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はじめに

20世紀は，開発・発展・進歩という言葉で象徴される一方で，破壊・喪失・崩壊という言葉でも表現で

きる時代であった。この現象は全地球規模で同時多発的に進行したために，諸方面に深刻で一部は不可逆

な事態を引き起こした。深刻な事態の一つは生物多様性と生育地多様性の人為的で急速な減衰であり，さ

らに重大な事態は文化多様性の摩滅である。後者は里域での前者を支えてきたシステムであるだけに，大

変ゆゆしき問題である。ちなみに，里域とは里山，里地，里海そして里空を含む空間概念である。

絶滅が危惧される動物や植物の保護については，多くの研究と市民活動が行われ，一定の成果を上げつ

つある。一部の貴重な植物については，近い将来に保護区や貯蔵庫が設けられて種の存続が可能となるで

あろう。

しかし，文化多様性の場合，問題は単純ではない。文化は生物や環境との対応の中で人間生活によって

継承されるものである。文化を構成する文化要素は，文化の中でこそ有意義に存在できる。その一つが地

域で醸成されてきた方言である。方言は生活の中で使用されてこそ十全である。しかし，20世紀はこの方

言をむしろ排除していった。方言を実物と密着させて使用してきた世代はもはや高齢者となった。諸事情

によって，方言は次世代にはほとんど伝承されていない。

以上のような背景を踏まえて，和歌山県企画部から平成 12年度「わかやま学 21」研究助成を頂き，その

一部を使って和歌山県の植物方言の多様性を把握してみることになった。収集した文献や県内自治体から

分譲していただいた資料（表１）を見て驚いた。膨大な植物方言が先人達によって時に地域別に集成され

ていた。その数はなんと 8000件以上にもなる。興味深いのは，先人達が扱った植物がほとんど例外なく，

里域の植物であり，しかも生活に濃厚に関連した資源植物，山野草木，雑草木，帰化植物であった。方言

が与えられた植物たちは，同系とか異系を問わず，文化構成要素そのものであった。

植物によってはその方言に地域性があるものも少なくなかった。地域性の成立や方言伝播の歴史的解明

も興味深いテーマの一つであろう。さらに，江戸時代の方言がそのまま近代に受け継がれていた場合もあ

った。地域での方言の維持および置換機構の解明も重要な研究となるだろう。蒐集されていた方言の中に

は，方言採集時のミスではないかと思わせるもの，生育段階のでの類似性，勘違い，他人の空似，発音転

訛が関係していると判断されるものも少なくなかった。また，地域にとって新しい植物に対するネーミン

グの妙にも唸らされた。こうした点は，方言というものの発生や起源を考える上で貴重であろう。

地域住民による分類形式は，植物分類学のそれと必ずしも一致しない。こうした認識の差異や捻れは民

俗植物学上の検討項目の一つであり，それは紀伊半島周辺に住む人々による伝統的な認識体系の解明に結

びつくだろう。そして，それは地域生態系の on situ保全（梅本，2001）に貢献するであろう。いずれも文

化の進化生態学的理解に結びつく興味深い項目である。

先人達による方言採集は系統だって行われてはいないので，植物の分類群とか採集地域という観点から

見ると，大いに偏りが見られる。地衣植物，蘚苔類，藻類といった植物群に関する方言はほとんど未調査

のようである。さらに，標準的な植物名称よりも珍名採集に重きを置いた調査がなされたかも知れない。

しかし，こうした偏りや欠落を是正する時間はあまり残されていない。しかも，その作業は一人では到底

不可能である。けれども，技術的には困難性はなく，あとはチーム結成とヤル気だけである。紀州人なら

何とか成るのではないだろうか。こうした気持ちで取りまとめたのが，この「紀州里域植物方言集」であ

る。本書がたたき台となり，更なる方言文献と実地調査データが付け加えられ，より良き資料となること
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を希望する。

なお，この出版と並行して，京都大学内に植物方言を含む里域構成要素に関するインターネットからア

クセスできるデータベースを構築中である。完成後は多方面からの協力を希う次第である。

方言と標準名，地域の認識系と学術的な認識系の間には貴賤はないことだけは確認しておきたい。

本書を作成するに当たり，和歌山県企画部ならびに県内各自治体担当者に大変にお世話になった。また，

和歌山在住の梅本信夫氏および由良町在住の吉田元重氏には和歌山県方言関係資料の蒐集について御協力

いただいた。さらに，大阪府立大学の道下雄大氏には膨大な方言基礎データの整理を手伝って頂いた。こ

こに御礼申し上げます。

2002年 10月 26日　紀伊大島須江赤崎にて

梅 本 信 也
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表１　本書で引用された紀州植物方言文献と資料

出版社・発行者など発行年著者・編者文献および資料
紀南文化財研究会1848畔田翠山熊野物産初志
方言協会1930大田榮太郎和歌山縣方言（其一）
廣文社1930大田榮太郎 編和歌山縣方言（其二）
吉川静雄1933吉川静雄 編和歌山縣方言
田邊高等女学校1936浜本慶太郎田邊方言訛語便覧
水口清1954水口清 編和歌山県植物方言集
林邦有1955林邦有（記録・整理）橋本の方言（言葉を大切に）
和歌山信愛女子短期大学1960小川由一信愛紀要・第３号
丹野幸吉1966丹野幸吉那智地区方言集
有馬書店1970高坂次郎紀州の方言
紀伊植物誌刊行会1973小川由一紀伊植物誌１  ― 紀州路の植物と民俗をたずねて ―
国書刊行会1975杉村楚人冠和歌山方言集
紀伊植物誌刊行会1977小川由一紀伊植物誌｢   ― 高野山の植物 ―
ぎょうせい1977日高町日高町誌（下巻）
熊野中辺路刊行会1978熊野路編さん委員会くまの文庫 10　みちばたの草と虫（上）
工作舎1982滝川貞蔵滝川貞蔵遺稿　熊野太地の伝承
保田穂積1982保田穂積田原の方言・第一輯
保田穂積1983保田穂積田原の方言・第二輯
紀伊植物誌刊行会1985中村正壽 編紀伊植物誌｣   ― 紀州の植物覚書 ―
全国農業改良普及協会1985農林水産省雑草の博物誌・水田雑草編
第一法規出版1987印南町史編纂委員会印南町史（資料編）
塩路英二1990塩路英二ごうしゃれませ 消えてゆく奥熊野の浦の方言と風習俗
科学書院1996浅見恵 安田健 訳編近世歴史資料集成第｢ 期・第､ 巻　採薬志（２）
楠本静哉1996楠本静哉口熊野の方言
古座町教育委員会1999話しことば研究サークル古座地域のはなしことば集



本書の構成と使用上の注意点

「紀州里域植物方言集」は，本編と索引から構成されている。

本編は，前ページの表１に掲載された各種方言文献や資料をもとに，まずは地衣類・藻類・蘚苔類・シ

ダ類・裸子植物・被子植物の大分類別に，つぎに科はエングラー体系に準拠して配列した。それぞれの科

では属をABC順に配置しその中で種をアイウエオ順に並べた。そして，それに対応する方言を記した。そ

の結果，左端からコード番号，標準和名，属名，方言，分布地域，文献の順序となっている。同じ標準和

名内では，方言をアイウエオ順で配列し，典拠文献が異なれば別の扱いとした。分布地域の表現は，文献

記載の通りとした。

このように，一見するとABC順の属名を鍵とする奇妙な配列のようだが，植物分類体系と対応させたと

きに，方言蒐集状況が把握しやすい様にしたのである。引き易さでは，標準和名とか方言によるアイウエ

オ順の方が良いのだろうが，そうした弱点はどうか索引の活用で補ってほしい。

なお，大分類や科，ときに属や種の末尾には，「葉」や「菜」というような植物に関係する雑多な表現と

それに対応する方言関係情報を，植物分類群名称に準じて配列した。

属や種の概念は研究の進展にともなって，時に変更される。最近は分子生物学的検討が進み，相当な知

見が集積されている。しかし，本書での属や種の扱いについては，そうした分子生物学的成果を取り入れ

ずに，「日本の野生植物」「世界有用植物事典」などを参考にした。

各方言文献に記載されている種群については，証拠標本などをきちんと吟味し，情報提供者の認識様式

を把握しながら，学問上の分類群との対応関係を明らかにするべきである。そうした欠点をカバーするべ

く，本書ではできるだけ広義で標準和名を記した。本書を利用される場合は，分類群の範囲を大きくとっ

て対処して欲しい。

索引は，標準和名→コード番号，方言→標準和名→コード番号，科名→コード番号からなっている。方

言の発音の「幅」を色々と想像しながら活用して欲しい。なお，159ページから始まる「その他」について

は，索引をつけなかった。
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地 衣 類
サルオガセ科

1 サルオガセ サルオガセ Usnea こけ 小口郷 信愛紀要・第３号

2 サルオガセ サルオガセ Usnea こけ 小口郷 紀伊植物誌１

3 サルオガセ属 サルオガセ Usnea きりのしょうべん 竜神 紀伊植物誌１

藻　類（緑藻）
アオサ科

4 アオノリ アオノリ Enteromorpha あおそ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

ホシミドロ科
5 アオミドロ アオミドロ Spirogyra もー 和歌山 雑草の博物誌・水田雑草編

藻　類（不等毛）
ヒバマタ科

6 ヒバマタ ヒバマタ Fucus くわまた 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

ホンダワラ科
7 マメダワラ ホンダワラ Sargassum ながも 海草郡加太 和歌山県植物方言集

アミジグサ科
8 フタエオオギ Distromium へも 不明 和歌山県植物方言集

9 ウミウチワ ウミウチワ Padina へも 海草郡加太 和歌山県植物方言集

10 シマオオギ Zonaria へも 西牟婁郡和深・江住 和歌山県植物方言集

アイヌワカメ科
11 ワカメ ワカメ Undaria かだめ 和歌山県 和歌山県植物方言集

12 ワカメ ワカメ Undaria かもじわかめ 日高郡海岸地方 和歌山県植物方言集

コンブ科
13 カジメ カジメ Ecklonia あらめ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

14 カジメ カジメ Ecklonia あんろく 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

15 カジメ カジメ Ecklonia めー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

16 クロメ カジメ Ecklonia あらめ 西牟婁郡白浜 和歌山県植物方言集

17 クロメ カジメ Ecklonia め 海草郡加太、西牟婁郡白浜 和歌山県植物方言集

18 アラメ アラメ Eisenia きりめ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

19 アラメ アラメ Eisenia ちぢらめ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

20 アラメ アラメ Eisenia めー 日高郡御坊・三尾、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

21 コンブ コンブ Laminaria こぶ 紀北、紀南 紀州の方言

22 コンブ コンブ Laminaria こぶ 太地 熊野太地の伝承

23 コンブ コンブ Laminaria こぶ 全県下 和歌山県植物方言集

カヤモノリ科
24 フクロフノリ フクロノリ Colpomenia たけぶのり 日高郡海岸地方 和歌山県植物方言集

25 フクロフノリ フクロノリ Colpomenia のり 日高郡 和歌山県植物方言集

26 フクロフノリ フクロノリ Colpomenia ふのり 日高郡三尾、東牟婁郡 和歌山県植物方言集
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27 ハバノリ ハバノリ Endarachne めのり 日高郡比井・三尾、西牟婁郡新庄・白浜 和歌山県植物方言集

