッポウ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2013.06.17.渡辺幸子（6478）［1166］（※1）（※2）．

（※1）Det.2015.01.09.中村肇.
（※2）中村（2015）において表記が重複していたため再掲．

Alopecurus aequalis Sobol. var. amurensis （Kom.） Ohwi
スズメノテッポウ
愛知県名古屋市中川区富田町千音寺：2015.04.14.寺本匤寛（s.n.）［1673］．

Arthraxon hispidus （Thunb.） Makino
コブナグサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.10.11.寺本匤寛（s.n.）［1657］．

Arundinella hirta （Thunb.） Tanaka
トダシバ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.07.12.寺本匤寛（s.n.）［1617］．

Bromus catharticus Vahl
イヌムギ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2015.05.06.渡辺幸子（6939）［1848］．

Bromus commutatus Schrad.
ムクゲチャヒキ
愛知県名古屋市天白区保呂町：2014.06.14.渡辺幸子（6865）［1825］．

Bromus tectorum L.
ウマノチャヒキ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：1998.05.03.渡辺幸子（3369）［1257］（※1）．

（※1）中村（2016）において目録に含まれていなかったため追記．

Coix lacryma-jobi L.
ジュズダマ
愛知県名古屋市名東区猪高町高針山ノ中：2015.09.15.中村肇（1106）［2095］．

Cymbopogon tortilis （J.Presl） A.Camus var. goeringii （Steud.） Hand.-Mazz.
オガルカヤ
愛知県名古屋市北区楠町味鋺：2012.09.29.鳥居ちゑ子（3109）［1702］．

Digitaria ciliaris （Retz.） Koeler
メヒシバ
愛知県名古屋市守山区瀬古：2013.10.21.鳥居ちゑ子（3305）［1745］．

Digitaria ischaemum （Schreb.） Schreb. ex Muhl.
キタメヒシバ
愛知県名古屋市西区山田町中小田井：2014.10.26.鳥居ちゑ子（3417）［1767］．

Echinochloa crus-galli （L.） P.Beauv.
イヌビエ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2014.09.20.渡辺幸子（6903）［1838］; 名古屋市名
東区猪高町高針梅森坂：2015.11.10.森川晴つみ（3）［1582］．

Elymus racemifer （Steud.） Tzvelev
アオカモジグサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.10.寺本匤寛（s.n.）［1600］．

Eragrostis ferruginea （Thunb.） P.Beauv.
カゼクサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.10.11.寺本匤寛（s.n.）［1649］．

Eulalia sp.
愛知県名古屋市天白区御幸山：2014.08.01.渡辺幸子（6886）［1832］（※1）．

（※1）標本ラベルでは「ヒメナルコビエ」と同定されている．

Festuca parvigluma Steud.
トボシガラ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.01.寺本匤寛（s.n.）［1893］．

Hemarthria sibirica （Gandog.） Ohwi
ウシノシッペイ
愛知県名古屋市北区上飯田北町：2014.09.27.鳥居ちゑ子（3406）［1762］， 名古
屋市緑区大高町：2015.07.12.寺本匤寛（s.n.）［1616］．
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Imperata cylindrica （L.） P.Beauv.
チガヤ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2015.05.06.渡辺幸子（6935）［1845］．

Isachne globosa （Thunb.） Kuntze
チゴザサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.06.14.寺本匤寛（s.n.）［1913］．

Leersia sayanuka Ohwi
サヤヌカグサ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市千種区田代町：2015.10.9.鳥居ちゑ子（3505）［1798］．

Miscanthus sinensis Andersson
ススキ
愛知県名古屋市守山区天子田：2013.05.18.鳥居ちゑ子（3192）［1717］．

Oplismenus undulatifolius （Ard.） Roem. et Schult.
チヂミザサ（ケチヂミザサを区別しない）
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1908］; 名古屋市名東
区猪高町高針牧：2015.06.23.中村肇（995）［2054］; 名古屋市名東区猪高町上
社池ノ表：2015.07.11.中村肇（1105）［2094］， 2015.09.26.中村肇（977）［2050］．

Panicum bisulcatum Thunb.
ヌカキビ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.10.11.寺本匤寛（s.n.）［1650］．

Paspalum thunbergii Kunth ex Steud.
スズメノヒエ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1647］．

Pennisetum alopecuroides （L.） Spreng.
チカラシバ
愛知県名古屋市西区山田町中小田井：2015.10.10.中村肇（1073）［2069］; 名古
屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1631］; 名古屋市天白区元八事：
2015.10.05.中村肇（1051）［2056］．

Phalaris arundinacea L.
クサヨシ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.08.09.寺本匤寛（s.n.）［1625］．

Pleioblastus chino （Franch. et Sav.） Makino
アズマネザサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1907］.

Poa annua L.
スズメノカタビラ
愛知県名古屋市守山区天子田：2015.03.28.鳥居ちゑ子（3433）［1772］; 名古屋
市緑区鳴海町：2015.05.06.渡辺幸子（6938）［1847］（※1）; 名古屋市緑区滝ノ水：
2015.04.19.寺本匤寛（s.n.）［1678］， 2015.04.19.寺本匤寛（s.n.）［1680］; 名古屋
市天白区元八事：2013.04.11.浅井正明（s.n.）［1524］（※2）．

（※1）標本ラベルでは「アオスズメノカタビラ」と同定されている．
（※2）Det.2015.04.21.中村肇.

Poa sphondylodes Trin.
イチゴツナギ
愛知県名古屋市緑区滝ノ水：2015.04.19.寺本匤寛（s.n.）［1682］．

Poa trivialis L.
オオスズメノカタビラ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.01.寺本匤寛（s.n.）［1894］．

Poa sp.
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1910］．

Pseudoraphis sordida （Thwaites） S.M.Phillips et S.L.Chen
ウキシバ　［環境省：－，愛知県：NT，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市守山区上志段味：2013.10.05.鳥居ちゑ子（3291）［1742］．

Sacciolepis spicata （L.） Honda ex Masam. var. oryzetorum （Makino） Yonek.
ヌメリグサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1644］， 2015.10.11.寺
本匤寛（s.n.）［1655］.

Setaria pallide-fusca （Schumach.） Stapf et C.E.Hubb.
コツブキンエノコロ
愛知県名古屋市千種区田代町：2015.10.09.鳥居ちゑ子（3501）［1797］; 名古屋
市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1639］， 2015.10.11.寺本匤寛（s.n.）
［1658］．

Setaria viridis （L.） P.Beauv.
エノコログサ
愛知県名古屋市北区西志賀町：2015.08.01.鳥居ちゑ子（3474）［1787］．

Setaria viridis （L.） P.Beauv. f. misera Honda
ムラサキエノコロ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1642］．

Setaria × pycnocoma （Steud.） Henrard ex Nakai
オオエノコロ
愛知県名古屋市港区金城ふ頭：2013.06.15.鳥居ちゑ子（3226）［1729］; 名古屋
市守山区天子田：2011.07.20.鳥居ちゑ子（2955）［1686］．

Spartina alterniflora Loisel.
ヒガタアシ
愛知県豊橋市大山町：2011.08.17.中村肇（181）［2136］．

Trisetum bifidum （Thunb.） Ohwi
カニツリグサ
愛知県名古屋市中区錦：2012.05.17.鳥居ちゑ子（3052）［1690］; 名古屋市緑区
大高町：2015.05.10.寺本匤寛（s.n.）［1603］.

Ceratophyllales　マツモ目
Ceratophyllaceae　マツモ科

Ceratophyllum demersum L.
マツモ
愛知県名古屋市南区呼続：2015.06.07.中村肇（1097）［2088］．

Ranunculales　キンポウゲ目
Menispermaceae　ツヅラフジ科

Cocculus trilobus （Thunb.） DC.
アオツヅラフジ
愛知県名古屋市天白区元八事：2014.09.06.渡辺幸子（6894）［1836］.
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Ranunculaceae　キンポウゲ科
Clematis terniflora DC.
センニンソウ
愛知県名古屋市中区二の丸：2015.10.07.中村肇（1089）［2080］．

Ranunculus cantoniensis DC.
ケキツネノボタン
愛知県名古屋市西区堀越町：2015.04.26.中村肇（1251）［2129］．

Ranunculus muricatus L.
トゲミノキツネノボタン
愛知県名古屋市守山区元郷：2015.04.04.鳥居ちゑ子（3441）［1777］; 名古屋市
天白区道明町：2014.05.06.渡辺幸子（6812）［1811］.

