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香川県時化聴朔日蚤（l）

昏＝県大手前高等学鹿 部員俊騨
J

あ

lヽ

rL

塵思

微

lHれ5ように−甘ってり、う毛うつ0余卑にU5。こ
の簡、筆者ぼ農産日銭左整理し、また抜道埋立控、憩桧市、喜連弄市寄、躍域埠甘まどめt行って
本具において、帰化腐物な

亨k。一方、車夫弥太郎1ユ主として≡劃軌観音寺中産のものについて．再三改訂し、蚤表してい

5。このほ机抜口清一、民家由三、三谷追、新居正駄馬場暮春、藤原滝康算によって新しい雇
類や摩珪次：又々と発見丁れ零封こ抜ロ、三谷lてJ5ぞ州ユ、本郷許諾敏捷も合折て費におびただし

い敏lてのほってい5。今後ともその記名劉ま是教に増加す5てあううし、今のうちに一応の蜜理音L
ておひねは手放1けう新一ょくぢ5と考え、腰上五倍りて書ど劇5ことにした。史前時化植物は名略

することにし、脚噺t膚初の大部分t除いた軋ヤの蓬灰け主軌こしk那った。今後の適犯種、追
佃産把は適当甘糊に補筆していきたい。りお、泉格作劇こあたっては、殆ん産馴個物の全て整
理中の香叫県履物誌を引田しkこと左付記Lておく。
惰れ〔脚P。S池把 手7束

∠

ふ以飽似顔㌫嚇狛痴れセイヨウタンカガ

已鰍

あ5。

理首以前に既に綿布幸町て晃うれ 艶

払c吻助∠．としアザミ
豊中町笠田（門67．F．ヱ7和泉）、琴南町美合
（19往6．〕i剰員）の詑錬恥あ5。琴南町て

同市内に奈々とひう決ってい5。佗引才丸
亀市着通青年てモ発見ごれ僅かなむう広

な5傾向にあう訣、最下てはグしl存在。最

近では観音弄市内（椚M．コゞ鼻末）、紀聞町

はややぁ放りつつあう決、県下ては珍Lい。

超励（197（．7．臥和局）の芸E領水あ5。

助挑み㈲ム鍵・血塊招
シロノぐナヒしアザミ

の与代不軌

凛下の各托に あり、珍しく射l。膀に栽塵

立石活）腋革も古く、その務観音寺市啓神

ミれてい5。
オオアザミ

−

山（円貼．7．う貴末）、同乗升牧場（郎8．7．

1ヰ凛末）、五色石黒崎（円 う．ヰ．IJ却是）と

着通貴市．放出市、琴平町貫首点々ど見て

発見、け7β代に入って琴南町内田し軋気）、
腰上町山田上し潮見・藤原）、仲南町十輝

いう恥定着性弱く、l〜5阜て消滅して
しきうのな普通のよラてあう。訟うく過払
てあうう軋黄近は栽橿次席に甘った。

後山（別気・蘇原）、丸亀年上春町（兼員

）、原野町栗東鹿（新居）、飯山町工法（

解放胡ム仰甚舛鮎αと・j毎光■

新居）と；又々百E騒これてい5。

脇♂払∠．ノワシ

晶

シロバナオズ7ウニミ

高松市紫雲山麓で足うれてしlう（抜ロ）。
肋‰俄脚泌上．今二八ナ
抜出市入報町」昭刃町（I9（g．6．ユ劇克）、着
通貴市金原弄町（円（曾． 」∫周東）て記録。

県下脊把に争い。
ヶ批

あ

ての後丸亀帝、

定着性Iコ弱い。

甥

、

．

へこ・・

軌こ退出寸5む、定着畦渇し＼とはしl乙肯しl。

彪御感ム眈槻∠・

那鋸鳥、抜出市白峯て既に点々と野化眈
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釦り托。また、籠簡町紫雲出血くけも8．（．
13貴床）ても知うれていう．

