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【コーナー展示】

「やまぐち花巡り～大切にしたいやまぐちの自然～」の概要報告

杉江　喜寿

The summary of corner display “A tour of fl ower in YMAGUCHI,
want to keep cherishing nature of YAMAGUCHI”

１　はじめに

２　展示時期・場所



３　展示構成

⑴　展示の目的（あいさつ文より）

⑵　展示内容

○「なっとくんの緑のたより」



写真 1「なっとくんの緑のたより」48号 写真 2「なっとくんの緑のたより」61号

○標本展示

写真 3　カタクリとエンレイソウ 写真 4　ハマオモトとホソバワダン



写真 7　オオヤマレンゲ
（1972年　寂地山）

写真 6　オキナグサ
（1906年　秋吉台）

写真 5　ムラサキ
（1926年　秋吉台）

＜ 3点とも山口県絶滅危惧ⅠA類＞

　○話題の提供「クスの森」

　○展示目録
　　表1　展示目録

山口県立山口博物館　植物分野コーナー展示
やまぐち「花」巡り ～大切にしたいやまぐちの自然～

（2017年9月13日～10月1日）

番
号

絶滅危惧種山
口県カテゴリー
(＊１）

種名 科名
（＊２）

科名
（＊３）

学名
（＊４）

撮影地
（＊5）

展示
区分

緑の
たより
（＊6）

緑のたよ
り以外の
展示物

1 2 ハマボウ アオイ ○ Hibiscus hamabo 長門市 A 12
2 ナツミカン ミカン ○ Citrus natsudaidai 長門市青海島 A 3
3 2 ハマオモト ヒガンバナ ○ Crinum asiaticum  var. japonicum 下関市角島 A 79 標本
4 ハマボッス サクラソウ ○ Lysimachia mauritiana 下関市角島 A 増1
5 準 ダルマギク キク ○ Aster spathulifolius 下関市角島 A 27
6 ホソバワダン キク ○ Crepidiastrum lanceolatum 下関市角島 A 28
7 ハマゼリ セリ ○ Cnidium japonicum 下関市角島 A 29
8 ハマニガナ キク ○ Ixeris repens 下関市角島 A 73