Saxifragales　ユキノシタ目
Haloragaceae　アリノトウグサ科

Gonocarpus micranthus Thunb.
アリノトウグサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1881］．

Myriophyllum aquaticum （Vell.） Veldc.
オオフサモ
愛知県名古屋市昭和区川原通：2015.10.09.中村肇（1058）［2059］．

Crassulaceae　ベンケイソウ科
Sedum bulbiferum Makino
コモチマンネングサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1882］．

Hamamelidaceae　マンサク科
Corylopsis spicata Siebold et Zucc.
トサミズキ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.06.14.寺本匤寛（s.n.）［1917］．

Distylium racemosum Siebold et Zucc.
イスノキ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1558］．

Vitales　ブドウ目
Vitaceae　ブドウ科

Cayratia japonica （Thunb.） Gagnep.
ヤブカラシ（別名：ヤブガラシ）
愛知県名古屋市守山区竜泉寺：2013.08.01.鳥居ちゑ子（3251）［1733］; 名古屋
市天白区元八事：2014.08.04.渡辺幸子（6887-2）［1833］（※1）; 名古屋市天白区
天白町平針荒池下：2014.09.01.渡辺幸子（6890）［1834］（※2）．

（※1）非結実．
（※2）結実．

Vitis ficifolia Bunge
エビヅル
愛知県名古屋市名東区猪高町高針梅森坂：2015.11.10.伊藤昌子（s.n.）［1579］， 
2015.11.10.森川晴つみ（1）［1580］， 2015.11.10.中村肇（1090）［2081］．

Fabales　マメ目
Fabaceae　マメ科

Amphicarpaea bracteata （L.） Fernald subsp. edgeworthii （Benth.） H.Ohashi
ヤブマメ
愛知県名古屋市天白区天白町植田：2015.10.03.渡辺幸子（7061）［1863］．

Astragalus sinicus L.
ゲンゲ（別名：レンゲソウ）
愛知県名古屋市名東区猪高町上社井堀：2015.04.25.中村肇（1205）［2124］．

Chamaecrista nomame （Makino） H.Ohashi
カワラケツメイ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市守山区上志段味：2008.09.27.渡辺幸子（5834）［1804］．

Desmodium paniculatum （L.） DC.
アレチヌスビトハギ
愛知県名古屋市北区名城：2015.10.07.佐藤眞紀子（3）［1592］; 名古屋市西区
山田町中小田井：2015.10.10.中村肇（1074）［2070］; 名古屋市熱田区神宮：
2015.10.11.中村肇（1068）［2064］．

Dunbaria villosa （Thunb.） Makino
ノアズキ
愛知県名古屋市守山区瀬古：2014.09.04.鳥居ちゑ子（3388）［1756］; 名古屋市
緑区大高町：2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1906］．

Hylodesmum podocarpum （DC.） H.Ohashi et R.R.Mill subsp. oxyphyllum （DC.） 
H.Ohashi et R.R.Mill var. japonicum （Miq.） H.Ohashi
ヌスビトハギ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1637］．

Indigofera sp.
キダチコマツナギ
愛知県名古屋市守山区桔梗平：2015.09.21.鳥居ちゑ子（3496）［1794］（※1）．

（※1） 標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市守山区吉根中畑」となっ
ている．

Lespedeza bicolor Turcz.
ヤマハギ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.06.14.寺本匤寛（s.n.）［1914］．

Lespedeza thunbergii （DC.） Nakai subsp. thunbergii f. angustifolia （Nakai） 
Ohwi
ビッチュウヤマハギ（別名：ニシキハギ）
愛知県名古屋市名東区猪高町藤森森：2009.06.27.広田由紀子（s.n.）［589］（※1）．

（※1） 中村（2015）では「ニシキハギ Lespedeza thunbergii  （DC.） 
Nakai subsp. thunbergii  'Nipponica'」として扱ったが，「改訂新
版　日本の野生植物2」（大橋ほか，2016）に倣い「ビッチュウ
ヤマハギ」として再掲載．

Medicago sativa L.
ムラサキウマゴヤシ（別名：アルファルファ）
愛知県名古屋市瑞穂区関取町：2015.06.03.中村肇（1071）［2067］．

Melilotus officinalis （L.） Pall. subsp. albus （Medik.） H.Ohashi et Tateishi
シロバナシナガワハギ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2015.06.10.渡辺幸子（7017）［1858］．
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Rhynchosia volubilis Lour.
タンキリマメ
愛知県名古屋市名東区猪高町高針梅森坂：2015.11.10.森川晴つみ（4）［1583］， 
2015.11.10.加藤聖子（s.n.）［1585］， 2015.11.10.中村肇（1091）［2082］．

Sophora flavescens Aiton
クララ
愛知県名古屋市天白区元八事：2015.05.16.渡辺幸子（6945）［1850］．

Trifolium campestre Schreb.
クスダマツメクサ
愛知県名古屋市西区堀越町：2013.06.07.鳥居ちゑ子（3218）［1727］; 名古屋市
天白区元八事：2015.04.16.中村肇（1163）［2115］， 2015.04.17.寺本匤寛（s.n.）
［1668］（※1）．

（※1）Det.2016.03.28.中村肇.

Trifolium repens L.
シロツメクサ
愛知県名古屋市西区名塚町：2015.04.26.中村肇（1253）［2130］．

Trifolium repens L. f. roseum Peterm.
モモイロシロツメクサ
愛知県名古屋市守山区元郷：2015.04.04.鳥居ちゑ子（3440）［1776］．

Vicia amoena Fisch. ex Ser.
ツルフジバカマ
愛知県名古屋市守山区瀬古：2014.09.04.鳥居ちゑ子（3389）［1757］．

Vicia sativa L. subsp. nigra （L.） Ehrh.
ヤハズエンドウ（別名：カラスノエンドウ）
愛知県名古屋市中区正木：2015.03.28.中村肇（1149）［2106］; 名古屋市熱
田区三本松町：2015.03.28.中村肇（1137）［2100］ ;名古屋市熱田区六野：
2015.03.28.中村肇（1142）［2103］; 名古屋市天白区元八事：2015.04.16.中村肇
（1167）［2118］．

Vicia tetrasperma （L.） Schreb.
カスマグサ
愛知県名古屋市熱田区三本松町：2015.03.28.中村肇（1136）［2099］; 名古屋
市熱田区六野：2015.03.28.中村肇（1139）［2101］; 名古屋市天白区元八事：
2013.04.11.浅井正明（s.n.）［1523］（※1）, 2015.04.16.中村肇（1161）［2113］．

（※1）Det.2016.03.28.中村肇.

Vicia villosa Roth subsp. varia （Host） Corb.
ナヨクサフジ
愛知県名古屋市守山区川東山：2013.05.13.鳥居ちゑ子（3186）［1714］．

Wisteria floribunda （Willd.） DC.
フジ
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1547］．

Rosales　バラ目
Rosaceae　バラ科

Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica （Miq.） Nakai
キンミズヒキ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1636］．

Aria japonica Decne.
ウラジロノキ
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：2002.09.05.渡辺幸子（5146）［1803］．

Cerasus jamasakura （Siebold ex Koidz.） H.Ohba
ヤマザクラ（※1）

愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.08.26.髙木順夫（18297）［147］; 名古屋市天
白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1550］．

（※1）狭義のサクラ属として取り扱うため再掲載．

Cerasus speciosa （Koidz.） H.Ohba
オオシマザクラ（※1）

愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2009.03.30.広田由紀子（s.n.）［362］; 名古
屋市緑区鳴海町：2009.08.26.髙木順夫（18296）［146］; 名古屋市緑区大高町：
2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1911］（※2）, 2015.06.14.寺本匤寛（s.n.）［1918］（※2）, 
2015.08.26.寺本匤寛（s.n.）［1628］（※2）; 名古屋市天白区天白町島田山ノ杁：
2011.10.31.髙木順夫（20527）［35］．

（※1）狭義のサクラ属として取り扱うため再掲載．
（※2）Det.2016.04.10.伊藤玄.