28 カヤモノリ カヤモノリ Scytosiphon むぎわらのり 和歌山県 和歌山県植物方言集

イシゲ科
29 イシゲ イシゲ Ishige くわまた 和歌山県 和歌山県植物方言集

モズク科
30 モズク モズク Nemacystis もぞこ 日高郡海岸地方 和歌山県植物方言集

31 モズク モズク Nemacystis もどこ 紀北 紀州の方言

32 モズク モズク Nemacystis もどこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

33 モズク モズク Nemacystis もどこ 和歌山県 和歌山方言集

34 モズク モズク Nemacystis もろこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

藻　類（紅色）
オゴノリ科

35 シラモ オゴノリ Gracilaria なごや 不明 和歌山県植物方言集

スギノリ科
36 ツノマタ ツノマタ Chondrus ねこのみみ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

ナミノハナ科
37 ナミノハナ Chondrococcus おきのふのり 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

ムカデノリ科
38 コメノリ Carpopeltis さくらのり 不明 和歌山県植物方言集

39 ハナフノリ Gloiopeltis ちんちろふのり 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

40 タンバノリ Pachymeniopsis めのり 不明 和歌山県植物方言集

テングサ科
41 ヒラクサ Beckerella こびら 東牟婁郡太地 和歌山県植物方言集

42 ヒラクサ Beckerella こびら 東牟婁 和歌山縣方言

43 ヒラクサ Beckerella てんぐさのおば 和歌山県 和歌山県植物方言集

44 オニクサ Gelidium あらてん 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

45 キヌクサ Gelidium きぬぐさ 日高郡名田、東牟婁郡古座 和歌山県植物方言集

46 キヌクサ Gelidium こあま 西牟婁郡潮岬－出雲 和歌山県植物方言集

47 キヌクサ Gelidium こあま 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

48 キヌクサ Gelidium なんばぐさ 東牟婁郡太地 和歌山県植物方言集

49 キヌクサ Gelidium なんばぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

50 キヌクサ Gelidium まぐさ 東牟婁郡宇久井・田原 和歌山県植物方言集

51 マクサ Gelidium かんぶと 西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

52 マクサ Gelidium きぬぐさ 海草郡、日高郡、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

53 マクサ Gelidium しらてん 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

54 オバクサ Pterocladia こひら 和歌山県 和歌山県植物方言集

55 オバクサ Pterocladia まぐさ 不明 和歌山県植物方言集

56 テングサ － かんぶと 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

57 テングサ － きぬぐさ 紀北、紀南 紀州の方言

58 テングサ － きぬぐさ 海草郡加太、西牟婁郡潮岬 和歌山県植物方言集

59 テングサ － てぐさ 那智、天満 那智地区方言集

60 テングサ － てぐさ 古座地域 古座地域のはなしことば集

61 テングサ － てぐさ 印南町 印南町史（資料編）

62 テングサ － てぐさ 日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

63 テングサ － ところてんぐさ 全県下 和歌山県植物方言集

64 テングサ － なんば 海草郡加太 和歌山県植物方言集
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65 テングサ － なんば 海草 和歌山縣方言

66 テングサ － ふとぐさ 西牟婁 和歌山縣方言

67 テングサ？ ぶとくさ 和歌山県 和歌山県植物方言集

68 テングサ － ぶとぐさ 不明 和歌山県植物方言集

69 テングサ類 － てぐさ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

カサマツ科
70 カモガシラノリ Dermonema とーやまのり 和歌山県 和歌山県植物方言集

ウシケノリ科
71 アサクサノリ アマノリ Porphyra あまのり 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

72 アサクサノリ アマノリ Porphyra のり 日高郡 和歌山県植物方言集

73 アサクサノリ アマノリ Porphyra わかのり 和歌山市和歌浦 和歌山県植物方言集

74 アサクサノリ アマノリ Porphyra わかのり 海草 和歌山縣方言

75 アマノリ アマノリ Porphyra かわのり 海草・日高・西牟婁 和歌山縣方言

76 アマノリ アマノリ Porphyra さくらのり 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

（藻類に関するその他の表記）
77 藻 もぉ 紀北 紀州の方言

78 藻 もぉ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

79 藻 もお 橋本 橋本の方言

80 藻類 もー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

81 ヨメノリ さくらのり 西牟婁 和歌山縣方言

コ ケ 類
ゼニゴケ科

82 ゼニゴケ ゼニゴケ Marchantia うずらぐさ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

83 ゼニゴケ ゼニゴケ Marchantia たんごけ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

シ ダ 類
マツバラン科

84 マツバラン マツバラン Psilotum ちくらん 田辺市 和歌山県植物方言集

85 マツバラン マツバラン Psilotum ちくらん 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

86 マツバラン マツバラン Psilotum ほうきらし 西牟婁 和歌山縣方言

87 マツバラン マツバラン Psilotum ほーきらん 東富田、那智、新宮 和歌山縣方言（其二）

88 マツバラン マツバラン Psilotum ほーきらん 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

89 マツバラン マツバラン Psilotum ほーけらん 日高郡一般 和歌山県植物方言集

ヒカゲノカズラ科
90 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium あみくさ 小口郷 信愛紀要・第３号

91 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium あみくさ 小口 紀伊植物誌１

92 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium あみくさ 小口郷 紀伊植物誌１

93 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium おおかみさまのたすき 七川 紀伊植物誌１

94 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium おおかみさまのたすき 七川郷 紀伊植物誌１

95 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium おーがみさんのくちひげ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

96 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium おぉかめぐさ 紀南 紀州の方言

97 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium おーかめぐさ 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

98 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium おにのくちひげ 小口郷 信愛紀要・第３号

99 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium おにのくちひげ 東牟婁郡色川・四村 和歌山県植物方言集

100 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium おにのくちひげ 本宮、小口村 紀伊植物誌１
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101 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium おにのくちひげ 小口郷 紀伊植物誌１

102 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium おにのくちひげ 本宮 紀伊植物誌１

103 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium かみなりのくちひげ 日高郡美山村 紀伊植物誌１

104 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium かみなりのくちひげ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

105 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

106 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

107 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのお 田辺、高野山 紀伊植物誌１

108 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのお 高野山 紀伊植物誌１

109 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのお 高野・田辺 紀伊植物誌１

110 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのお 伊都地方 紀伊植物誌 II

111 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのおび 田辺市 和歌山県植物方言集

112 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのくびまき 花園村 紀伊植物誌 II

113 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのくびまき 伊都地方 紀伊植物誌 II

114 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのしっぽ 高野山相ノ浦 紀伊植物誌 II

115 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのしっぽ 伊都地方 紀伊植物誌 II

116 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのたすき 田辺 和歌山縣方言（其二）

117 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのたすき 紀南 紀州の方言

118 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのたすき 西牟婁郡、田辺市 和歌山県植物方言集

119 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのたすき 紀北の平原地帯、高野山、七川など 紀伊植物誌１

120 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのたすき 高野山 紀伊植物誌１

121 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのたすき 七川郷 紀伊植物誌１

122 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのたすき 紀北一般 紀伊植物誌１

123 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのたすき 花園村 紀伊植物誌 II

124 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのたすき 伊都地方 紀伊植物誌 II

125 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのはらかけ 高野山相ノ浦 紀伊植物誌 II

126 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium きつねのはらかけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

127 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium さるのくちひげ 田辺、北山村 紀伊植物誌１

128 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium さるのくちひげ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

129 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium さるのたすき 新宮市 和歌山県植物方言集

130 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium さるのたすき 新宮 紀伊植物誌１

131 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium じんがらび 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

132 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium たすき 七川 紀伊植物誌１

133 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium たすき 七川郷 紀伊植物誌１

134 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium たぬきのくびまき 北山村 紀伊植物誌１

135 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium たぬきのくびまき 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

136 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium てんぐのくびまき 花園村 紀伊植物誌 II

137 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium てんぐのくびまき 伊都地方 紀伊植物誌 II

138 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium ひとでくさ 七川 紀伊植物誌１

139 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium ひとでぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

140 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やまのかみのくちひげ 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

141 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やまのかみのくびい 東牟婁 和歌山縣方言

142 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やまのかみのくびかけ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

143 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やまのかみのたすう 日高 和歌山縣方言

144 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やまのかみのたすき 日高郡 和歌山縣方言（其二）

145 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やまのかみのたすき 日高郡山路、新宮市 和歌山県植物方言集

146 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やまのかみのたすき 新宮・竜神 紀伊植物誌１

147 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やまのかみのたすき 龍神 紀伊植物誌１

148 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やまのかみのたすき 新宮・日高郡山路 紀伊植物誌１

149 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やままくり 小口郷 信愛紀要・第３号

150 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やままくり 新宮市、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

151 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やままくり 新宮、小口、七川 紀伊植物誌１

152 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やままくり 小口郷 紀伊植物誌１

153 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やままくり 七川郷 紀伊植物誌１

154 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ Lycopodium やまんばのたすき 竜神 紀伊植物誌１

155 マンネンスギ ヒカゲノカズラ Lycopodium いしどうすぎ 花園 紀伊植物誌１

156 マンネンスギ ヒカゲノカズラ Lycopodium いしどうすぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II
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157 マンネンスギ ヒカゲノカズラ Lycopodium すぎらん 龍神 紀伊植物誌１

158 マンネンスギ ヒカゲノカズラ Lycopodium まんねんぐさ 紀北 紀州の方言

159 マンネンスギ ヒカゲノカズラ Lycopodium まんねんぐさ 伊都 和歌山縣方言

160 ミズスギ ヒカゲノカズラ Lycopodium さわすぎ 西牟婁 和歌山縣方言

イワヒバ科
161 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわしのぶ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

162 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわひば 花園村 紀伊植物誌 II

163 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわまつ 紀南 紀州の方言

164 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわまつ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

165 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわまつ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

166 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわまつ 太地 熊野太地の伝承

167 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわまつ 印南町 印南町史（資料編）

168 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわまつ 海草郡南野上、日高郡龍神、西牟婁郡、東牟婁郡色川、新宮市

和歌山県植物方言集

169 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわまつ 竜神・山路・清水・花園、和歌山県各地 紀伊植物誌１

170 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわまつ 七川郷 紀伊植物誌１

171 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわまつ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

172 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわまつ 花園村 紀伊植物誌 II

173 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわまつ 伊都地方 紀伊植物誌 II

174 イワヒバ イワヒバ Selaginella いわまつ 東牟婁 和歌山縣方言

175 イワヒバ イワヒバ Selaginella ひば 花園村 紀伊植物誌 II

176 イワヒバ イワヒバ Selaginella ゆくまつ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

177 イワヒバ イワヒバ Selaginella ゆわまつ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

178 カタヒバ イワヒバ Selaginella いわたけそう 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

トクサ科
179 イヌスギナ トクサ Equisetum ぬまどくさ 西牟婁 和歌山縣方言

180 イヌドクサ トクサ Equisetum かわらどくさ 西牟婁 和歌山縣方言

181 イヌドクサ トクサ Equisetum つぎつぎ 有田郡保田 和歌山県植物方言集

182 スギナ トクサ Equisetum うまのこめのめし 和歌山県 紀伊植物誌１

183 スギナ トクサ Equisetum かみなりのへそ 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