番
号

絶滅危惧種山
口県カテゴリー
(＊１）

種名 科名
（＊２）

科名
（＊３）

学名
（＊４）

撮影地
（＊5）

展示
区分

緑の
たより
（＊6）

緑のたよ
り以外の
展示物

9 ツルナ ツルナ ハマミズナ Tetragonia tetragonoides 下関市角島 A 76
10 ハマゴウ クマツヅラ シソ Vitex rotundifolia 下関市角島 A 78
11 ヤブツバキ ツバキ ○ Camellia japonica 萩市 A 30
12 1A ムラサキ ムラサキ ○ Lithospermum erythrorhizon 美祢市秋吉台 B 68 標本画像
13 1A オキナグサ キンポウゲ ○ Pulsatilla cernua 美祢市秋吉台 B 40 標本画像
14 2 アカネスゲ カヤツリグサ ○ Carex poculisquama 美祢市秋吉台 B 69
15 2 ヒオウギ アヤメ ○ Belamcanda chinensis 美祢市秋吉台 B 13
16 2 ツチグリ バラ ○ Potentilla discolor 美祢市秋吉台 B 70
17 クララ マメ ○ Sophora fl avescens 美祢市秋吉台 B 増2
18 ナンバンギセル ハマウツボ ○ Aeginetia indica 美祢市秋吉台 B 22
19 センボンヤリ キク ○ Leibnitzia anandria 美祢市秋吉台 B 42
20 ホタルカズラ ムラサキ ○ Lithospermum zollingeri 美祢市秋吉台 B 41 標本画像
21 コオニユリ ユリ ○ Lilium leichtlinii ver. tigrinum 美祢市秋吉台 B 82 小型模型
22 ウツボグサ シソ ○ Prunella vulgaris ssp.asiatica 美祢市秋吉台 B 71
23 準 キキョウ キキョウ ○ Platycodon grandifl orus 美祢市秋吉台 B 81
24 2 ホンシャクナゲ ツツジ ○ Rhododendron metternichii 萩市江舟岳 C 54
25 2 セッコク ラン ○ Dendrobium moniliforme 萩市長門峡 C 67 標本画像
26 準 キンラン ラン ○ Cephalanthera falcata 萩市江舟岳 C 55 標本
27 準 キエビネ ラン ○ Calanthe sieboldii 萩市塔の岩 C 増3 標本
28 ウツギ ユキノシタ アジサイ Deutzia crenata 萩市長門峡 C 増4
29 センダン センダン ○ Melia azedarach 萩市長門峡 C 増5
30 2 カツラ カツラ ○ Cercidiphyllum japonicum 周南市長野山 D 増10 標本画像
31 ギンリョウソウ イチヤクソウ ツツジ Monotropastrum humile 周南市長野山 D 10
32 2 ギンラン ラン ○ Cephalanthera erecta 周南市長野山 D 56
33 ミズナラ ブナ ○ Quercus mongolica ssp. crispula 周南市長野山 D 増11 標本
34 イワカガミ イワウメ ○ Schizocodon soldanelloides 周南市長野山 D 58
35 ササユリ ユリ ○ Lilium japonicum 周南市長野山 D 4
36 センブリ リンドウ ○ Swertia japonica 周南市長野山 D 増13
37 ホオノキ モクレン ○ Magnolia hypoleuca 周南市長野山 D 59
38 2 ワチガイソウ ナデシコ ○ Pseudostellaria heterantha 岩国市寂地山 E 増6
39 カタクリ ユリ ○ Erythronium japonicum 岩国市寂地山 E 48 標本
40 エンレイソウ ユリ シュロソウ Trillium  smallii 岩国市寂地山 E 49 標本
41 2 タチカメバソウ ムラサキ ○ Trigonotis guilielmii 岩国市寂地山 E 51
42 準 ミヤマシキミ ミカン ○ Skimmia japonica 岩国市寂地山 E 増7
43 ナツトウダイ トウダイグサ ○ Euphorbia sieboldiana 岩国市寂地山 E 増8
44 1A オオヤマレンゲ モクレン ○ Magnolia sieboldii ssp. Japonica 岩国市寂地山 F 61 標本画像
45 1A トケンラン ラン ○ Cremastra unguiculata 岩国市寂地山 F 63 標本画像
46 1A ショウキラン ラン ○ Yoania japonica 岩国市寂地山 F 62 標本画像、小型模型
47 2 ツクシガシワ ガガイモ キョウチクトウ Cynanchum grandifolium 岩国市寂地山 F 65
48 2 オオミヤマガマズミ スイカズラ レンプクソウ Viburnum wrightii var. stipellatum 岩国市寂地山 F 66
49 コアジサイ ユキノシタ アジサイ Hydrangea hirta 岩国市寂地山 F 増9
50 1A ミヤマムグラ アカネ ○ Galium paradoxum 岩国市寂地山 F 64
51 2 ヤマシャクヤク ボタン ○ Paeonia japonica 山口市十種ヶ峰 G 44
52 ショウジョウバカマ ユリ シュロソウ Helonias orientalis 山口市十種ヶ峰 G 46 標本
53 イカリソウ メギ ○ Epimedium grandifl orum 山口市十種ヶ峰 G 45
54 チゴユリ ユリ イヌサフラン Disporum smilacinum 山口市十種ヶ峰 G 増14 標本画像
55 ラショウモンカズラ シソ ○ Meehania urticifolia 山口市十種ヶ峰 G 47
56 サンショウ ミカン ○ Zanthoxylum piperitum 山口市十種ヶ峰 G 増15
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57 ヒトリシズカ センリョウ ○ Chloranthus japonicus 山口市十種ヶ峰 G 増16
58 1A エヒメアヤメ アヤメ ○ Iris rossii 防府市、下関市 H 43
59 クスノキ クスノキ ○ Cinnamomum camphora 下関市 H 増18
60 1A ミツガシワ ミツガシワ ○ Menyanthes trifoliata 下関市、山口市、周南市、阿武町 H 60
61 2 カキツバタ アヤメ ○ Iris laevigata 美祢市 H 1
62 タイリンアオイ ウマノスズクサ ○ Asarum asaroides 美祢市 H 増17 大型模型
63 ウメ（臥龍梅）バラ ○ Prunus mume 柳井市 H 33
64 ニリンソウ キンポウゲ ○ Anemone fl accida 岩国市 H 39 標本画像
65 ヤドリギ ヤドリギ ビャクダン Viscum album ssp. Coloratum 山陽小野田市 H 37
66 1A タシロラン ラン ○ Epipogium roseum 周南市 H 11 標本
67 ノハナショウブ アヤメ ○ Iris ensata var. spontanea 山口市 H 3
68 ハス（大賀ハス） ハス ハス Nelumbo nucifera 山口市 H 16
69 フジ マメ ○ Wisteria fl oribunda 山口市 H 53
70 2 ユウスゲ ユリ ススキノ Hemerocallis vespertina 山口市船平山 H 80 標本
71 サンヨウアオイ ウマノスズクサ ○ Asarum hexalobum 山口市 H 増12
＊１　絶滅危惧種：レッドデータやまぐち　山口県環境生活部自然保護課　平成14年3月発行による
＊２　科名：エングラー体系による分類
　　　（「緑のたより」など展示ではエングラー体系による分類を用いている）
＊３　APGⅢ体系による分類（○は　＊２と同名のもの）
＊４　学名：自然環境保全基礎調査　植物目録　修正版（環境庁.1994）に概ね従った
＊５　撮影地：希少種を含むため、原則的に市町名および著名な山名・地名のみ表示
＊６　緑のたより：数字は、「なっとくんの緑のたより山口県版」の発行番号、増は「緑のたより」

増刊号の番号を示す

（展示数）
標本など　　22
緑のたより　71

クイズ　　　６
計　　　　　99

　○模型や映像展示及びクイズコーナー

４　展示及び見学の様子



写真 8　コーナー展示全景 写真 9　「Ｂ　秋吉台」の展示

写真10　社会見学の児童 写真11　一般の来場者

写真12　クイズに取り組む中学生 写真13　「緑のたより」のファイル

５　まとめ



６　参考文献