Cerasus × yedoensis （Matsum.） Masam. et Suzuki.
ソメイヨシノ（※1）

愛知県名古屋市緑区鳴海町：2009.05.19.髙木順夫（17609）［73］， 2009.08.26.髙
木順夫（18295）［145］．

（※1）狭義のサクラ属として取り扱うため再掲載．

Cerasus jamasakura （Siebold ex Koidz.） H.Ohba × C. speciosa （Koidz.） H.Ohba
ヤマザクラ × オオシマザクラ
愛 知 県 名 古 屋 市 緑 区 大 高 町：2015.06.14. 寺 本 匤 寛（s.n.）［1919］（※ 1）, 
2015.07.12.寺本匤寛（s.n.）［1619］（※1）．

（※1）Det.2016.04.10.伊藤玄.

Photinia glabra （Thunb.） Maxim.
カナメモチ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1554］; 名古屋市天白
区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1545］．

Potentilla hebiichigo Yonek. et H.Ohashi
ヘビイチゴ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.01.寺本匤寛（s.n.）［1891］．

Pourthiaea villosa （Thunb.） Decne.
カマツカ（※1）

和歌山県日高郡日高川町中津川：2015.04.22.寺本匤寛（s.n.）［1661］．
（※1） 本標本目録では，名古屋市版レッドリストにおける「ワタゲカ

マツカ Pourthiaea villosa （Thunb.） Decne.」（名古屋市（編），
2015）と区別せずに扱う．

Rosa luciae Rochebr. et Franch. ex Crèp.
テリハノイバラ
和歌山県日高郡日高川町中津川：2015.04.22.寺本匤寛（s.n.）［1664］．
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Rosa multiflora Thunb.
ノイバラ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1873］．

Spiraea nipponica Maxim. var. tosaensis （Yatabe） Makino
トサシモツケ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.10.寺本匤寛（s.n.）［1606］．

Elaeagnaceae　グミ科
Elaeagnus pungens Thunb.
ナワシログミ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1565］．

Rhamnaceae　クロウメモドキ科
Frangula crenata （Siebold et Zucc.） Miq.
イソノキ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1901］．

Ulmaceae　ニレ科
Ulmus parvifolia Jacq.
アキニレ
愛知県名古屋市中区三の丸：2013.05.15.鳥居ちゑ子（3189）［1715］．

Zelkova serrata （Thunb.） Makino
ケヤキ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1552］．

Cannabaceae　アサ科
Aphananthe aspera （Thunb.） Planch.
ムクノキ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1564］; 名古屋市天白
区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1543］．

Celtis sinensis Pers.
エノキ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1571］; 名古屋市天白
区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1533］．

Moraceae　クワ科
Ficus erecta Thunb.
イヌビワ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1560］．

Urticaceae　イラクサ科
Boehmeria nivea （L.） Gaudich. var. tenacissima （Gaudich.） Miq.
ナンバンカラムシ
愛知県名古屋市北区名城：2015.10.07.佐藤眞紀子（5）［1594］．

Pilea microphylla （L.） Liebm.
コゴメミズ
愛知県名古屋市天白区音聞山：2012.12.09.渡辺幸子（6467）［1806］．

Pilea pumila （L.） A.Gray
アオミズ
愛知県名古屋市守山区桔梗平：2015.09.21.鳥居ちゑ子（3499）［1795］（※1）．

（※1） 標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市守山区吉根中畑」となっ
ている．

Fagales　ブナ目
Fagaceae　ブナ科

Castanopsis cuspidata （Thunb.） Schottky
ツブラジイ
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1531］．

Castanopsis sieboldii （Makino） Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba
スダジイ
愛知県名古屋市北区名城：2015.10.07.中村肇（1061）［2061］; 名古屋市熱田区
神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1559］; 名古屋市緑区大高町：2015.10.26.中
村肇（1084）［2079］; 名古屋市名東区猪高町高針山ノ中：2015.09.15.中村肇
（1107）［2096］．

Quercus glauca Thunb.
アラカシ
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1539］．

Quercus myrsinifolia Blume
シラカシ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1566］; 名古屋市緑区
大高町：2015.10.26.中村肇（1083）［2078］; 名古屋市天白区植田：2013.05.09.
浅井正明（s.n.）［1538］．

Quercus phillyreoides A.Gray
ウバメガシ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1553］．

Quercus serrata Murray
コナラ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1876］．

Quercus variabilis Blume
アベマキ
愛知県名古屋市名東区猪高町高針山ノ中：2015.10.03.中村肇（1072）［2068］; 
名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1541］．

Myricaceae　ヤマモモ科
Morella rubra Lour.
ヤマモモ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1551］．

Betulaceae　カバノキ科
Alnus japonica （Thunb.） Steud.
ハンノキ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.08.09.寺本匤寛（s.n.）［1624］．

Alnus sieboldiana Matsum.
オオバヤシャブシ
和歌山県日高郡日高川町中津川：2015.04.22.寺本匤寛（s.n.）［1666］．

Cucurbitales　ウリ目
Cucurbitaceae　ウリ科

Trichosanthes kirilowii Maxim. var. japonica （Miq.） Kitam.
キカラスウリ
愛知県名古屋市南区寺崎町：2015.06.07.中村肇（1096）［2087］; 名古屋市天白
区植田南：2015.08.04.中村肇（1080）［2075］．
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Oxalidales　カタバミ目
Oxalidaceae　カタバミ科

Oxalis articulata Savigny
イモカタバミ
愛知県名古屋市天白区天白町八事上沓打場：2014.06.27.中村肇（622）［2141］．

Oxalis corniculata L. var. villosa （M.Bieb） Hohenacker
カタバミ
愛知県名古屋市守山区翠松園：2013.07.16.鳥居ちゑ子（3237）［1730］．

Malpighiales　キントラノオ目
Euphorbiaceae　トウダイグサ科

Euphorbia maculata L.
コニシキソウ
愛知県名古屋市東区大幸：2014.09.17.鳥居ちゑ子（3397）［1760］; 名古屋市天
白区平針：2014.09.01.渡辺幸子（6891）［1835］．

Euphorbia prostrata Aiton
ハイニシキソウ
愛知県名古屋市東区大幸：2014.09.17.鳥居ちゑ子（3396）［1759］．

Mallotus japonicus （L.f.） Müll.Arg.
アカメガシワ
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1530］．

Phyllanthaceae　コミカンソウ科
Phyllanthus lepidocarpus Siebold et Zucc.
コミカンソウ
愛知県名古屋市名東区：2015.08.18.加藤聖子（s.n.）［2048］（※1）．

（※1）詳細な採集地情報は不明である．

Elatinaceae　ミゾハコベ科
Elatine triandra Schkuhr var. triandra
イヌミゾハコベ
愛知県名古屋市守山区下志段味：2015.09.21.鳥居ちゑ子（3494）［1793］（※1）．

（※1）Det.2016.03.04.中村肇.

Passifloraceae　トケイソウ科
Passiflora caerulea L.
トケイソウ
愛知県名古屋市千種区田代町：2013.10.04.鳥居ちゑ子（3288）［1740］．

Salicaceae　ヤナギ科
Salix babylonica L.
シダレヤナギ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.06.14.寺本匤寛（s.n.）［1916］．

Salix caprea L.
バッコヤナギ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.06.14.寺本匤寛（s.n.）［1915］．

Salix chaenomeloides Kimura
マルバヤナギ
愛知県名古屋市守山区：2015.05.15.鳥居ちゑ子（3460）［1786］．

Salix eriocarpa Franch. et Sav.
ジャヤナギ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.07.12.寺本匤寛（s.n.）［1612］．

Salix gilgiana Seemen
カワヤナギ
愛知県名古屋市守山区上志段味：2015.03.27.鳥居ちゑ子（3427）［1769］， 
2015.03.27.鳥居ちゑ子（3428）［1770］．

Salix schwerinii E.L.Wolf 'Kinuyanagi'
キヌヤナギ　［環境省：－，愛知県：NT，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2014.07.02.渡辺幸子（6872）［1828］．

Salix triandra L.
タチヤナギ
愛知県名古屋市守山区元郷：2015.04.04.鳥居ちゑ子（3439）［1775］．

Violaceae　スミレ科
Viola betonicifolia Sm. var. albescens （Nakai） F.Maek. et T.Hashim.
アリアケスミレ
愛知県名古屋市中川区富田町千音寺：2015.04.14.寺本匤寛（s.n.）［1671］．