184 スギナ トクサ Equisetum じごくのじずえがき 大隅 紀伊植物誌１

185 スギナ トクサ Equisetum すぎくさ 紀南 紀州の方言

186 スギナ トクサ Equisetum すぎくさ 敷屋 紀伊植物誌１

187 スギナ トクサ Equisetum すぎくさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

188 スギナ トクサ Equisetum すぎくさ 東牟婁 和歌山縣方言

189 スギナ トクサ Equisetum すぎぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

190 スギナ トクサ Equisetum すぎな 七川郷 紀伊植物誌１

191 スギナ トクサ Equisetum すぎな 伊都地方 紀伊植物誌 II

192 スギナ トクサ Equisetum すぎなえぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

193 スギナ トクサ Equisetum すぎなぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

194 スギナ トクサ Equisetum すぎなぐさ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

195 スギナ トクサ Equisetum すげな 伊都地方 紀伊植物誌 II

196 スギナ トクサ Equisetum そうめん 敷屋 紀伊植物誌１

197 スギナ トクサ Equisetum そーめん 有田郡五西月 和歌山県植物方言集

198 スギナ トクサ Equisetum たけのこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

199 スギナ トクサ Equisetum ちいちくぼう 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

200 スギナ トクサ Equisetum つぎくさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

201 スギナ トクサ Equisetum つぎくさ 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

202 スギナ トクサ Equisetum つぎつぎ 海草郡南野上、有田郡五西月 和歌山県植物方言集

203 スギナ トクサ Equisetum つぎつぎ 和歌山県 紀伊植物誌１

204 スギナ トクサ Equisetum つぎつぎぐさ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

205 スギナ トクサ Equisetum つぎつぎぐさ 和歌山県 紀伊植物誌１

206 スギナ トクサ Equisetum つぎつぎぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

207 スギナ トクサ Equisetum つぎつぎぐさ 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）
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208 スギナ トクサ Equisetum つぎつぎばな 日高町 日高町誌（下巻）

209 スギナ トクサ Equisetum つぎつぎぼんぼ 七川郷 紀伊植物誌１

210 スギナ トクサ Equisetum つぎのこ 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

211 スギナ トクサ Equisetum つぎめぐさ 北山村 紀伊植物誌１

212 スギナ トクサ Equisetum つぎめぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

213 スギナ トクサ Equisetum つぎめぐさ 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

214 スギナ トクサ Equisetum つくし 伊都地方 紀伊植物誌 II

215 スギナ トクサ Equisetum つくしのおや 敷屋 紀伊植物誌１

216 スギナ トクサ Equisetum つくしんぼ 和歌山県 紀伊植物誌１

217 スギナ トクサ Equisetum つくつくぼうし 伊都地方 紀伊植物誌 II

218 スギナ トクサ Equisetum つくつくぼうし 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

219 スギナ トクサ Equisetum つくつくぼうし 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・西牟婁・東牟婁

和歌山縣方言

220 スギナ トクサ Equisetum つくつくぼぉし 紀北、紀南 紀州の方言

221 スギナ トクサ Equisetum つくつくぼーし 和歌山市、海草郡、那賀郡、伊都郡、有田郡、日高郡御坊、

西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

222 スギナ トクサ Equisetum とぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

223 スギナ トクサ Equisetum ほうしこ 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

224 スギナ トクサ Equisetum まつばぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

225 トクサ トクサ Equisetum とぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

ハナヤスリ科
226 オオハナワラビ ハナワラビ Botrychium かんわらび 七川郷 紀伊植物誌１

227 フユノハナワラビ ハナワラビ Botrychium かんわらび 七川郷 紀伊植物誌１

228 フユノハナワラビ ハナワラビ Botrychium のぜり 伊都地方 紀伊植物誌 II

リュウビンタイ科
229 リュウビンタイ リュウビンタイ Angiopteris かなしだ 和歌山県 和歌山県植物方言集

ゼンマイ科
230 ゼンマイ ゼンマイ Osmunda おにぜんまい 伊都地方 紀伊植物誌 II

231 ゼンマイ ゼンマイ Osmunda からすのつめ 七川郷 紀伊植物誌１

232 ゼンマイ ゼンマイ Osmunda ぜんまい 七川郷 紀伊植物誌１

233 ゼンマイ ゼンマイ Osmunda ぜんまい 伊都地方 紀伊植物誌 II

234 ゼンマイ ゼンマイ Osmunda ぜんまいしだ 七川郷 紀伊植物誌１

235 ゼンマイ ゼンマイ Osmunda でんまい 日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

236 ゼンマイ ゼンマイ Osmunda ほどろ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

237 ゼンマイ ゼンマイ Osmunda れんまい 橋本 橋本の方言

キジノオシダ科
238 オオキジノオ キジノオシダ Plagiogyria やまどりしだ 七川郷 紀伊植物誌１

239 キジノオシダ キジノオシダ Plagiogyria いわしだ 七川郷 紀伊植物誌１

240 ヤマソテツ キジノオシダ Plagiogyria とらのお 上三栖村 紀州採薬紀

ウラジロ科
241 コシダ コシダ Dicranopteris おにっこしだ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

242 コシダ コシダ Dicranopteris くましだ 七川郷 紀伊植物誌１

243 コシダ コシダ Dicranopteris こしだ 竜神 紀伊植物誌１

244 コシダ コシダ Dicranopteris こましだ 新宮 和歌山県植物方言集

245 コシダ コシダ Dicranopteris ごましだ 那賀 和歌山縣方言

246 コシダ コシダ Dicranopteris ごまんじょ 海草郡東山東・南野上 和歌山県植物方言集

247 コシダ コシダ Dicranopteris ごまんじょう 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

248 コシダ コシダ Dicranopteris ごまんじょー 那賀郡 和歌山県植物方言集

249 コシダ コシダ Dicranopteris ごまんど 伊都地方 紀伊植物誌 II

250 コシダ コシダ Dicranopteris こめしだ 日高町 日高町誌（下巻）

251 コシダ コシダ Dicranopteris こめしだ 東牟婁郡、新宮市 和歌山県植物方言集
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252 コシダ コシダ Dicranopteris こめしだ 東牟婁 和歌山縣方言

253 コシダ コシダ Dicranopteris さかな 敷屋 紀伊植物誌１

254 コシダ コシダ Dicranopteris しだ 有田郡津木 和歌山県植物方言集

255 コシダ コシダ Dicranopteris しだ 敷屋 紀伊植物誌１

256 コシダ コシダ Dicranopteris しだ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

257 コシダ コシダ Dicranopteris ひゅうびしだ 小口郷 信愛紀要・第３号

258 コシダ コシダ Dicranopteris ひゅうびしだ 小口郷 紀伊植物誌１

259 コシダ コシダ Dicranopteris ひゅーりしだ 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

260 コシダ コシダ Dicranopteris ひりゅうしだ 小口郷 信愛紀要・第３号

261 コシダ コシダ Dicranopteris ひりゅうしだ 小口郷 紀伊植物誌１

262 コシダ コシダ Dicranopteris むつしだ 東牟婁郡色川・太田・那智 和歌山県植物方言集

263 ウラジロ ウラジロ Gleichenia うらじろ 小口郷 信愛紀要・第３号

264 ウラジロ ウラジロ Gleichenia うらじろ 小口郷 紀伊植物誌１

265 ウラジロ ウラジロ Gleichenia うらじろ 伊都地方 紀伊植物誌 II

266 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おおしだ 七川郷 紀伊植物誌１

267 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おーしだ 和歌山市、東牟婁郡色川・高池・三里・四村 和歌山県植物方言集

268 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おかざり 西牟婁郡新庄 和歌山県植物方言集

269 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おにこ 和歌山市、日高郡三尾 和歌山県植物方言集

270 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おにこしだ 日高郡矢田 和歌山県植物方言集

271 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おにしだ 紀南 紀州の方言

272 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おにしだ 日高町 日高町誌（下巻）

273 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おにしだ 小口郷 信愛紀要・第３号

274 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おにしだ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

275 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おにしだ 海草郡南野上、有田郡広・湯浅・石垣・鳥屋城・藤並・五村・津木、

日高郡比井崎・稲原・志賀・矢田、西牟婁郡、東牟婁郡色川・太田・

那智、新宮市 和歌山県植物方言集

276 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おにしだ 小口郷 紀伊植物誌１

277 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おにしだ 敷屋 紀伊植物誌１

278 ウラジロ ウラジロ Gleichenia おにっこ 那賀郡、海草郡南野上、日高郡早蘇 和歌山県植物方言集

279 ウラジロ ウラジロ Gleichenia かざり 紀南 紀州の方言

280 ウラジロ ウラジロ Gleichenia かざり 伊都郡笠田・四郷・紀見・九度山・隅田・信太・橋本、

那賀郡小倉・岩出 和歌山県植物方言集

281 ウラジロ ウラジロ Gleichenia かざり 伊都地方 紀伊植物誌 II

282 ウラジロ ウラジロ Gleichenia かざり 西牟婁 和歌山縣方言

283 ウラジロ ウラジロ Gleichenia かざりしだ 伊都地方 紀伊植物誌 II

284 ウラジロ ウラジロ Gleichenia がまんど 海草郡岡崎 和歌山県植物方言集

285 ウラジロ ウラジロ Gleichenia くましだ 紀南 紀州の方言

286 ウラジロ ウラジロ Gleichenia くましだ 小口郷 信愛紀要・第３号

287 ウラジロ ウラジロ Gleichenia くましだ 日高郡中山路、西牟婁郡栗栖川・生馬・近野、田辺市

和歌山県植物方言集

288 ウラジロ ウラジロ Gleichenia くましだ 小口郷 紀伊植物誌１

289 ウラジロ ウラジロ Gleichenia くましだ 山路 紀伊植物誌１

290 ウラジロ ウラジロ Gleichenia くましだ 西牟婁 和歌山縣方言

291 ウラジロ ウラジロ Gleichenia くまっこしだ 田辺市 和歌山県植物方言集

292 ウラジロ ウラジロ Gleichenia くまっちょ 田辺市 和歌山県植物方言集

293 ウラジロ ウラジロ Gleichenia こまっちょしだ 日高郡真妻 和歌山県植物方言集

294 ウラジロ ウラジロ Gleichenia ごまんじょ 海草郡東山東、伊都郡笠田、那賀郡安楽川 和歌山県植物方言集

295 ウラジロ ウラジロ Gleichenia ごまんぞ 海草郡東山東 和歌山県植物方言集

296 ウラジロ ウラジロ Gleichenia ごまんど 海草郡岡崎 和歌山県植物方言集

297 ウラジロ ウラジロ Gleichenia しだ 和歌山市、海草郡中野上・東野上・長谷毛原・下神野、東牟婁郡色川

和歌山県植物方言集

298 ウラジロ ウラジロ Gleichenia しだ 七川郷 紀伊植物誌１

299 ウラジロ ウラジロ Gleichenia しだ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

300 ウラジロ ウラジロ Gleichenia しだっこ 海草郡塩津 和歌山県植物方言集

301 ウラジロ ウラジロ Gleichenia しょーがつしだ 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