主

繭糸ね．オオアしチノキク
ヒも桝（頓には既に各館で見うれた狐

叔後急激に増加し、凍在引3最も争しl雑草

劇

の一つに厚ってい5。

．

1て、琴南町大＝山、覆音貴市発汗町／ト豆

あ

息フルーライン謁穎、智彦津町堀江、争唐

。

津山、牟礼町ハ栗山穿て発見ミれてし15。
御領闇臆物に混入して凝j決常布ミ弟急う

モ車

争〈はUし＼。ヒメムカショモモの貪栄養撃
とあや吉りやすい。
吉例観罠箭冒、賃孟宗ア各島 メジョオン
に争い。

イ花払αあぁ∠．カミツしモド手
招舛頂かう伍フ伍つ見うれ5Jうに唱り、
頒應市、巷過弄市、観音寺市．丸亀市、満
港町穿不発見これてし15。塀に抜出帯封ま
争い。

璃一競壬ミ去

戯てれて後 高祖車券町（lう軋l〕．う兄気）

β花房納お泌∠、コウヤカミツレ

椚0．5．20抜出年番／州（牧口）て祀銭ミれ

て発えご勃てい5のみであ5．
β逼廻陶土・碗・摩払コモンダ・ンネサ
19朋頂に既に≡空即引ユ上島頑、廃り距て

てい5。
月劾必ム ローマ乃ミツレ

争かった。現在は各動こ見うれ 軌こ向帝

放出市て栽植苗恥一野逸軋

‰読ふのん玖∠．イヌ乃ミツレ

の林道甘ピに争い．

円7日．帽乱紘市朝日町（民家）て詑最。
拠払必

払メ払∠・紬々・加ふ 粗（戯弼eノぷe｝ガ

シロノセンチンネサ

〃eェ！」伽ねr

オロシャギク

コセンチ、ン7、丁ヒ謹皇していう軋 ややケ

19里．ら．2抜出市番／州（頂ロ）で記録。

い。特に塵取町奮熊．栗軋着通責苛碑殿
町、豊中町富田、高瀬町上高瀬穿でほ、コ
センタ、ンク・サより争いどこう取あ5。

α払伽彪払（劇e′ノ賜読′マメカさツレ

1973．う．∋う敢音弄市井田町（鼻ス）て発見さ
れて以束∴抜出市粟藩町（1975．も．2扱ロ）、
頂應市富士見町（197ヰ．1コA潮気）、大野原
町荻原川7；．ユ．2剰員・搬）と各托て詑

＆払㈲肋あ＝ク〟rノ倣′れ虜ぷe，カ
センチンネサ

各把に見うれ5。

強てれてい5。

コげノセン争ンアサ

j二

月払友虎抑ぇ∠．7ソニンジン

発会蘭（貴末）で登見

されて以束、同市内脊椎（卓見）、抜払取

都合矧こ争い。

施．必戯血．ホラ手ヂク

満裔町．軋嗟市 牢乎取 高瀬町（以上潮

椚2〜慨頂、小豆肝ビ田町（抜田勲）て発
見ミれkの次長初で、現在は非常に争い。

気）と合祀モ菅∈悠！れてい5むサい。
＆
一のむ

月

7．甘気付いた（潮気

初見講談て、本土引才蔑聡市宮脇町ての記
領加葺モ甘い。19∋7頂て13舌だ一搬毎ビま
てはしlってい丁よい（抜田無）。現在では、
畢t普通のモのの一っとなってい5。

）の眈寄初の言已鋳てあ5眈、当時既に克く
県下に分布していk。今はきすきす太政り、
弄う千キク伏圧倒ミれつつあ5。
三

ルジオン
気・新居）で詑

㌫朗ん舶ん∠、7しチノギク
に広く分布。

‰4α似〔劇ノぷe妙手ンノぐイタウコ寺

那〜頃艶に宇夕津町、嘉敬弔語市町にIJ存
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在していkし和気）。王更在てlま各托lて点在
し、珍しくはり■い。ウインターコスモス、
刀ンず千コスモスの亀てよく髄て椚てい
5軋嘩化品のタ〈ぼ雑草定席百、−評な