Viola inconspicua Blume subsp. nagasakiensis （W.Becker） J.C.Wang et 
T.C.Huang
ヒメスミレ
愛知県名古屋市千種区田代町：2012.11.20.鳥居ちゑ子（3122）［1706］．

Viola mandshurica W.Becker
スミレ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1878］．

Viola obtusa Makino
ニオイタチツボスミレ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1870］; 名古屋市天白
区野並：2014.06.03.渡辺幸子（6858）［1820］．

Viola verecunda A.Gray
ツボスミレ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.01.寺本匤寛（s.n.）［1892］．

Linaceae　アマ科
Linum medium （Planch.） Britton
キバナノマツバニンジン
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2015.06.10.渡辺幸子（7020）［1859］．

Hypericaceae　オトギリソウ科
Hypericum perforatum L. subsp. chinense N.Robson
コゴメバオトギリ
愛知県名古屋市天白区道明町：2015.05.16.渡辺幸子（6947-2）［1852］．

Geraniales　フウロソウ目
Geraniaceae　フウロソウ科

Geranium thunbergii Siebold ex Lindl. et Paxton
ゲンノショウコ
愛知県名古屋市守山区大森八龍：2012.09.21.鳥居ちゑ子（3105）［1700］．
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Myrtales　フトモモ目
Lythraceae　ミソハギ科

Rotala indica （Willd.） Koehne
キカシグサ
愛知県名古屋市守山区桔梗平：2013.10.22.鳥居ちゑ子（3312）［1747］（※1）．

（※1） 標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市守山区吉根中畑」となっ
ている．

Rotala mexicana Cham. et Schltdl.
ミズマツバ　［環境省：VU，愛知県：国リスト，名古屋市：国リスト］
愛知県名古屋市守山区下志段味：2015.09.21.鳥居ちゑ子（3493）［1792］．

Trapa japonica Flerow
ヒシ
愛知県名古屋市千種区平和公園：2016.01.27.鵜飼普（s.n.）［1866］（※1）; 名古
屋市守山区御膳洞：2015.04.25.中村肇（1227）［2126］; 長久手市茨ケ廻間：
2015.01.25.鵜飼普（s.n.）［1865］（※1）．

（※1）果実のみ．

Onagraceae　アカバナ科
Ludwigia ovalis Miq.
ミズユキノシタ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市名東区猪高町高針山ノ中：2001.07.30.渡辺幸子（4797）［978］ 
（※1）．

（※1） 標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市名東区高針」となって
いるため訂正．

Oenothera indecora Cambess.
ミナトマツヨイグサ
愛知県名古屋市天白区道明町：2014.05.06.渡辺幸子（6816）［1813］．

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton
ユウゲショウ（別名：アカバナユウゲショウ）
愛知県名古屋市西区枇杷島町：2015.04.26.中村肇（1247）［2128］．

Sapindales　ムクロジ目
Anacardiaceae　ウルシ科

Rhus javanica L. var. chinensis （Mill.） T.Yamaz.
ヌルデ
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1540］．

Sapindaceae　ムクロジ科
Acer palmatum Thunb.
イロハモミジ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.06.21.寺本匤寛（s.n.）［1611］．

Rutaceae　ミカン科
Zanthoxylum fauriei （Nakai） Ohwi
コカラスザンショウ
愛知県名古屋市守山区下志段味：2014.10.15.鳥居ちゑ子（3413）［1764］．

Malvales　アオイ目
Malvaceae　アオイ科

Corchoropsis crenata Siebold et Zucc.
カラスノゴマ
愛知県名古屋市名東区藤見が丘：2014.10.03.鳥居ちゑ子（3408）［1763］．

Sida spinosa L.
アメリカキンゴジカ
愛知県名古屋市名東区神月町：2012.09.04.鳥居ちゑ子（3091）［1698］; 名古屋
市天白区天白町平針荒池下：2015.09.23.渡辺幸子（7054）［1861］．

Brassicales　アブラナ目
Brassicaceae　アブラナ科

Arabidopsis thaliana （L.） Heynh.
シロイヌナズナ
愛知県名古屋市守山区天子田：2015.03.28.鳥居ちゑ子（3434）［1773］．

Arabis hirsuta （L.） Scop.
ヤマハタザオ
愛知県知多郡南知多町内海：2014.05.10.渡辺幸子（6826）［1823］．

Brassica juncea （L.） Czern.
カラシナ
愛知県名古屋市天白区天白町八事上沓打場：2015.04.24.中村肇（1175）［2120］; 
名古屋市天白区焼山：2015.04.04.中村肇（1152）［2107］．

Cardamine hirsuta L.
ミチタネツケバナ
愛知県名古屋市中区丸の内：2015.04.01.鳥居ちゑ子（3438）［1774］．

Orychophragmus violaceus （L.） O.E.Schulz
ショカツサイ
愛知県名古屋市中区三の丸：2015.03.30.寺本匤寛（s.n.）［1667］．

Rorippa sylvestris （L.） Besser
キレハイヌガラシ
愛知県名古屋市天白区天白町平針黒石：2000.05.22.渡辺幸子（4241）［1802］．

Santalales　ビャクダン目
Santalaceae　ビャクダン科

Thesium chinense Turcz.
カナビキソウ
愛知県名古屋市天白区元八事：2013.04.11. 浅井正明（s.n.）［1520］（※1）, 
2015.04.16.中村肇（1162）［2114］， 2015.04.17.寺本匤寛（s.n.）［1670］．

（※1）Det.2015.04.21.中村肇.

Caryophyllales　ナデシコ目
Polygonaceae　タデ科

Fallopia multiflora （Thunb.） Haraldson
ツルドクダミ
愛知県名古屋市東区東桜：2013.11.28.鳥居ちゑ子（3323）［1748］．

Persicaria hastatosagittata （Makino） Nakai
ナガバノウナギツカミ　［環境省：NT，愛知県：NT，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市守山区上志段味：2013.10.05.鳥居ちゑ子（3292）［1743］．

Persicaria japonica （Meisn.） Nakai ex Ohki
シロバナサクラタデ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1638］．
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Persicaria lapathifolia （L.） Delarbre
オオイヌタデ
愛知県名古屋市守山区上志段味：2013.10.05.鳥居ちゑ子（3293）［1744］; 名古
屋市緑区西神の倉：2014.10.08.渡辺幸子（6926）［1842］（※1）．

（※1）白花．

Persicaria longiseta （Bruijn） Kitag.
イヌタデ
愛知県名古屋市北区名城：2015.10.07.佐藤眞紀子（1）［1590］; 名古屋市守
山区竜泉寺：2013.05.19.鳥居ちゑ子（3194）［1718］; 名古屋市緑区大高町：
2015.06.14.寺本匤寛（s.n.）［1912］．

Persicaria sieboldii （Meisn.） Ohki
アキノウナギツカミ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1904］．

Persicaria thunbergii （Siebold et Zucc.） H.Gross
ミゾソバ
愛知県名古屋市守山区瀬古：2014.10.24.鳥居ちゑ子（3416）［1766］．

Polygonum aviculare L.
ミチヤナギ
愛知県名古屋市東区大幸：2014.09.17.鳥居ちゑ子（3398）［1761］．

Rumex acetosa L.
スイバ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1877］; 名古屋市天
白区道明町：2015.05.16.渡辺幸子（6950）［1853］; 名古屋市天白区元八事：
2013.04.11.浅井正明（s.n.）［1522］（※1）．

（※1）Det.2015.04.21.中村肇.