302 ウラジロ ウラジロ Gleichenia しんだ 奈良県吉野郡十津川村下葛川 紀伊植物誌１
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303 ウラジロ ウラジロ Gleichenia ふなが 西牟婁郡和深・田並 和歌山県植物方言集

304 ウラジロ ウラジロ Gleichenia ほなが 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

305 ウラジロ ウラジロ Gleichenia ほなが 小口郷 信愛紀要・第３号

306 ウラジロ ウラジロ Gleichenia ほなが 日高郡龍神・寒川、東牟婁郡色川・小川・三尾川・四村・太田・那智

和歌山県植物方言集

307 ウラジロ ウラジロ Gleichenia ほなが 小口郷 紀伊植物誌１

308 ウラジロ ウラジロ Gleichenia ほなが 竜神 紀伊植物誌１

309 ウラジロ ウラジロ Gleichenia ほながしだ 西牟婁郡三舞 和歌山県植物方言集

310 ウラジロ ウラジロ Gleichenia ほんしだ 日高郡中山路 和歌山県植物方言集

311 ウラジロ ウラジロ Gleichenia ほんしだ 山路 紀伊植物誌１

312 ウラジロ ウラジロ Gleichenia まよば 有田郡石垣 和歌山県植物方言集

フサシダ科
313 カニクサ カニクサ Lygodium いしがきしのぶ 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

314 カニクサ カニクサ Lygodium がにかずら 竜神 紀伊植物誌１

315 カニクサ カニクサ Lygodium かにくさ 岩田 和歌山縣方言（其二）

316 カニクサ カニクサ Lygodium こんぶぐさ 有田郡鳥屋城 和歌山県植物方言集

317 カニクサ カニクサ Lygodium しゃみせんかずら 紀北一帯 和歌山県植物方言集

318 カニクサ カニクサ Lygodium しゃみせんかずら 七川郷 紀伊植物誌１

319 カニクサ カニクサ Lygodium しゃみせんかずら 東牟婁郡北山村大沼、紀北 紀伊植物誌１

320 カニクサ カニクサ Lygodium しゃみせんかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

321 カニクサ カニクサ Lygodium しゃみせんぐさ 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

322 カニクサ カニクサ Lygodium しゃみせんづる 紀北 紀伊植物誌１

323 カニクサ カニクサ Lygodium つるしのぶ 西牟婁 和歌山縣方言

324 カニクサ カニクサ Lygodium はりがね 敷屋 紀伊植物誌１

325 カニクサ カニクサ Lygodium ぴんぴんかずら 新宮市 和歌山県植物方言集

326 カニクサ カニクサ Lygodium ぴんぴんかずら 新宮 紀伊植物誌１

327 カニクサ カニクサ Lygodium ぴんぴんかずら 東牟婁 和歌山縣方言

328 カニクサ カニクサ Lygodium ぴんぴんぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

329 カニクサ カニクサ Lygodium ぴんぴんぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

330 カニクサ カニクサ Lygodium ぺんぺんかずら 七川郷 紀伊植物誌１

331 カニクサ カニクサ Lygodium もといかずら 新宮市 和歌山県植物方言集

332 カニクサ カニクサ Lygodium もといかずら 新宮市 和歌山県植物方言集

333 カニクサ カニクサ Lygodium もといかずら 東牟婁 和歌山縣方言

コケシノブ科
334 ハイホラゴケ アオホラゴケ Crepidomanes こがねしのぶ 伊都・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

コバノイシカグマ科
335 ユノミネシダ ユノミネシダ Histiopteris おんせんしだ 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

336 イシカグマ フモトシダ Microlepia しのぶ 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

337 ワラビ ワラビ Pteridium しだ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

338 ワラビ ワラビ Pteridium でんまい 橋本 橋本の方言

339 ワラビ ワラビ Pteridium でんまい 日高・東牟婁 和歌山縣方言

340 ワラビ ワラビ Pteridium ほとろ 小口郷 信愛紀要・第３号

341 ワラビ ワラビ Pteridium ほとろ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

342 ワラビ ワラビ Pteridium ほとろ 小口郷 紀伊植物誌１

343 ワラビ ワラビ Pteridium ほとろ 伊都地方 紀伊植物誌 II

344 ワラビ ワラビ Pteridium わらび 小口郷 信愛紀要・第３号

345 ワラビ ワラビ Pteridium わらび 小口郷 紀伊植物誌１

346 ワラビ ワラビ Pteridium わらび 伊都地方 紀伊植物誌 II

ホングウシダ科
347 ホラシノブ ホラシノブ Sphenomeris くすね 七川郷 紀伊植物誌１

348 ホラシノブ ホラシノブ Sphenomeris しのぶ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

349 ホラシノブ ホラシノブ Sphenomeris しのぶ 七川郷 紀伊植物誌１
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350 ホラシノブ ホラシノブ Sphenomeris しのぶ 東牟婁 和歌山縣方言

シノブ科
351 シノブ シノブ Davallia しのぶ 竜神・清水・花園、和歌山県各地 紀伊植物誌１

ホウライシダ科
352 クジャクシダ ホウライシダ Adiantum てんぐのうちわ 花園村 紀伊植物誌 II

353 クジャクシダ ホウライシダ Adiantum てんぐのうちわ 伊都地方 紀伊植物誌 II

354 クジャクシダ ホウライシダ Adiantum はりがねしだ 花園村 紀伊植物誌 II

355 クジャクシダ ホウライシダ Adiantum はりがねしだ 伊都地方 紀伊植物誌 II

356 ハコネシダ ホウライシダ Adiantum おとないさう 岩田 和歌山縣方言（其二）

357 ハコネシダ ホウライシダ Adiantum すしたで 東牟婁 和歌山縣方言

358 ハコネシダ、箱根草 ホウライシダ Adiantum すしたで 紀南 紀州の方言

359 ハコネシダ ホウライシダ Adiantum はこねそう 東牟婁 和歌山縣方言

360 ハコネシダ ホウライシダ Adiantum はこねそー 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

361 ヒメウラジロ エビガラシダ Cheilanthes しろしだ 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

イノモトソウ科
362 イノモトソウ イノモトソウ Pteris えのもとそー 新宮市 和歌山県植物方言集

363 イノモトソウ イノモトソウ Pteris とりあし 紀北一帯 和歌山県植物方言集

364 イノモトソウ イノモトソウ Pteris とりあし 伊都地方 紀伊植物誌 II

365 イノモトソウ イノモトソウ Pteris とりのあし 紀北一帯 和歌山県植物方言集

366 イノモトソウ イノモトソウ Pteris とりのあし 伊都地方 紀伊植物誌 II

チャセンシダ科
367 オオタニワタリ チャセンシダ Asplenium たにわたり 西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

368 ヒノキシダ チャセンシダ Asplenium つるしだ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

シシガシラ科
369 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum おしだ 伊都地方 紀伊植物誌 II

370 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum かんてつ 竜神 紀伊植物誌１

371 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum さかな 小口郷 信愛紀要・第３号

372 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum さかな 小口郷 紀伊植物誌１

373 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum さば 小口郷 信愛紀要・第３号

374 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum さば 小口郷 紀伊植物誌１

375 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum たましだ 伊都地方 紀伊植物誌 II

376 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum のこぎりそー 有田郡津木 和歌山県植物方言集

377 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum むかでぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

378 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum むかでしだ 花園村 紀伊植物誌 II

379 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum むかでしだ 伊都地方 紀伊植物誌 II

380 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum やましだ 山路 紀伊植物誌１

381 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum やまそてつ 新宮市 和歌山県植物方言集

382 シシガシラ ヒリュウシダ Blechnum やまどりしだ 竜神 紀伊植物誌１

オシダ科
383 オニヤブソテツ ヤブソテツ Cyrtomium おにしだ 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

384 オニヤブソテツ ヤブソテツ Cyrtomium おにっこ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

385 クマワラビ オシダ Dryopteris いわしだ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

386 クマワラビ オシダ Dryopteris おにぜんまい 花園村 紀伊植物誌 II

387 クマワラビ オシダ Dryopteris おにぜんまい 伊都地方 紀伊植物誌 II

388 イノデ イノデ Polystichum やまどりしだ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

389 イノデ イノデ Polystichum やまどりしだ 竜神 紀伊植物誌１

390 イノデ類 イノデ Polystichum くししだ 七川郷 紀伊植物誌１

391 イノデ類 イノデ Polystichum やまどりしだ 七川郷 紀伊植物誌１
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ヒメシダ科
392 ゲジゲジシダ ヒメシダ Thelypteris むかでしだ 七川郷 紀伊植物誌１

393 ヒメハシゴシダ ヒメシダ Thelypteris からくさしだ 西牟婁 和歌山縣方言

394 ヒメワラビ ヒメシダ Thelypteris やまどりしだ 龍神 紀伊植物誌１

395 ホシダ ヒメシダ Thelypteris さかな 有田郡南広・五西月 和歌山県植物方言集

イワデンダ科
396 イヌワラビ メシダ Athyrium こしな 牟婁の深山 和歌山縣方言（其二）

397 イヌワラビ メシダ Athyrium とりがくし 花園村 紀伊植物誌 II

398 イヌワラビ メシダ Athyrium とりがくし 伊都地方 紀伊植物誌 II

399 シケシダ オオシケシダ Deparia さかなぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

400 ホソバシケシダ オオシケシダ Deparia さかなぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

401 イヌガンソク コウヤワラビ Onoclea おにぜんまい 伊都地方 紀伊植物誌 II

ウラボシ科
402 イワヒトデ イワヒトデ Colysis ぜんまいしのぶ 和歌山県 和歌山県植物方言集

403 イワヒトデ イワヒトデ Colysis ぜんまいしのぶ 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

404 イワヒトデ イワヒトデ Colysis ぜんまいしのぶ 西牟婁 和歌山縣方言

405 ミツデウラボシ ミツデウラボシ Crypsinus やいとぐさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

406 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum からすのぜに 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

407 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum さるのぜに 新宮市 和歌山県植物方言集

408 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぜに 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

409 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぜにかずら 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

410 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぜにくさ 小口郷 信愛紀要・第３号

411 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぜにくさ 小口郷 紀伊植物誌１

412 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぜにぐさ 七川郷、古座川町明神方面 紀伊植物誌１

413 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぜにごけ 小口郷 信愛紀要・第３号

414 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぜにごけ 小口郷 紀伊植物誌１

415 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぜにごけ 七川郷 紀伊植物誌１

416 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぜにごけ 東牟婁郡北山村大沼、本宮 紀伊植物誌１

417 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぱちぱちぐさ 小口郷 信愛紀要・第３号

418 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぱちぱちぐさ 小口郷 紀伊植物誌１

419 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぱっちり 七川郷 紀伊植物誌１

420 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum ぽっちり 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

421 マメヅタ マメヅタ Lemmaphyllum むかでぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

422 ノキシノブ ノキシノブ Lepisorus きんそう 東牟婁郡七川方面（古座川町） 紀伊植物誌１

423 ノキシノブ ノキシノブ Lepisorus きんそう 七川郷 紀伊植物誌１

424 ノキシノブ ノキシノブ Lepisorus くそふうらん 紀北地方 紀伊植物誌１

425 ノキシノブ ノキシノブ Lepisorus くそふうらん 伊都地方 紀伊植物誌 II

426 ノキシノブ ノキシノブ Lepisorus やつめらん 紀南地方 紀伊植物誌１

427 ノキシノブ ノキシノブ Lepisorus やつめらん 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