野化してい孟。琴南町てぼ定着しk。
極地他紙 八ルシャギク

各把の巷把、川原写に逸臥定着してい5。
坤

崩壊定原て赤うう。

ハルシャギフと混生してややケい軋珍L

叔紙孟春㌶孟宗芸≡詣是ご

いとし＼うことはりしl。

ていk．理在は各矧てみうれ亨争津町穿
ては8、馴J太守U群落著作ってし15狭、、本

．

鹿町．高凋町勝間首山、里中町虻柁大（以
上朋員）、高頼町二宮（好摩恵美与）、高

守た傾向なみうれ5．

・抑・弼彪如・

瀬町下庶、ク唐津町鼻白方、三野町吉津、

磨歌町奮熊（以上和泉）、高松帝展棄町（
氏蓼）貫、主として曲帯各放て発見ご椚て
し15。甘おこの記銘の中にはタ・砂

凛丁引才点々ビみう弟、定席町、高祖市、

放出市、亨争津町、仲南軋新田町．曹来
町算そ記感これてい弓。逸出島てあうう。

喘詔緩怠闇

ヽ

昔通喜市衛梨町、牢乎町下砺栗、丸亀年刊

凛の場合、京阪神のょうけ大群落はみう刑
†れl．景吐、繁殖直度狭急速に早く巧）て

丘r．コゴメギブ次滞ってい5か、モゎか、うけ

カツコウアサミ

い。

（潮気）て詑乳

ど

城￡左形血血泌ルお払 ヒメヒマワリ
亨争碑町、丸亀市1寄町そ野化．嘘軋
〃以劇伽∠．ヒマワリ

、

冨．g争廣津町東白牙て発見、ともに逸出と
覚れ弟5（潮気）。

坤頑あ（及班紘ノよ物化

各把に野化．苑⊥邑栽培定席であ5恥 中
に甘兼学廷庶とみてしlい七の毛高5㌻うだ：

ペニノけポロキク

放出理丑地引丁や㌣定着してい孟．
〃助坤∠．コヒマワリ
8寺に逸出品定訳5。

195つ〜け∬項琴南町美合尊王山てみて以東

今ては県下の各班にあ5。もとtと山姥性
てあう眈、平把lて毛布てりしl。（潮見）

〟磁此‰あ払∠．キク′モ

丘

発破磯野忙苫み5ょうに喝り、現在そは各

、

班てみうれ5。

解職前に観て大帝山に偉人してLlう（扱臼

勉励∠．イヌモクイモ

）。山北推そぁう加、虜に平】動こモ邑う朋
5．一府にべニハ、ナ木口ギクよりや㌣ケい
札所によ）ては広い群啓左みせ5。

今までキクイモヒ記領ミ朋ていたtのの中

に、本種吹か屯り含まれてい5。（吸口）
秘仏．ム アラ牢ハンコーンソラ
197＝．一夕度津町塩江（刹気）て発見て弟

∠．ノ虎口デブ

すう次、．稀引才甘仇節会控に

た。同控lコ埋立てて、現在け僅射て抒フて

クい傾向眈訴孟。

い5にけであう。
胤脇払／、神色・んあゐ物

句

オず干ソワ

町（灘克）て証艶毘

ハナガサギフ

在もある孜、．余りひう訣、っていリレl．

暗に退出品をみ月、け5。
∠，オオキン丁イギク
島松市仏生山町穿て遽軋

してい舌とこうもサく巧い。

‰窟窟

れ吉潤
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色物ゆ舶Cd爪干／けコえモス
臍に盈軋 野任してい∋。