Rumex obtusifolius L.
エゾノギシギシ
愛知県名古屋市守山区吉根：2013.06.09.鳥居ちゑ子（3222）［1728］．

Caryophyllaceae　ナデシコ科
Arenaria serpyllifolia L.
ノミノツヅリ
愛知県名古屋市西区山田町中小田井：2015.04.30.鳥居ちゑ子（3453）［1783］．

Arenaria serpyllifolia L. var. viscida （Loisel.） DC.
ネバリノミノツヅリ
愛知県名古屋市名東区引山：2013.04.01.鳥居ちゑ子（3132）［1707］．

Sagina decumbens （Elliott） Torr. et A.Gray
キヌイトツメクサ
愛知県名古屋市東区久屋町：2011.06.10.鳥居ちゑ子（2910）［1685］．

Sagina maxima A.Gray
ハマツメクサ
愛知県名古屋市中村区熊野町：2015.04.16.寺本匤寛（s.n.）［1675］．

Sagina sp.
ミチバタツメクサ
愛知県名古屋市千種区平和公園：2012.05.13.鳥居ちゑ子（3051）［1689］．

Silene armeria L.
ムシトリナデシコ
愛知県名古屋市名東区社が丘：2015.04.25.中村肇（1196）［2122］．

Silene gallica L.
シロバナマンテマ
愛知県名古屋市天白区道明町：2015.05.16.渡辺幸子（6952）［1854］．

Spergularia bocconii （Scheele） Asch. et Graebn.
ウシオハナツメクサ
愛知県名古屋市西区山田町中小田井：2015.04.30.鳥居ちゑ子（3452）［1782］．

Stellaria pallida （Dumort.） Crép.
イヌコハコベ
愛知県名古屋市天白区元八事：2013.04.11.浅井正明（s.n.）［1519］（※1）．

（※1）Det.2015.04.21.中村肇.

Amaranthaceae　ヒユ科
Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq.
イノコヅチ
愛知県名古屋市北区名城：2015.10.07.佐藤眞紀子（2）［1591］; 名古屋市緑区
大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1629］（※1）．

（※1）Det.2016.03.01.中村肇.

Achyranthes bidentata Blume var. tomentosa （Honda） H.Hara
ヒナタイノコヅチ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2015.10.11.中村肇（1067）［2063］; 名古屋市緑区
大高町：2015.10.11.寺本匤寛（s.n.）［1656］．

Celosia cristata L. var. childsii Hort.
ヤリゲイトウ
愛知県名古屋市守山区上志段味：2015.10.21.鳥居ちゑ子（3506）［1799］．

Cornales　ミズキ目
Hydrangeaceae　アジサイ科

Deutzia gracilis Siebold et Zucc.
ヒメウツギ
愛知県名古屋市緑区滝ノ水：2015.04.19.寺本匤寛（s.n.）［1676］．

Hydrangea macrophylla （Thunb.） Ser. f. normalis （E.H.Wilson） H.Hara
ガクアジサイ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.06.21.寺本匤寛（s.n.）［1610］; 2015.06.04.名
古屋市天白区元八事：中村肇（1095）［2086］（※1）．

（※1）植栽．

Ericales　ツツジ目
Pentaphylacaceae　モッコク科

Cleyera japonica Thunb.
サカキ
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1535］．

Eurya japonica Thunb.
ヒサカキ
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1536］．
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Ternstroemia gymnanthera （Wight et Arn.） Bedd.
モッコク
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1534］．

Primulaceae　サクラソウ科
Lysimachia clethroides Duby
オカトラノオ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.07.12.寺本匤寛（s.n.）［1618］．

Lysimachia fortunei Maxim.
ヌマトラノオ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1872］， 2015.08.09.寺
本匤寛（s.n.）［1627］．

Lysimachia japonica Thunb.
コナスビ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.10.寺本匤寛（s.n.）［1602］， 名古屋市天
白区御幸山：2014.06.16.渡辺幸子（6870）［1827］．

Theaceae　ツバキ科
Camellia japonica L.
ヤブツバキ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1563］．

Symplocaceae　ハイノキ科
Symplocos sawafutagi Nagam.
サワフタギ
愛知県名古屋市緑区滝ノ水：2015.04.19.寺本匤寛（s.n.）［1681］．

Styracaceae　エゴノキ科
Styrax japonicus Siebold et Zucc.
エゴノキ
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1542］.

Ericaceae　ツツジ科
Pieris japonica （Thunb.） D.Don ex G.Don
アセビ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.03.24.寺本匤寛（s.n.）［1596］．

Rhododendron macrosepalum Maxim.
モチツツジ
和歌山県日高郡日高川町中津川：2015.04.22.寺本匤寛（s.n.）［1662］．

Rhododendron reticulatum D.Don ex G.Don f. ciliatum （Nakai） Sugim.
アラゲミツバツツジ
和歌山県日高郡日高川町中津川：2015.04.22.寺本匤寛（s.n.）［1665］．

Vaccinium oldhamii Miq.
ナツハゼ
愛知県名古屋市天白区野並：2014.06.03.渡辺幸子（6853）［1819］．

Garryales　ガリア目
Garryaceae　ガリア科

Aucuba japonica Thunb.
アオキ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1562］．

Gentianales　リンドウ目
Rubiaceae　アカネ科

Galium gracilens （A.Gray） Makino
ヒメヨツバムグラ
愛知県知多郡南知多町内海：2014.05.10.渡辺幸子（6825）［1814］．

Galium verum L. subsp. asiaticum （Nakai） T.Yamaz. var. asiaticum Nakai f. 
lacteum （Maxim.） Nakai
カワラマツバ
愛知県名古屋市守山区瀬古：2013.09.07.鳥居ちゑ子（3277）［1738］．

Gardenia jasminoides J.Ellis
クチナシ
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1532］．

Neanotis hirsuta （L.f.） W.H.Lewis
ハシカグサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1641］．

Oldenlandia corymbosa L.
タマザキフタバムグラ
愛知県名古屋市天白区音聞山：2014.09.17.渡辺幸子（6896）［1837］．

Paederia foetida L.
ヘクソカズラ
愛知県名古屋市北区名城：2015.10.07.佐藤眞紀子（4）［1593］， 2015.10.07.中
村肇（1064）［2062］; 名古屋市名東区猪高町高針梅森坂：2015.11.10.加藤聖子
（s.n.）［1587］; 名古屋市天白区元八事：2015.08.04.中村肇（1078）［2074］．

Gentianaceae　リンドウ科
Centaurium erythraea Rafn
ベニバナセンブリ
愛知県名古屋市緑区定納山：2014.07.02.渡辺幸子（6878）［1830］．

Centaurium tenuiflorum （Hoffmanns. et Link） Fritsch
ハナハマセンブリ
愛知県名古屋市西区堀越町：2013.06.07.鳥居ちゑ子（3210）［1723］（※1）．

（※1）Det.2016.03.04.中村肇.

Apocynaceae　キョウチクトウ科
Metaplexis japonica （Thunb.） Makino
ガガイモ
愛知県名古屋市名東区猪子石原：2012.08.26.鳥居ちゑ子（3087）［1696］．

Trachelospermum asiaticum （Siebold et Zucc.） Nakai
テイカカズラ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1572］．

Boraginales　ムラサキ目
Boraginaceae　ムラサキ科

Lithospermum zollingeri A.DC.
ホタルカズラ　［環境省：－，愛知県：EN，名古屋市：EX］
愛知県知多郡南知多町内海：2014.05.10.渡辺幸子（6827）［1815］．

― 142 ―

中村（2017）　なごや生物多様性センター収蔵植物標本目録（3）



Trigonotis peduncularis （Trevir.） Benth.
キュウリグサ
愛知県名古屋市天白区元八事：2013.04.11.浅井正明（s.n.）［1521］（※1）．

（※1）Det.2015.04.21.中村肇.

Solanales　ナス目
Convolvulaceae　ヒルガオ科

Calystegia pubescens Lindl.
ヒルガオ
愛知県名古屋市名東区猪子石原：2013.07.16.鳥居ちゑ子（3240）［1731］．

Calystegia hederacea Wall. × C. pubescens Lindl.
アイノコヒルガオ
愛知県名古屋市守山区天子田：2014.07.29.鳥居ちゑ子（3377）［1751］．

Convolvulus arvensis L.
セイヨウヒルガオ
愛知県名古屋市緑区大高町：2014.07.02.渡辺幸子（6882）［1831］．

Cuscuta japonica Choisy
ネナシカズラ　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市守山区上志段味：2012.08.01.鳥居ちゑ子（3077）［1694］．

Ipomoea hederacea （L.） Jacq. var. integriuscula A.Gray
マルバアメリカアサガオ
愛知県名古屋市天白区天白町平針荒池下：2015.09.23.渡辺幸子（7057）［1862］．

Lamiales　シソ目
Oleaceae　モクセイ科

Chionanthus retusus Lindl. et Paxton
ヒトツバタゴ　［環境省：VU，愛知県：EN，名古屋市：－］
愛知県名古屋市天白区植田南：2015.08.04.中村肇（1081）［2076］（※1）．

（※1）植栽．

Forsythia viridissima Lindl.
シナレンギョウ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1897］（※1）．

（※1）Det.2016.04.11.寺本匤寛.