428 ノキシノブ ノキシノブ Lepisorus やつめらん 西牟婁 和歌山縣方言

429 ヒメノキシノブ ノキシノブ Lepisorus よろいらん 西牟婁 和歌山縣方言

430 ヌカボシクリハラン ヌカボシクリハラン Microsorium ぬかぼししだ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

431 アオネカズラ エゾデンダ Polypodium いわがらみ 七川郷 紀伊植物誌１

432 アオネカズラ エゾデンダ Polypodium さるのしやうが 高野、清川、三川 和歌山縣方言（其二）

433 アオネカズラ エゾデンダ Polypodium さるのしょーが 和歌山県 和歌山県植物方言集

434 オシャグジデンダ エゾデンダ Polypodium おしゃごじでんだ 伊都 和歌山縣方言

435 オシャグジデンダ エゾデンダ Polypodium おしゃごじでんだ 伊都郡 和歌山県植物方言集

436 イワオモダカ ヒトツバ Pyrrosia いわおもだか 伊都地方 紀伊植物誌 II

437 イワオモダカ ヒトツバ Pyrrosia いわもっこう 伊都地方 紀伊植物誌 II

438 ヒトツバ ヒトツバ Pyrrosia きつねのせきだ 紀南 紀州の方言

439 ヒトツバ ヒトツバ Pyrrosia きつねのせきだ 新宮市 和歌山県植物方言集

440 ヒトツバ ヒトツバ Pyrrosia ちどめ 日高郡和田・伊奈 和歌山県植物方言集

441 ヒトツバ ヒトツバ Pyrrosia ひとつば 七川郷 紀伊植物誌１
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442 ヒトツバ ヒトツバ Pyrrosia ひとつば 岩坂邊 紀州採薬紀

（シダ類に関するその他の表記）
443 シダ ふなが 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

444 シダ ふなが 西牟婁 和歌山縣方言

445 ワラビ、ゼンマイ でんまい 紀北、紀南 紀州の方言

裸 子 類
ソテツ科

446 ソテツ ソテツ Cycas ちどめのき 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

イチョウ科
447 イチョウ イチョウ Ginkgo ぎんなん 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

448 イチョウ イチョウ Ginkgo ぎんなんのき 紀北一帯、海草郡南野上 和歌山県植物方言集

マツ科
449 モミ モミ Abies もみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

450 カラマツ カラマツ Larix らくよーしょー 和歌山県 和歌山県植物方言集

451 アカマツ マツ Pinus あかまつ 竜神郷 紀伊植物誌１

452 アカマツ マツ Pinus めまつ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

453 アカマツ マツ Pinus めんまつ 口熊野 口熊野の方言

454 アカマツ マツ Pinus めんまつ 紀北、紀南 紀州の方言

455 アカマツ マツ Pinus めんまつ 日高町 日高町誌（下巻）

456 アカマツ マツ Pinus めんまつ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

457 アカマツ マツ Pinus めんまつ 印南町 印南町史（資料編）

458 アカマツ マツ Pinus めんまつ 海草郡南野上、伊都郡、那賀郡、有田郡、日高市御坊、西牟婁郡、

東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

459 アカマツ マツ Pinus めんまつ 竜神郷 紀伊植物誌１

460 アカマツ マツ Pinus めんまつ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

461 アカマツ マツ Pinus めんまつ 伊都地方 紀伊植物誌 II

462 アカマツ マツ Pinus めんまつ 橋本 橋本の方言

463 クロマツ マツ Pinus おとこまつ 和歌山県 和歌山県植物方言集

464 クロマツ マツ Pinus おまつ 和歌山県 和歌山県植物方言集

465 クロマツ マツ Pinus おんまつ 紀北、紀南 紀州の方言

466 クロマツ マツ Pinus おんまつ 日高町 日高町誌（下巻）

467 クロマツ マツ Pinus おんまつ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

468 クロマツ マツ Pinus おんまつ 印南町 印南町史（資料編）

469 クロマツ マツ Pinus おんまつ 全県下 和歌山県植物方言集

470 クロマツ マツ Pinus おんまつ 伊都地方 紀伊植物誌 II

471 クロマツ マツ Pinus おんまつ 和歌山県 和歌山方言集

472 クロマツ マツ Pinus おんまつ 海草・那賀・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

473 ゴヨウマツ マツ Pinus ごようのまつ 伊都地方 紀伊植物誌 II

474 ゴヨウマツ マツ Pinus ごよー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

475 ゴヨウマツ マツ Pinus ごよーのまつ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

476 ゴヨウマツ マツ Pinus ごよーまつ 日高郡御坊・東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

477 マツ マツ Pinus ちりまつ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

478 マツの実 マツ Pinus ちちりこ 那賀郡 和歌山県植物方言集

479 マツの実 マツ Pinus ちちりこ 那賀 和歌山縣方言

480 マツの実 マツ Pinus ちちろ 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

481 マツの実 マツ Pinus ちちろ 西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

482 マツの実 マツ Pinus ちちろ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

483 マツの実 マツ Pinus ちちろこ 日高郡、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

484 マツの実 マツ Pinus ちちろこ 日高・西牟婁 和歌山縣方言
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485 マツの実 マツ Pinus ちっちこ 那賀郡 和歌山県植物方言集

486 マツの実 マツ Pinus ちっちらこ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

487 マツの実 マツ Pinus ちっちらこ 橋本 橋本の方言

488 マツの実 マツ Pinus ちっちり 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

489 マツの実 マツ Pinus ちっちり 和歌山市、海草郡、那賀郡、有田郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

490 マツの実 マツ Pinus ちっちり 伊都地方 紀伊植物誌 II

491 マツの実 マツ Pinus ちっちり 和歌山県 和歌山方言集

492 マツの実 マツ Pinus ちっちりこ 和歌山市、海草郡、那賀郡、有田郡、日高郡、東牟婁郡

和歌山県植物方言集

493 マツの実 マツ Pinus ちっちろ 和歌山市、海草郡、有田郡 和歌山県植物方言集

494 マツの実 マツ Pinus ちんちろ 日高郡三尾、田辺市 和歌山県植物方言集

495 マツの枯落葉 マツ Pinus ごお 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

496 マツの落葉 マツ Pinus ごう 西牟婁 和歌山縣方言

497 マツの落葉 マツ Pinus ごぉ 紀北 紀州の方言

498 マツの落葉 マツ Pinus すくず 紀北 紀州の方言

499 マツの落葉 マツ Pinus すくず 和歌山県 和歌山方言集

500 マツの落葉 マツ Pinus すくぞ 紀北 紀州の方言

501 マツの落葉 マツ Pinus すくだ 東牟婁 和歌山縣方言

502 マツの落葉 マツ Pinus すくど 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

503 マツの落葉 マツ Pinus すくど 紀北 紀州の方言

504 マツの落葉 マツ Pinus すくど 海草・那賀・伊都・日高・西牟婁 和歌山縣方言

505 マツの落葉 マツ Pinus ずくろ 紀北 紀州の方言

506 荒神様にささげる松の切り枝 マツ Pinus こーじんまつ 和歌山県 和歌山方言集

507 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga かはき 紀伊 和歌山縣方言（其二）

508 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga かわき 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

509 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga かわき 小口郷 信愛紀要・第３号

510 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga かわき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

511 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga かわき 小口郷 紀伊植物誌１

512 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga かわき 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村平谷・田戸

紀伊植物誌１

513 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga かわき 和歌山県や奈良県の山村 紀伊植物誌 II

514 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga かわき 日高郡山路、東牟婁郡色川・小口 和歌山県植物方言集

515 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga かわきさわら 伊都・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

516 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga かわきとが 和歌山県や奈良県の山村 紀伊植物誌 II

517 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga かわきとが 日高郡山路、東牟婁郡色川・小口 和歌山県植物方言集

518 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga さわら 和歌山県 和歌山県植物方言集

519 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga つがさわら 和歌山県 和歌山県植物方言集

520 トガサワラ トガサワラ Pseudotsuga ひらき 花園 紀伊植物誌１

521 コメツガ ツガ Tsuga とが 和歌山県 和歌山県植物方言集

522 コメツガ ツガ Tsuga とがまつ 和歌山県 和歌山県植物方言集

523 ツガ ツガ Tsuga とが 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

524 ツガ ツガ Tsuga とが 海草郡南野上、日高郡御坊・山路、東牟婁郡色川、新宮市

和歌山県植物方言集

525 ツガ ツガ Tsuga とが 竜神・花園・清水・山路・高野山・その他各地 紀伊植物誌１

526 ツガ ツガ Tsuga とが 花園村 紀伊植物誌 II

527 ツガ ツガ Tsuga とが 伊都地方 紀伊植物誌 II

528 ツガ ツガ Tsuga とが 東牟婁 和歌山縣方言

529 ツガ ツガ Tsuga とがまつ 和歌山県 和歌山県植物方言集

530 モミ・ツガ類 － くろき 日高郡山路、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

スギ科
531 スギ スギ Cryptomeria しながわむき 紀伊 和歌山縣方言（其二）

532 スギ スギ Cryptomeria すぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

533 コウヨウザン コウヨウザン Cunninghamia おらんだもみ 和歌山県 和歌山県植物方言集
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コウヤマキ科
534 コウヤマキ コウヤマキ Sciadopitys こうやまき 竜神・清水・花園など和歌山県下共通 紀伊植物誌１

535 コウヤマキ コウヤマキ Sciadopitys こぉやまき 紀北 紀州の方言

536 コウヤマキ コウヤマキ Sciadopitys ほんまき 熊野山間 和歌山縣方言（其二）

537 コウヤマキ コウヤマキ Sciadopitys ほんまき 海草郡南野上、日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

538 コウヤマキ コウヤマキ Sciadopitys ほんまき 竜神・清水・花園など和歌山県下共通 紀伊植物誌１

539 コウヤマキ コウヤマキ Sciadopitys まき 海草郡南野上、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

540 コウヤマキ コウヤマキ Sciadopitys まき 熊野山間 和歌山縣方言（其二）

541 コウヤマキ コウヤマキ Sciadopitys まき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

542 コウヤマキ コウヤマキ Sciadopitys まき 竜神・清水・花園など和歌山県下共通 紀伊植物誌１

ヒノキ科
543 サワラ ヒノキ Chamaecyparis おけさわら 和歌山県 和歌山県植物方言集

544 スイリユウヒバ ヒノキ Chamaecyparis すいりょーひば 新宮市 和歌山県植物方言集

545 ヒノキ ヒノキ Chamaecyparis ひのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

546 ヒノキ ヒノキ Chamaecyparis ひば 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

547 ヒノキの葉 ヒノキ Chamaecyparis ひば 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

548 ヒムロ ヒノキ Chamaecyparis さつますぎ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

549 ヒムロ ヒノキ Chamaecyparis さつまひば 新宮市 和歌山県植物方言集

550 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus ひむろ 和歌山県 和歌山県植物方言集

551 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus ひもろすぎ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

552 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus ひもろすぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