岸碓オで亀鼠これ個体数も激増しつつあ

るよぅビ。

才怒茄三プ芋祭

つねれG叫声れ山北モde 手車ョワ弟

各班に昔風暦斬後矧て争くU5．

ん払劇㌫朋エ．ロベリア
磨戦後、雷lり大草腐肉に一癖阿仁したこと
かごあった。

19も乳〜．ほ観音寺市傑町、1970．ら．ユ9簸青書市
粟井町奥谷、大野原町井開（いす弟t鼻末

干ヨウソウ

細
け侵に

）盲記爺されてい孟．

l

タか、つた．

以後、丸亀市、腰取扱 三野即事てモ記録
丁利ていう軋あ（まて継市次中／じてあ

5。
柳紬坤

月篭蒐㌘競轡

ム∠l堀・磁軋・

lう60几円定席町鴨辞て発見、モの後、浮田

円ら7高桧市来愛山（頒ロ）、故意貴市、堅
甲町、三野町、詫間町（地上兵ス）で記笠

取高聡市、抜出市、丸亀帝、夕厚薄取
三野町 豊中町観音寺市、畳涙町 土庄
町飯山町、国分寺町 中争津町、満濃町

さ弟て以後．丸亀市王者町、折田町軒個上、
鱒出布衣田町、府中町刀晒町（は上郡気
）、・飯山町、思聡市下定居（以上新居）と

琴平町、（以上風気）、塵取町ヒ思把不発邑
てれてい5。捌こ吸出市にiJ争い。

靡々脊乳÷机卜理在ては殆んピ普通となフ

てし舌）た．

〟励払・秘∠・オオフ1タフサ
lう ヰ．冨．ら旋音斉市品屋町（貴大）て発邑．で■
れて以東、丸亀市l順町（19（ ．冨刹気）、鼠
音弄市束㈲（削7．う．う東大）、山本町河丸庵

3熟削．‰川r♭itd（亡ae ウリ弟
㌫馴滋泌∠．束ンテンウリ
一っら富帯下典之く大阪府且大）取高聡市育夫

臥男泉畠で発見、後、lう7；笠原守夫（岡
山大）吹抜出市循石亀腎で発足してしlう。
佗に／卜五島、抜出市与臥凝居臥丸亀市
本島．争度孝町高見畠てモ知うれてい5ク

（郎†g．2う東泉）、久重帯飯野町（椚0．乳宮

鬼気）、六軒庶町八兵衛（円70湧尤）、放
出市入魔町（即ヰ．7．仔≡谷）、内海町喜田
（け持．鋸ヰ戯気・藷漫）と点々ど記法丁れ

勿の血㌫磁∠．．ツルレイシ

てぃさ決、本鼻てはきだケしl。
エ戯れ感ふ桝C磁〝〟オオオナモミ

臍に遽出す5孜、、定着鳴ほ登別う新局仇

今までオナモミと荘周してい存中に、オ▲な
りの本穐企まじ）てい5。

アしケラリ

抜禿て発見、比後、亨タ

薄町、放出和り津町、丸亀帯出両町軋山

追放脇句‰ノ％′eαノイガオナモミ
け（門．2ヰ歓喜寺市有明浜く風気）で発見て

本町河内億、蕃通寿市善適弄町凝大町、

れて比東、仁尾町天王海岸（莫大）、項出

上告田町、弘田恥夕厚薄町山虐、高瀬町

市肥和町、喜連貴市抑町、満濃町田ゑ、

上高瀬（以上潮気）、山應町臣節材（葵太
）そ発見、甘おリラ孜、リブフ誘孟♪

高松市松金町（点上超克）、肥田町藩主、

神′浦、土庄町伊憲夫（以上藤原・風克）、

脇避J叫 ハヤトラリ
円帥頂飯山軒鹿′川で野化、現在は甘い。

丸亀中田新町、北平山町（技工剰員）、攻
出市人瀾町く≡谷）、豊浜町和田慕、絶間
町大浜灘檻（比上郡気）穿と、壬ヒして海
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