Ligustrum japonicum Thunb.
ネズミモチ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2014.05.25.渡辺幸子（6847）［1816］．

Ligustrum sp.
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1909］（※1）．

（※1 ） 「ヨウシュイボタ Ligustrum vulgare L.」の可能性が高いが同定
は保留とする．

Plantaginaceae　オオバコ科
Callitriche stagnalis Scop.
イケノミズハコベ
愛知県名古屋市中川区富田町千音寺：2015.04.14.寺本匤寛（s.n.）［1674］（※1）（※2）．

（※1）Det.2016.03.02.中村肇.
（※2）標本ラベルでは「ミズハコベ」と同定されている．

Deinostema violaceum （Maxim.） T.Yamaz.
サワトウガラシ
愛知県名古屋市守山区牛牧：2013.08.26.鳥居ちゑ子（3261）［1734］．

Limnophila sessiliflora （Vahl） Blume
キクモ
愛知県名古屋市港区藤高：2015.10.25.中村肇（1076）［2072］．

Linaria bipartita （Vent.） Willd.
ムラサキウンラン
愛知県名古屋市中川区富田町千音寺：2015.04.14.寺本匤寛（s.n.）［1672］．

Plantago asiatica L.
オオバコ
愛知県名古屋市名東区猪高町高針梅森坂：2015.11.10.加藤聖子（s.n.）［1586］．

Plantago lanceolata L.
ヘラオオバコ
愛知県名古屋市天白区元八事：2013.04.11. 浅井正明（s.n.）［1526］（※1）, 
2015.04.16.中村肇（1166）［2117］．

（※1）Det.2015.04.21.中村肇.

Veronica arvensis L.
タチイヌノフグリ
愛知県名古屋市天白区池見：2014.04.25.渡辺幸子（6801）［1807］．

Veronica hederifolia L.
フラサバソウ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2015.05.06.渡辺幸子（6937）［1846］．

Linderniaceae　アゼナ科
Lindernia crustacea （L.） F.Muell.
ウリクサ
愛知県名古屋市守山区竜泉寺：2015.08.22.鳥居ちゑ子（3487）［1791］．

Lamiaceae　シソ科
Callicarpa japonica Thunb.
ムラサキシキブ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2015.06.10.渡辺幸子（7023）［1860］．

Clerodendrum trichotomum Thunb.
クサギ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1569］．

Clinopodium gracile （Benth.） Kuntze
トウバナ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2015.05.16.渡辺幸子（6957）［1857］．

Lamium amplexicaule L.
ホトケノザ
愛知県名古屋市千種区吹上：2015.04.05.中村肇（1157）［2109］．

Lamium purpureum L.
ヒメオドリコソウ
愛知県名古屋市千種区吹上：2015.04.05.中村肇（1156）［2108］．
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Lycopus maackianus （Maxim. ex Herder） Makino
ヒメシロネ
愛知県名古屋市天白区天白町八事裏山：2014.10.08.渡辺幸子（6911）［1840］（※1）．

（※1） 標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市天白区天白町八事植田」
となっている．

Mentha × gentilis L.
アメリカハッカ
愛知県名古屋市守山区竜泉寺：2013.08.01.鳥居ちゑ子（3250）［1732］．

Mosla dianthera （Buch.-Ham. ex Roxb.） Maxim.
ヒメジソ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1646］， 2015.10.11.寺
本匤寛（s.n.）［1659］．

Perilla frutescens （L.） Britton var. crispa （Benth.） W.Deane f. viridis （Makino） 
Makino
アオジソ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2014.10.01.渡辺幸子（6907）［1839］．

Phrymaceae　ハエドクソウ科
Mazus miquelii Makino
ムラサキサギゴケ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.01.寺本匤寛（s.n.）［1890］．

Orobanchaceae　ハマウツボ科
Parentucellia viscosa （L.） Caruel
セイヨウヒキヨモギ
愛知県名古屋市西区名塚町：2013.06.07.鳥居ちゑ子（3207）［1722］， 名古屋市
守山区天子田：2013.05.18.鳥居ちゑ子（3191）［1716］．

Lentibulariaceae　タヌキモ科
Utricularia australis R.Br.
イヌタヌキモ　［環境省：NT，愛知県：国リスト，名古屋市：NT］
愛知県名古屋市名東区猪高町高針山ノ中：2015.10.31.中村肇（1070）［2066］． 
兵庫県明石市大久保町西島：2015.09.05.中村肇（1303）［2134］．

Verbenaceae　クマツヅラ科
Lantana montevidensis （Spreng.） Briq.
コバノランタナ
愛知県名古屋市名東区猪子石原：2012.09.04.鳥居ちゑ子（3088）［1697］．

Verbena rigida Spreng.
シュッコンバーベナ
愛知県名古屋市名東区西山台：2015.06.16.中村肇（1103）［2093］．

Verbena sp.
ヒメアレチハナガサ
愛知県名古屋市西区名塚町：2013.06.07.鳥居ちゑ子（3203）［1721］．

Aquifoliales　モチノキ目
Aquifoliaceae　モチノキ科

Ilex integra Thunb.
モチノキ
愛知県名古屋市熱田区神宮：2013.05.15.浅井正明（s.n.）［1574］; 名古屋市天白
区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1537］．

Ilex macropoda Miq.
アオハダ
愛知県名古屋市天白区御幸山：2014.04.25.渡辺幸子（6802）［1808］（※1）．

（※1）雄花．

Ilex pedunculosa Miq.
ソヨゴ
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1546］．

Ilex rotunda Thunb.
クロガネモチ
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1529］; 名古屋市天白
区野並：2014.06.03.渡辺幸子（6850）［1817］．

Asterales　キク目
Campanulaceae　キキョウ科

Wahlenbergia marginata （Thunb.） A.DC.
ヒナギキョウ
愛知県名古屋市天白区中砂町：2014.06.14.渡辺幸子（6863）［1824］．

Menyanthaceae　ミツガシワ科
Nymphoides indica （L.） Kuntze
ガガブタ　［環境省：NT，愛知県：NT，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市名東区猪高町高針山ノ中：2001.07.30.渡辺幸子（4796）
［977］ （※1）, 2015.05.30.中村肇（1094）［2085］． 兵庫県姫路市別所町北宿：
2015.09.05.中村肇（1294）［2132］．

（※1） 標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市名東区高針」となって
いるため訂正．

Asteraceae　キク科
Adenostemma lavenia （L.） Kuntze
ヌマダイコン　［環境省：－，愛知県：－，名古屋市：EN］
愛知県名古屋市守山区上志段味：2014.10.15.鳥居ちゑ子（3415）［1765］．

Artemisia indica Willd. var. maximowiczii （Nakai） H.Hara
ヨモギ
愛知県名古屋市千種区吹上：2015.04.05.中村肇（1158）［2110］; 名古屋市
緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1874］; 名古屋市天白区元八事：
2015.04.16.中村肇（1168）［2119］．

Aster microcephalus （Miq.） Franch. et Sav. var. ovatus （Franch. et Sav.） 
Soejima et Mot.Ito
ノコンギク
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1643］．

Aster rugulosus Maxim.
サワシロギク
愛知県名古屋市天白区天白町植田：2015.10.03.渡辺幸子（7059）［1864］．

Bidens bipinnata L.
コバノセンダングサ
愛知県名古屋市守山区竜泉寺：2015.08.10.鳥居ちゑ子（3486）［1790］．

Bidens frondosa L.
アメリカセンダングサ
愛知県名古屋市天白区元八事：2015.10.28.中村肇（1082）［2077］．
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Bidens pilosa L.
コセンダングサ
愛知県名古屋市名東区猪高町高針梅森坂：2015.11.10.森川晴つみ（5）［1584］， 
2015.11.10.中村肇（1092）［2083］．

Centipeda sp.
ムラサキトキンソウ　［環境省：－，愛知県：NT，名古屋市：VU］
愛知県名古屋市守山区上志段味：2013.10.05.鳥居ちゑ子（3290）［1741］．