553 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus ひもろすぎ 小口郷 紀伊植物誌１

554 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus ぶろのき 田辺市 和歌山県植物方言集

555 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus ふろんど 岩田 和歌山縣方言（其二）

556 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus ぶろんど 和歌山県 和歌山県植物方言集

557 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus むろ 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

558 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus むろのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

559 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus むろんど 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

560 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus むろんど 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

561 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろっぽ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

562 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろっぽ 花園 紀伊植物誌１

563 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろっぽ 伊都地方 紀伊植物誌 II

564 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろんじょ 和歌山県 和歌山県植物方言集

565 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろんじょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

566 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろんど 紀北 紀州の方言

567 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろんど 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

568 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろんど 印南町 印南町史（資料編）

569 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろんど 伊都郡 和歌山県植物方言集

570 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろんど 伊都地方 紀伊植物誌 II

571 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろんど 日高町 日高町誌（下巻）

572 ネズミサシ？ ネズミサシ Juniperus もろんど 伊都 和歌山縣方言

573 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

574 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろんぼ 海草 和歌山縣方言

575 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろんぼう 紀北 信愛紀要・第３号

576 ネズミサシ ネズミサシ Juniperus もろんぼう 紀北 紀伊植物誌１

577 ビャクシン ネズミサシ Juniperus いぶき 紀北、紀南 紀州の方言

578 ビャクシン ネズミサシ Juniperus いぶき 海草・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

579 ビャクシン ネズミサシ Juniperus しんぱく 和歌山県 和歌山県植物方言集

580 ビャクシン ネズミサシ Juniperus びゃくし 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

581 コノテガシワ ネズコ Thuja このてがえし 新宮市 和歌山県植物方言集

582 コノテガシワ ネズコ Thuja このてがえし 東牟婁 和歌山縣方言

583 コノテガシワ ネズコ Thuja てがしのき 花園村 紀伊植物誌 II

584 コノテガシワ ネズコ Thuja てがしのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

585 コノテガシワ ネズコ Thuja なんほく 伊都地方 紀伊植物誌 II
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586 コノテガシワ ネズコ Thuja なんぼくのき 花園村 紀伊植物誌 II

587 コノテガシワ ネズコ Thuja なんぼくのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

588 コノテガシワ ネズコ Thuja ひば 花園村 紀伊植物誌 II

589 コノテガシワ ネズコ Thuja ひば 伊都地方 紀伊植物誌 II

590 ネズコ ネズコ Thuja くろべすぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

591 ネズコ ネズコ Thuja ねず 和歌山県 和歌山県植物方言集

592 アスナロ アスナロ Thujopsis あすかび 山路地方 和歌山縣方言（其二）

593 アスナロ アスナロ Thujopsis あすかび 日高郡山路 和歌山県植物方言集

594 アスナロ アスナロ Thujopsis あすかび 山路 紀伊植物誌１

595 アスナロ アスナロ Thujopsis あすかべ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

596 アスナロ アスナロ Thujopsis さわら 花園村 紀伊植物誌 II

597 アスナロ アスナロ Thujopsis さわら 伊都地方 紀伊植物誌 II

マキ科
598 イヌマキ マキ Podocarpus いぬまき 伊都地方 紀伊植物誌 II

599 イヌマキ マキ Podocarpus くさまき 和歌山県 和歌山県植物方言集

600 イヌマキ マキ Podocarpus くそまき 海草郡南野上、那賀郡川筋一帯 和歌山県植物方言集

601 イヌマキ マキ Podocarpus くそまき 七川郷 紀伊植物誌１

602 イヌマキ マキ Podocarpus くそまき 伊都地方 紀伊植物誌 II

603 イヌマキ マキ Podocarpus まき 小口郷 信愛紀要・第３号

604 イヌマキ マキ Podocarpus まき 海草郡南野上・川筋一帯、日高郡御坊、東牟婁郡色川・那智、那賀郡

和歌山県植物方言集

605 イヌマキ マキ Podocarpus まき 小口郷 紀伊植物誌１

606 イヌマキ マキ Podocarpus まき 七川郷 紀伊植物誌１

607 イヌマキ マキ Podocarpus まき 伊都地方 紀伊植物誌 II

608 イヌマキ マキ Podocarpus まきのき 日高町 日高町誌（下巻）

609 ナギ マキ Podocarpus おにせんまい 日高町 日高町誌（下巻）

610 ナギ マキ Podocarpus おにせんまい 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

611 ナギ マキ Podocarpus ちからしば 和歌山県 和歌山県植物方言集

612 ナギ マキ Podocarpus ちからしば 小口郷 信愛紀要・第３号

613 ナギ マキ Podocarpus ちからしば 小口郷 紀伊植物誌１

614 ナギ マキ Podocarpus べんけいなかし 日高郡、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

615 ナギ マキ Podocarpus べんけいば 和歌山県 和歌山県植物方言集

616 ナギの果実 マキ Podocarpus かっつけだま 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

617 ラカンマキ マキ Podocarpus いぬまき 伊都地方 紀伊植物誌 II

618 ラカンマキ マキ Podocarpus にせまき 伊都地方 紀伊植物誌 II

イチイ科
619 イチイ イチイ Taxus あららぎ 竜神 紀伊植物誌１

620 イヌガヤ カヤ Torreya へいべ 紀伊 和歌山縣方言（其二）

621 イヌガヤ カヤ Torreya へび 小口郷 信愛紀要・第３号

622 イヌガヤ カヤ Torreya へび 日高郡切目、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

623 イヌガヤ カヤ Torreya へび 小口郷 紀伊植物誌１

624 イヌガヤ カヤ Torreya へび 七川郷 紀伊植物誌１

625 イヌガヤ カヤ Torreya へびのき 熊野地方 和歌山縣方言（其二）

626 イヌガヤ カヤ Torreya へびのき 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

627 イヌガヤ カヤ Torreya へびのき 七川郷 紀伊植物誌１

628 イヌガヤ カヤ Torreya へびのき 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

629 イヌガヤ カヤ Torreya へべ 熊野地方 和歌山縣方言（其二）

630 イヌガヤ カヤ Torreya へべ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

631 イヌガヤ カヤ Torreya へべ 有田郡八幡、西牟婁郡、東牟婁郡色川・小口、新宮市

和歌山県植物方言集

632 イヌガヤ カヤ Torreya へべ 七川郷 紀伊植物誌１

633 イヌガヤ カヤ Torreya へべ 北山郷 紀伊植物誌１

634 イヌガヤ カヤ Torreya へべ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

635 イヌガヤ カヤ Torreya へべ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１
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636 イヌガヤ カヤ Torreya へべがや 有田郡八幡、東牟婁郡小口、新宮市 和歌山県植物方言集

637 イヌガヤ カヤ Torreya へべがや 清水 紀伊植物誌１

638 イヌガヤ カヤ Torreya へべがや 花園村 紀伊植物誌 II

639 イヌガヤ カヤ Torreya へべがや 伊都地方 紀伊植物誌 II

640 イヌガヤ カヤ Torreya べべがや 伊都地方 紀伊植物誌 II

641 イヌガヤ カヤ Torreya へべのき 西牟婁郡近野、新宮市 和歌山県植物方言集

642 イヌガヤ カヤ Torreya へぼがや 日高郡 和歌山県植物方言集

643 イヌガヤ カヤ Torreya へぼのき 紀南 紀州の方言

644 イヌガヤ カヤ Torreya へぼのき 西牟婁郡、東牟婁郡、新宮市 和歌山県植物方言集

645 イヌガヤ カヤ Torreya へぼのき 東牟婁 和歌山縣方言

646 カヤ カヤ Torreya かや 伊都地方 紀伊植物誌 II

647 カヤ カヤ Torreya がや 和歌山県 和歌山県植物方言集

648 カヤ カヤ Torreya がや 東牟婁 和歌山縣方言

649 カヤ カヤ Torreya ほんがや 和歌山県 和歌山県植物方言集

650 チョウセンマキ カヤ Torreya えんこーまき 新宮市 和歌山県植物方言集

（裸子類に関するその他の表記）
651 杉、檜以外の針葉樹 くろき 口熊野 口熊野の方言

652 松栂樅等 くろき 東牟婁 和歌山縣方言

双 子 葉 類
キク科

653 ノブキ ノブキ Adenocaulon やまぶき 新宮市 和歌山県植物方言集

654 ヌマダイコン ヌマダイコン Adenostemma からすきぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

655 ヌマダイコン ヌマダイコン Adenostemma からすぎぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

656 テイショウソウ モミジハグマ Ainsliaea くまのはぐま 和歌山県 和歌山県植物方言集

657 テイショウソウ モミジハグマ Ainsliaea くまのはぐま 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

658 テイショウソウ モミジハグマ Ainsliaea くまのはぐま 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

659 カイザイク カイザイク Ammobium むぎわらそう 日高町 日高町誌（下巻）

660 ゴボウ ゴボウ Arctium ごぼ 紀北、紀南 紀州の方言

661 ゴボウ ゴボウ Arctium ごぼ 全県下 和歌山県植物方言集

662 ゴボウ ゴボウ Arctium ごぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

663 ゴボウ ゴボウ Arctium ごぼ 橋本 橋本の方言

664 ゴボウ ゴボウ Arctium ごぼ 和歌山市・有田・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

665 ゴボウ ゴボウ Arctium ごんぼ 口熊野 口熊野の方言

666 ゴボウ ゴボウ Arctium ごんぼ 紀北、紀南 紀州の方言

667 ゴボウ ゴボウ Arctium ごんぼ 印南町 印南町史（資料編）

668 ゴボウ ゴボウ Arctium ごんぼ 全県下 和歌山県植物方言集

669 ゴボウ ゴボウ Arctium ごんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

670 ゴボウ ゴボウ Arctium ごんぼ 橋本 橋本の方言

671 ゴボウ ゴボウ Arctium ごんぼ 和歌山県 和歌山方言集

672 ゴボウ ゴボウ Arctium ごんぼ 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁

和歌山縣方言

673 ゴボウ ゴボウ Arctium ごんぼー 古座地域 古座地域のはなしことば集

674 ゴボウ ゴボウ Arctium ごんぼー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

675 カワラヨモギ ヨモギ Artemisia かわらよむぎ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

676 ヨモギ ヨモギ Artemisia もむぎ 海草 和歌山縣方言

677 ヨモギ ヨモギ Artemisia よぐみ 口熊野 口熊野の方言

678 ヨモギ ヨモギ Artemisia よぐみ 紀南 紀州の方言

679 ヨモギ ヨモギ Artemisia よぐみ 日高郡野口 和歌山県植物方言集

680 ヨモギ ヨモギ Artemisia よぐみ 日高 和歌山縣方言

681 ヨモギ ヨモギ Artemisia よごみ 紀北、紀南 紀州の方言

682 ヨモギ ヨモギ Artemisia よごみ 古座地域 古座地域のはなしことば集
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683 ヨモギ ヨモギ Artemisia よごみ 敷屋 紀伊植物誌１

684 ヨモギ ヨモギ Artemisia よごみ 七川郷 紀伊植物誌１

685 ヨモギ ヨモギ Artemisia よごみ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

686 ヨモギ ヨモギ Artemisia よごみ 花園村 紀伊植物誌 II

687 ヨモギ ヨモギ Artemisia よごみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

688 ヨモギ ヨモギ Artemisia よごみ 橋本 橋本の方言

689 ヨモギ ヨモギ Artemisia よごみ 和歌山市・海草・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁

和歌山縣方言

690 ヨモギ ヨモギ Artemisia よむぎ 口熊野 口熊野の方言

691 ヨモギ ヨモギ Artemisia よむぎ 紀北、紀南 紀州の方言

692 ヨモギ ヨモギ Artemisia よむぎ 日高町 日高町誌（下巻）

693 ヨモギ ヨモギ Artemisia よむぎ 印南町 印南町史（資料編）

694 ヨモギ ヨモギ Artemisia よむぎ 海草郡南野上、有田郡一般、日高郡一般 和歌山県植物方言集

695 ヨモギ ヨモギ Artemisia よむぎ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

696 ヨモギ ヨモギ Artemisia よむぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

697 ヨモギ ヨモギ Artemisia よむぎ 橋本 橋本の方言

698 ヨモギ ヨモギ Artemisia よむぎ 和歌山県 和歌山方言集

699 ヨモギ ヨモギ Artemisia よむぎ 和歌山市・海草・那賀・日高・東牟婁 和歌山縣方言

700 ヨモギ ヨモギ Artemisia よもぎ 敷屋 紀伊植物誌１

701 ヨモギ ヨモギ Artemisia よもぎ 七川郷 紀伊植物誌１

702 ヨモギ ヨモギ Artemisia よもみ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

703 イナカギク シオン Aster しろよめな 西牟婁 和歌山縣方言

704 イナカギク シオン Aster のぎく 花園村 紀伊植物誌 II

705 イナカギク シオン Aster のぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II

706 コンギク シオン Aster まつな 和歌山県 紀伊植物誌 II

707 シラヤマギク シオン Aster うらじろ 花園村 紀伊植物誌 II

708 シラヤマギク シオン Aster うらじろ 伊都地方 紀伊植物誌 II

709 シラヤマギク シオン Aster まつな 日高郡山路 和歌山県植物方言集

710 センボンギク シオン Aster みすぎく 西牟婁 和歌山縣方言

711 センボンギク シオン Aster よめな 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

712 ノコンギク シオン Aster のぎく 海草郡南野上、日高郡御坊、新宮市 和歌山県植物方言集

713 ノコンギク シオン Aster のぎく 花園村 紀伊植物誌 II

714 ノコンギク シオン Aster のぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II

715 ノコンギク シオン Aster やまぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II

716 ホソバコンギク シオン Aster よめな 敷屋 紀伊植物誌１

717 ホソバコンギク シオン Aster よめなぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

718 アメリカセンダングサ センダングサ Bidens たかたうこぎ 和歌山市・海草 和歌山縣方言

719 センダングサ センダングサ Bidens いちび 十津川・北山村方面 紀伊植物誌１

720 センダングサ センダングサ Bidens いちべ 十津川・北山村方面 紀伊植物誌１

721 センダングサ センダングサ Bidens きつねのはり 海草郡南野上、有田郡湯浅・宮原・南広、日高郡御坊

和歌山県植物方言集

722 センダングサ センダングサ Bidens きつねのはり 伊都地方 紀伊植物誌 II

723 センダングサ センダングサ Bidens きつねのぼたん 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

724 センダングサ センダングサ Bidens ひっつき 敷屋方面 紀伊植物誌１

725 センダングサ センダングサ Bidens ひっつき 敷屋 紀伊植物誌１

726 センダングサsp. センダングサ Bidens きつねのはり 日高町 日高町誌（下巻）

727 センダングサsp. センダングサ Bidens きつねのはり 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

728 センダングサsp. センダングサ Bidens ひっつきむし 日高町 日高町誌（下巻）

729 タウコギ センダングサ Bidens さんひち 新宮市 和歌山県植物方言集

730 タウコギ センダングサ Bidens だがいそう 東牟婁 和歌山縣方言

731 タウコギ センダングサ Bidens たがいそー 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

732 モミジガサ コウモリソウ Cacalia いわな 七川郷 紀伊植物誌１

733 モミジガサ コウモリソウ Cacalia みずな 七川郷 紀伊植物誌１

734 モミジガサ コウモリソウ Cacalia もみじそう 伊都・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

735 モミジガサ コウモリソウ Cacalia やまのかぶとぎく 花園村 紀伊植物誌 II

736 モミジガサ コウモリソウ Cacalia やまのかぶとぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II
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737 キンセンカ キンセンカ Calendula のりのはな 日高町 日高町誌（下巻）

738 トウキンセン キンセンカ Calendula のりのはな 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

739 エゾギク エゾギク Callistephus あずまぎく 海草郡南野上、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

740 エゾギク エゾギク Callistephus おろしゃ 田辺市 和歌山県植物方言集

741 エゾギク エゾギク Callistephus おろしゃぎく 岩田 和歌山縣方言（其二）

742 エゾギク エゾギク Callistephus こんきく 紀北 紀州の方言

743 エゾギク エゾギク Callistephus こんきく 和歌山県 和歌山方言集

744 エゾギク エゾギク Callistephus こんぎく 和歌山市 和歌山県植物方言集

745 ガンクビソウ類？ ガンクビソウ Carpesium がんくびやぶたばこ 伊都・東牟婁 和歌山縣方言

746 サジガンクビソウ ガンクビソウ Carpesium やまたばこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

747 ベニバナ ベニバナ Carthamus こーか 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

748 トキンソウ トキンソウ Centipeda ちりちり 日高郡伊奈 和歌山県植物方言集

749 シュンギク シュンギク Chrysanthemum きくな 口熊野 口熊野の方言

750 シュンギク シュンギク Chrysanthemum きくな 紀北 紀州の方言

751 シュンギク シュンギク Chrysanthemum きくな 伊都地方 紀伊植物誌 II

752 シュンギク シュンギク Chrysanthemum しんきく 和歌山県 和歌山方言集

753 シュンギク シュンギク Chrysanthemum しんぎく 紀北、紀南 紀州の方言

754 シュンギク シュンギク Chrysanthemum しんぎく 古座地域 古座地域のはなしことば集

755 シュンギク シュンギク Chrysanthemum しんぎく 海草郡南野上、日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

756 シュンギク シュンギク Chrysanthemum しんぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II

757 シロムシヨケギク シュンギク Chrysanthemum きく 日高郡 和歌山県植物方言集

758 アザミ属 アザミ Cirsium いたいた 有田郡宮原・糸我 和歌山県植物方言集

759 アザミ類 アザミ Cirsium あざみ 七川郷 紀伊植物誌１

760 アザミ類 アザミ Cirsium あざみ 七川郷 紀伊植物誌１

761 アザミ類 アザミ Cirsium いばら 七川郷 紀伊植物誌１

762 アザミ類？ アザミ？ Cirsium？ きせるあざみ 海草・那賀 和歌山縣方言

763 ノアザミ アザミ Cirsium あかあざみ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

764 ノアザミ アザミ Cirsium あざみ 日高町 日高町誌（下巻）

765 ノアザミ アザミ Cirsium あざみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

766 ノアザミ アザミ Cirsium あざみいばら 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

767 ノアザミ アザミ Cirsium あだみ 海草郡南野上、日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

768 ノアザミ アザミ Cirsium うしのこめのめし 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

769 ノアザミ アザミ Cirsium きつねのおしろいはけ 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

770 ノハラアザミ アザミ Cirsium うしのこめのめし 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

771 ノハラアザミ アザミ Cirsium きつねのおしろいはけ 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

772 ハマアザミ アザミ Cirsium はまごぼう 熊野物産初志

773 ハマアザミ アザミ Cirsium はまごぼう 小浦 紀州採薬紀

774 ハマアザミ アザミ Cirsium はまごぼぉ 紀南 紀州の方言

775 ハマアザミ アザミ Cirsium はまごぼー 新宮市 和歌山県植物方言集

776 ハマアザミ アザミ Cirsium はまごんぼ 日高町 日高町誌（下巻）

777 ハマアザミ アザミ Cirsium はまごんぼ 日高郡海岸地方 和歌山県植物方言集

778 モリアザミ アザミ Cirsium やぶあざみ 海草・那賀・伊都・東牟婁 和歌山縣方言

779 ヤマアザミ アザミ Cirsium あだみ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

780 ヨシノアザミ アザミ Cirsium あざみ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

781 ヨシノアザミ アザミ Cirsium おにあざみ 日高町 日高町誌（下巻）

782 ヨシノアザミ アザミ Cirsium おにあざみ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

783 アレチノギク イズハハコ Conyza だいみょーそー 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

784 アレチノギク イズハハコ Conyza とーじんぐさ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

785 アレチノギク イズハハコ Conyza めくらぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

786 イズハハコ イズハハコ Conyza わたな 日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

787 オオアレチノギク イズハハコ Conyza くもつき 伊都地方 紀伊植物誌 II

788 オオアレチノギク イズハハコ Conyza とうろうぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

789 オオアレチノギク イズハハコ Conyza よんぼり 伊都地方 紀伊植物誌 II

790 ハルシャギク ハルシャギク Coreopsis ひろうどそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

791 ハルシャギク ハルシャギク Coreopsis びろーどそー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

792 ハルシャギク ハルシャギク Coreopsis びろどそ 伊都地方 紀伊植物誌 II
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793 コスモス コスモス Cosmos あきざくら 伊都地方 紀伊植物誌 II

794 アゼトウナ アゼトウナ Crepidiastrum きじなぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

795 ダリア テンジクボタン Dahlia けしぼたん 伊都地方 紀伊植物誌 II

796 ダリア テンジクボタン Dahlia けんしぼたん 伊都地方 紀伊植物誌 II

797 ダリア テンジクボタン Dahlia てんしぼたん 田辺付近 和歌山縣方言（其二）

798 ダリア テンジクボタン Dahlia てんしぼたん 紀北、紀南 紀州の方言

799 ダリア テンジクボタン Dahlia てんしぼたん 印南町 印南町史（資料編）

800 ダリア テンジクボタン Dahlia てんしぼたん 和歌山県 和歌山方言集

801 ダリア テンジクボタン Dahlia てんしぼたん 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

802 ダリア テンジクボタン Dahlia てんしぼたん 海草・那賀・伊都・日高 和歌山縣方言

803 アブラギク キク Dendranthema やまぎく 伊都郡河根 和歌山県植物方言集

804 イソギク キク Dendranthema しもかずき 紀南 紀州の方言

805 イソギク キク Dendranthema しもかづき 和歌山県 和歌山県植物方言集

806 イソギク キク Dendranthema しもかづき 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

807 キクタニギク キク Dendranthema のぎく 花園村 紀伊植物誌 II

808 キクタニギク キク Dendranthema のぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II

809 キクタニギク キク Dendranthema やまぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II

810 リュウノウギク キク Dendranthema のぎく 志賀方面 日高町誌（下巻）

811 リュウノウギク キク Dendranthema のぎく 和歌山市、海草郡南野上、東牟婁郡色川・那智、新宮市

和歌山県植物方言集

812 リュウノウギク キク Dendranthema のぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II

813 リュウノウギク キク Dendranthema のぎく 和歌山市・東牟婁 和歌山縣方言

814 リュウノウギク キク Dendranthema やまぎく 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