Cirsium japonicum DC.
ノアザミ
和歌山県日高郡日高川町中津川：2015.04.22.寺本匤寛（s.n.）［1663］．

Cirsium vulgare （Savi） Ten.
アメリカオニアザミ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2015.07.11.中村肇（1112）［1923］， 2015.07.11.
中村肇（1113）［1924］， 2015.07.11. 中村肇（1114）［1925］， 2016.02.23. 中村
肇（1126）［1936］; 名古屋市緑区浦里：2015.07.11.中村肇（1115）［1926］， 
2015.07.11.中村肇（1116）［1927］， 2015.07.11.中村肇（1117）［1928］; 名古屋
市名東区牧の原：2015.08.01.中村肇（1120）［1930］; 名古屋市天白区御前場
町：2015.06.25.中村肇（1109）［1934］; 名古屋市天白区平針南：2015.09.22.中
村肇（1123）［1932］; 名古屋市天白区原：2015.06.18.中村肇（930）［1920］， 
2015.06.18.中村肇（987）［1921］; 名古屋市天白区平針：2015.06.24.中村肇
（1108）［1922］， 2015.07.19.中村肇（1119）［1929］; 名古屋市天白区島田が丘：
2015.06.25.中村肇（1110）［1935］， 2015.09.19.中村肇（1122）［1931］; 日進市
赤池町：2015.09.22.中村肇（1124）［1933］．

Conyza canadensis （L.） Cronquist
ヒメムカシヨモギ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.09.13.寺本匤寛（s.n.）［1635］．

Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet
ホソバハルシャギク
愛知県蒲郡市竹島町：2014.05.25.中村肇（607）［2140］．

Coreopsis lanceolata L.
オオキンケイギク
愛知県名古屋市天白区元八事：2015.04.08.中村肇（1159）［2111］， 2015.05.20.
中村肇（1052）［2057］．

Coreopsis tinctoria Nutt.
ハルシャギク
愛知県名古屋市西区堀越町：2013.06.07.鳥居ちゑ子（3211）［1724］．

Eclipta thermalis Bunge
タカサブロウ
愛知県名古屋市名東区神月町：2012.09.04.鳥居ちゑ子（3092）［1699］．

Erigeron annuus （L.） Pers.
ヒメジョオン
愛知県名古屋市天白区天白町八事上沓打場：2015.05.29.中村肇（889）［2049］．

Erigeron karvinskianum DC.
ペラペラヨメナ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2014.07.02.渡辺幸子（6874）［1829］．

Erigeron philadelphicus L.
ハルジオン
愛知県名古屋市千種区平和公園：2013.04.29.鳥居ちゑ子（3154）［1710］; 名古
屋市緑区大高町：2015.05.01.寺本匤寛（s.n.）［1896］．

Euchiton japonicus （Thunb.） Holub
チチコグサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.01.寺本匤寛（s.n.）［1895］; 名古屋市名東
区猪高町高針梅森坂：2015.11.10.加藤聖子（s.n.）［1589］．

Gamochaeta pensylvanica （Willd.） Cabrera
チチコグサモドキ
愛知県名古屋市名東区猪高町高針梅森坂：2015.11.10.伊藤昌子（s.n.）［1578］．

Gamochaeta purpurea （L.） Cabrera
ウスベニチチコグサ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.10.寺本匤寛（s.n.）［1609］; 名古屋市天白
区元八事：2015.05.16.渡辺幸子（6946）［1851］．

Gymnocoronis spilanthoides DC.
ミズヒマワリ
愛知県豊橋市大岩町車田：2012.09.02.中村肇（184）［2137］．

Hemistepta lyrata Bunge
キツネアザミ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2015.05.06.渡辺幸子（6934）［1844］．

Hypochaeris glabra L.
ヒメブタナ
愛知県名古屋市守山区向台：2012.05.12.鳥居ちゑ子（3050）［1688］．

Hypochaeris radicata L.
ブタナ
愛知県名古屋市緑区鳴海町：2014.05.04.渡辺幸子（6808）［1810］;名古屋市緑
区大高町：2015.05.29.寺本匤寛（s.n.）［1902］．

Inula salicina L. var. asiatica Kitam.
カセンソウ　［環境省：－，愛知県：EN，名古屋市：EX］
愛知県名古屋市天白区天白町平針荒池下：2002.08.01渡辺幸子（5142）［1282］
（※1）．

（※1） 標本ラベルでは採集地情報が「名古屋市天白区平針」となって
いるため訂正．

Ixeridium dentatum （Thunb.） Tzvelev
ニガナ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.01.寺本匤寛（s.n.）［1887］．

Ixeris japonica （Burm.f.） Nakai
オオジシバリ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1875］．

Senecio madagascariensis Poir.
ナルトサワギク
和歌山県日高郡日高川町中津川：2015.04.22.寺本匤寛（s.n.）［1660］．
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Soliva sessilis Ruiz et Pav.
メリケントキンソウ
愛知県名古屋市中区栄：2013.05.20.鳥居ちゑ子（3196）［1720］; 名古屋市名東
区猪高町高針：2011.12.11.鳥居ちゑ子（3036）［1687］．

Sonchus oleraceus L.
ノゲシ
愛知県名古屋市名東区引山：2012.10.27.鳥居ちゑ子（3119）［1704］．

Taraxacum albidum Dahlst.
シロバナタンポポ
愛知県名古屋市千種区星が丘山手：2015.04.25.中村肇（1180）［1962］．三重県
津市大谷町：2015.03.15.中村肇（1276）［2044］．

Taraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg.
セイヨウタンポポ
愛知県名古屋市北区名城：2015.10.07.佐藤眞紀子（6）［1595］; 名古屋市名東
区猪高町高針山ノ中：2015.04.04.中村肇（1278）［2046］．

Taraxacum sp.（※1）

愛知県名古屋市千種区赤坂町：2015.04.25.中村肇（1235）［2011］; 名古屋市
千種区池上町：2015.04.25.中村肇（1195）［1977］; 名古屋市千種区星が丘山
手：2015.03.08. 中 村 肇（1127）［1937］， 2015.04.25. 中 村 肇（1177）［1959］， 
2015.04.25. 中 村 肇（1178）［1960］， 2015.04.25. 中 村 肇（1179）［1961］， 
2015.04.25.中村肇（1183）［1965］; 名古屋市千種区田代町鹿子殿：2015.04.25.
中村肇（1181）［1963］， 2015.04.25.中村肇（1182）［1964］， 2015.04.25.中村肇
（1184）［1966］， 2015.04.25.中村肇（1185）［1967］， 2015.04.25.中村肇（1186）
［1968］， 2015.04.25.中村肇（1188）［1970］， 2015.04.25.中村肇（1189）［1971］， 
2015.04.25.中村肇（1190）［1972］; 名古屋市千種区鍋屋上野町汁谷：2015.04.25.
中村肇（1236）［2012］; 名古屋市千種区吹上：2015.04.05.中村肇（1155）［1954］; 
名古屋市千種区平和公園：2015.03.08.中村肇（1128）［1938］， 2015.04.25.中
村肇（1187）［1969］， 2015.04.25. 中村肇（1191）［1973］， 2015.04.25. 中村肇
（1192）［1974］， 2015.04.25.中村肇（1193）［1975］， 2015.04.25.中村肇（1194）
［1976］; 名古屋市千種区茶屋が坂：2015.04.25.中村肇（1234）［2010］; 名古屋
市東区徳川町：2015.04.25.中村肇（1231）［2007］， 2015.04.25.中村肇（1232）
［2008］; 名古屋市北区辻町：2015.04.26.中村肇（1260）［2033］; 名古屋市北区
長喜町：2015.04.26.中村肇（1259）［2032］; 名古屋市北区志賀町：2015.04.26.
中村肇（1258）［2031］; 名古屋市北区平手町：2015.04.26.中村肇（1255）［2028］， 
2015.04.26.中村肇（1256）［2029］; 名古屋市北区八代町：2015.04.26.中村肇
（1257）［2030］; 名古屋市北区大曽根：2015.04.25.中村肇（1233）［2009］; 名古
屋市北区名城：2015.04.26.中村肇（1261）［2034］， 2015.04.26.中村肇（1262）
［2035］， 2015.04.26.中村肇（1263）［2036］， 2015.04.26.中村肇（1264）［2037］， 
2015.04.26.中村肇（1265）［2038］; 名古屋市西区香呑町：2015.04.26.中村肇
（1254）［2027］; 名古屋市西区名塚町：2015.04.26.中村肇（1252）［2026］; 名
古屋市西区樋の口町：2015.04.26.中村肇（1267）［2040］; 名古屋市西区堀越
町：2015.04.26. 中 村 肇（1248）［2023］， 2015.04.26. 中 村 肇（1249）［2024］， 
2015.04.26.中村肇（1250）［2025］; 名古屋市西区枇杷島町：2015.04.26.中村
肇（1245）［2021］， 2015.04.26.中村肇（1246）［2022］; 名古屋市中村区稲葉地
町：2015.04.26.中村肇（1239）［2015］; 名古屋市中村区鳥居西通：2015.04.26.
中村肇（1237）［2013］; 名古屋市中村区中村町：2015.04.26.中村肇（1238）
［2014］; 名古屋市中村区日比津町：2015.04.26.中村肇（1240）［2016］; 名古屋
市中村区日比津町：2015.04.26.中村肇（1241）［2017］; 名古屋市中村区日比
津町：2015.04.26.中村肇（1242）［2018］， 2015.04.26.中村肇（1243）［2019］， 
2015.04.26.中村肇（1244）［2020］; 名古屋市中区本丸：2015.04.26.中村肇（1266）
［2039］; 名古屋市中区三の丸：2015.04.26.中村肇（1268）［2041］， 2015.04.26.
中村肇（1269）［2042］; 名古屋市中区上前津：2015.03.28.中村肇（1134）［1942］; 
名古屋市中区正木：2015.03.28.中村肇（1148）［1949］; 名古屋市昭和区花見

通：2015.04.21.中村肇（1173）［1958］; 名古屋市熱田区金山町：2015.03.28.中
村肇（1147）［1948］; 名古屋市熱田区三本松町：2015.03.28.中村肇（1135）
［1943］; 名古屋市熱田区六野：2015.03.28.中村肇（1138）［1944］， 2015.03.28.
中村肇（1141）［1945］; 名古屋市熱田区神宮：2015.05.29.中村肇（1287）［2047］; 
名古屋市港区藤前：2015.04.18.中村肇（1169）［1955］; 名古屋市守山区御膳
洞：2015.04.25. 中 村 肇（1226）［2004］， 2015.04.25. 中 村 肇（1228）［2005］， 
2015.04.25.中村肇（1230）［2006］; 名古屋市守山区天子田：2015.04.25.中村肇
（1220）［1998］， 2015.04.25.中村肇（1221）［1999］， 2015.04.25.中村肇（1222）
［2000］; 名古屋市守山区弁天が丘：2015.04.25.中村肇（1225）［2003］; 名古屋
市守山区元郷：2015.04.25.中村肇（1223）［2001］， 2015.04.25.中村肇（1224）
［2002］; 名古屋市守山区森孝：2015.04.25.中村肇（1217）［1995］; 名古屋市緑
区大高町：2015.04.12.寺本匤寛（s.n.）［1886］; 名古屋市名東区猪高町高針梅
森坂：2015.11.10.加藤聖子（s.n.）［1588］（※2）; 名古屋市名東区猪高町高針山
ノ中：2015.03.08.中村肇（1275）［2043］， 2015.04.04.中村肇（1150）［1950］， 
2015.04.04.中村肇（1277）［2045］; 名古屋市名東区猪高町上社井堀：2015.04.25.
中村肇（1201）［1982］， 2015.04.25. 中村肇（1202）［1983］， 2015.04.25. 中村
肇（1203）［1984］; 名古屋市名東区猪高町上社池ノ表：2015.04.25.中村肇
（1199）［1980］， 2015.04.25.中村肇（1200）［1981］， 2015.04.25.中村肇（1206）
［1985］; 名古屋市名東区猪高町上社柄杓場：2015.04.25.中村肇（1197）［1978］， 
2015.04.25.中村肇（1198）［1979］; 名古屋市名東区猪高町藤森香流：2015.04.25.
中村肇（1208）［1987］， 2015.04.25.中村肇（1210）［1988］， 2015.04.25.中村肇
（1211）［1989］; 名古屋市名東区藤里町：2015.04.25.中村肇（1215）［1993］; 名
古屋市名東区藤森：2015.04.25.中村肇（1207）［1986］; 名古屋市名東区豊が
丘：2015.04.25.中村肇（1213）［1991］， 2015.04.25.中村肇（1214）［1992］; 名
古屋市名東区藤森西町：2015.04.25.中村肇（1212）［1990］， 2015.04.25.中村
肇（1216）［1994］; 名古屋市名東区延珠町：2015.04.25.中村肇（1218）［1996］; 
名古屋市名東区引山：2015.04.25.中村肇（1219）［1997］; 名古屋市天白区元八
事：2013.04.11.浅井正明（s.n.）［1527］（※3）, 2013.04.11.浅井正明（s.n.）［1528］
（※3）, 2015.03.08. 中 村肇（1131）［1941］， 2015.03.12. 中 村肇（1144）［1946］， 
2015.04.21.中村肇（1171）［1956］; 名古屋市天白区天白町八事裏山：2015.03.24.
中村肇（1145）［1947］; 名古屋市天白区天白町八事上沓打場：2015.03.08.中村
肇（1130）［1940］; 名古屋市天白区梅が丘：2015.04.04.中村肇（1151）［1951］; 
名古屋市天白区八事山：2015.04.21.中村肇（1172）［1957］; 名古屋市天白区焼
山：2015.04.04.中村肇（1153）［1952］， 2015.04.04.中村肇（1154）［1953］; 日
進市赤池町：2015.03.08.中村肇（1129）［1939］．

（※1） 目録作成時にタンポポ属（Taraxacum）を同定し終えていない
ため，Taraxacum sp.として扱う．

（※2）Det.2016.02.26.中村肇.
（※3）Det.2015.04.21.中村肇.

Xanthium occidentale Bertol.
オオオナモミ
愛知県名古屋市天白区天白町八事上沓打場：2015.10.21.中村肇（1176）［2121］; 
日進市本郷町：2015.10.03.中村肇（981）［2051］．

Youngia japonica （L.） DC.
アオオニタビラコ
愛知県名古屋市名東区猪高町高針梅森坂：2015.11.10.伊藤昌子（s.n.）［1576］（※1）; 
名古屋市天白区元八事：2013.04.11.浅井正明（s.n.）［1518］（※2）．

（※1）Det.2016.03.04.中村肇.
（※2）Det.2015.04.21.中村肇.
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Dipsacales　マツムシソウ目
Adoxaceae　レンプクソウ科

Viburnum dilatatum Thunb.
ガマズミ
愛知県名古屋市緑区滝ノ水：2015.04.19.寺本匤寛（s.n.）［1679］; 名古屋市天白
区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1548］．

Viburnum erosum Thunb. f. punctatum （Franch. et Sav.） H.Hara
コバノガマズミ
愛知県名古屋市緑区滝ノ水：2015.04.19.寺本匤寛（s.n.）［1677］．

Caprifoliaceae　スイカズラ科
Abelia spathulata Siebold et Zucc.
ツクバネウツギ
愛知県名古屋市千種区平和公園：2013.04.29.鳥居ちゑ子（3156）［1711］．

Apiales　セリ目
Araliaceae　ウコギ科

Dendropanax trifidus （Thunb.） Makino ex H.Hara
カクレミノ
愛知県名古屋市天白区植田：2013.05.09.浅井正明（s.n.）［1549］．

Hedera rhombea （Miq.） Bean
キヅタ
愛知県名古屋市西区堀越町：2013.06.07.鳥居ちゑ子（3212）［1725］; 名古屋市
守山区上志段味：2015.03.27.鳥居ちゑ子（3430）［1771］．

Hydrocotyle verticillata Thunb. var. triradiata （A.Rich.） Fernald
ウチワゼニクサ
愛知県名古屋市昭和区鶴舞：2013.10.03.鳥居ちゑ子（3285）［1739］.

Apiaceae　セリ科
Coriandrum sativum L.
コエンドロ
愛知県名古屋市緑区大高町：1999.05.12.渡辺幸子（3817）［1801］．

Cyclospermum leptophyllum （Pers.） Sprague ex Britton et P.Wilson
マツバゼリ
愛知県名古屋市北区六が池町：2014.04.27.鳥居ちゑ子（3332）［1749］．

Torilis scabra （Thunb.） DC.
オヤブジラミ
愛知県名古屋市緑区大高町：2015.05.01.寺本匤寛（s.n.）［1889］．
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