815 リュウノウギク キク Dendranthema やまぎく 日高郡御坊、新宮市 和歌山県植物方言集

816 リュウノウギク キク Dendranthema やまぎく 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

817 リュウノウギク キク Dendranthema やまぎく 花園村 紀伊植物誌 II

818 リュウノウギク キク Dendranthema やまぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II

819 リュウノウギク キク Dendranthema やまぎく 東牟婁 和歌山縣方言

820 タカサブロウ タカサブロウ Eclipta ごまくさ 日高郡三尾、東牟婁郡、新宮市 和歌山県植物方言集

821 タカサブロウ タカサブロウ Eclipta ごまくさ 東牟婁 和歌山縣方言

822 タカサブロウ タカサブロウ Eclipta しろぎく 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

823 ウスベニニガナ ウスベニニガナ Emilia うまごやし 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

824 ダンドボロギク タケダグサ Erechtites しゅうせんな 七川郷 紀伊植物誌１

825 ダンドボロギク タケダグサ Erechtites はいせんな 七川郷 紀伊植物誌１

826 アズマギク ムカシヨモギ Erigeron ほりさう 牟婁 和歌山縣方言（其二）

827 ヒメムカシヨモギ ムカシヨモギ Erigeron たいしょうぐさ 花園 紀伊植物誌１

828 ヒメムカシヨモギ ムカシヨモギ Erigeron たいしょうぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

829 ヒメムカシヨモギ ムカシヨモギ Erigeron つんぼぐさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

830 ヒメムカシヨモギ ムカシヨモギ Erigeron はいせんそう 七川郷 紀伊植物誌１

831 ヒメムカシヨモギ ムカシヨモギ Erigeron めくらばな 新宮市 和歌山県植物方言集

832 ヒメムカシヨモギ ムカシヨモギ Erigeron わたぐさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

833 ツワブキ ツワブキ Farfugium おつわ 日高町 日高町誌（下巻）

834 ツワブキ ツワブキ Farfugium つや 富田川筋 和歌山縣方言（其二）

835 ツワブキ ツワブキ Farfugium つや 古座地域 古座地域のはなしことば集

836 ツワブキ ツワブキ Farfugium つや 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

837 ツワブキ ツワブキ Farfugium つや 田原 田原の方言・第二輯

838 ツワブキ ツワブキ Farfugium つや 印南町 印南町史（資料編）

839 ツワブキ ツワブキ Farfugium つや 日高郡御坊、西牟婁郡、東牟婁郡色川・太田・那智・高田、新宮市

和歌山県植物方言集

840 ツワブキ ツワブキ Farfugium つや 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

841 ツワブキ ツワブキ Farfugium つやぶいき 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

842 ツワブキ ツワブキ Farfugium つわ 富田川筋 和歌山縣方言（其二）

843 ツワブキ ツワブキ Farfugium つわ 日高町 日高町誌（下巻）

844 ツワブキ ツワブキ Farfugium つわ 有田郡宮原、日高郡御坊、西牟婁郡富田 和歌山県植物方言集

845 ツワブキ ツワブキ Farfugium つわ 西牟婁 和歌山縣方言

846 ツワブキ ツワブキ Farfugium つわのじく 日高郡三尾 和歌山県植物方言集
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847 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium おこば 那賀郡 紀伊植物誌１

848 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium おこば 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

849 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium おこばな 御坊市 紀伊植物誌 III（小川由一）

850 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium おこばな 海草郡南野上、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

851 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium かじばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

852 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium こーじばな 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

853 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium たまご 敷屋 紀伊植物誌１

854 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium たまご 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

855 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium たまごぐさ 有田郡湯浅・五西月、日高郡和田 和歌山県植物方言集

856 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium ちちっこ 日高郡切目 和歌山県植物方言集

857 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium とのさまたばこ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

858 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium とのさまよむぎ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

859 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium とのさまよもぎ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

860 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium とのさまよもぎ 紀州 紀伊植物誌１

861 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium とのさまよもぎ 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

862 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium ほうこ 山路 紀伊植物誌１

863 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium ほうこぐさ 海草 和歌山縣方言

864 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium ほーこ 日高郡山路 和歌山県植物方言集

865 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium ほぉこぐさ 紀北 紀州の方言

866 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium もちぐさ 日高郡、西牟婁郡 紀伊植物誌１

867 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium もちぐさ 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

868 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium もっこぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

869 ハハコグサ ハハコグサ Gnaphalium もつこぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

870 ヒマワリ ヒマワリ Helianthus ひぐるま 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

871 ヒマワリ ヒマワリ Helianthus ひぐるま 海草郡南野上、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

872 ヒマワリ ヒマワリ Helianthus ひぐるま 伊都地方 紀伊植物誌 II

873 キツネアザミ キツネアザミ Hemistepta うまごやし 有田郡糸我・宮原 和歌山県植物方言集

874 キツネアザミ キツネアザミ Hemistepta かんざし 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

875 キツネアザミ キツネアザミ Hemistepta はけばな 那賀郡中貴志付近 和歌山県植物方言集

876 キツネアザミ キツネアザミ Hemistepta ひめあざみ 西牟婁 和歌山縣方言

877 オグルマ オグルマ Inula つゆぎく 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

878 カセンソウ オグルマ Inula おやまおぐるま 伊都 和歌山縣方言

879 ハグルマ オグルマ？ Inula？ つゆぎく 日高郡 和歌山縣方言（其二）

880 ジシバリ ニガナ Ixeris じしばり 小口郷 紀伊植物誌１

881 ジシバリ ニガナ Ixeris じしばり 小口郷 信愛紀要・第３号

882 ジシバリ ニガナ Ixeris しのび車 牟婁 和歌山縣方言（其二）

883 ジシバリ ニガナ Ixeris ちちぐさ 有田郡南広 和歌山県植物方言集

884 ジシバリ ニガナ Ixeris つるにがな 海草・那賀・西牟婁 和歌山縣方言

885 ジシバリ ニガナ Ixeris どくたんぽぽ 日高郡御坊・三尾・白崎 和歌山県植物方言集

886 ジシバリ ニガナ Ixeris にがな 小口郷 紀伊植物誌１

887 ジシバリ ニガナ Ixeris にがな 小口郷 信愛紀要・第３号

888 ニガナ ニガナ Ixeris ちちくさ 日高町 日高町誌（下巻）

889 ハマニガナ ニガナ Ixeris いわいちょう 西牟婁 和歌山縣方言

890 ハマニガナ ニガナ Ixeris はまぢしゃ 紀南 紀州の方言

891 ヨメナ ヨメナ Kalimeris のぎく 海草郡南野上、有田郡一般、日高郡御坊、新宮市 和歌山県植物方言集

892 ヨメナ ヨメナ Kalimeris のぎく 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

893 ヨメナ ヨメナ Kalimeris のぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II

894 ヨメナ ヨメナ Kalimeris まつな 龍神 紀伊植物誌１

895 ヨメナ ヨメナ Kalimeris まつな 和歌山県 紀伊植物誌 II

896 ヨメナ ヨメナ Kalimeris やまぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II

897 ヨメナ ヨメナ Kalimeris よむはぎ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

898 ヨメナ ヨメナ Kalimeris よめな 七川郷 紀伊植物誌１

899 ヨメナ ヨメナ Kalimeris よめな 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

900 ヨメナ ヨメナ Kalimeris よめな 伊都地方 紀伊植物誌 II

901 ヨメナ ヨメナ Kalimeris よめはぎ 七川郷 紀伊植物誌１

902 ヨメナ、ノコンギク ヨメナ Kalimeris のぎく 日高町 日高町誌（下巻）
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903 アキノノゲシ アキノノゲシ Lactuca ちちぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

904 ホソバアキノノゲシ アキノノゲシ Lactuca ちちくさ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

905 ムラサキニガナ アキノノゲシ Lactuca ちちくさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

906 ムラサキニガナ アキノノゲシ Lactuca ちちぐさ 高野山 紀伊植物誌１

907 ムラサキニガナ アキノノゲシ Lactuca ちちぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

908 リュウゼツサイ アキノノゲシ Lactuca りゅーぜっさい 日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

909 レタス アキノノゲシ Lactuca ちしゃ 橋本 橋本の方言

910 レタス アキノノゲシ Lactuca ちしゃ 和歌山市・海草・那賀・伊都・日高・東牟婁 和歌山縣方言

911 レタス アキノノゲシ Lactuca ちしゃ 日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

912 レタス アキノノゲシ Lactuca ちしゃ 伊都地方 紀伊植物誌 II

913 レタス アキノノゲシ Lactuca ちしゃば 海草・那賀・伊都・東牟婁 和歌山縣方言

914 レタス アキノノゲシ Lactuca ちしゃば 那賀郡、海草郡、伊都郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

915 レタス アキノノゲシ Lactuca とじしゃ 橋本 橋本の方言

916 オタカラコウ メタカラコウ Ligularia たからこ 竜神 紀伊植物誌１

917 オタカラコウ メタカラコウ Ligularia たからこ 花園村 紀伊植物誌 II

918 オタカラコウ メタカラコウ Ligularia たからこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

919 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya うさぎかくし 山城 紀伊植物誌 II

920 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya うさぎのめはり 山城 紀伊植物誌１

921 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya うさぎのめはり 山城 紀伊植物誌 II

922 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya きじかくし 秩父 紀伊植物誌 II

923 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ねんど 山城 紀伊植物誌 II

924 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ははきぐさ 紀州の奥地 紀伊植物誌 II

925 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya へいのあたま 天城山 紀伊植物誌 II

926 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほうきぐさ 日高町 日高町誌（下巻）

927 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほうきぐさ 小口郷 信愛紀要・第３号

928 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほうきぐさ 紀北の山村 紀伊植物誌１

929 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほうきぐさ 小口郷 紀伊植物誌１

930 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほうきぐさ 山路・花園 紀伊植物誌１

931 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほうきぐさ 鮎川 紀伊植物誌１

932 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほうきぐさ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

933 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほうきぐさ 花園村・那智 紀伊植物誌 II

934 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほうきぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

935 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほうきぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

936 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほうきぐさ 妙法山周辺 紀州採薬紀

937 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほーきぐさ 田辺、新宮市 和歌山県植物方言集

938 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほーけぐさ 日高郡山路 和歌山県植物方言集

939 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya めんど 高野山 和歌山県植物方言集

940 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya めんど 日高町 日高町誌（下巻）

941 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya めんど 和歌山県の山村 紀伊植物誌１

942 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya めんど 山路 紀伊植物誌１

943 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya めんど 紀州の奥地 紀伊植物誌 II

944 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya めんどうはぎ 日高郡中山路 紀伊植物誌 II

945 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya もちばな 小口 紀伊植物誌１

946 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya もちばなのき 小口郷 信愛紀要・第３号

947 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya もちばなのき 小口郷 紀伊植物誌１

948 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya よねくさ 竜神 紀伊植物誌１

949 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya よねくさ 紀州の奥地 紀伊植物誌 II

950 コウヤボウキ コウヤボウキ Pertya よねぼうき 岩田 和歌山縣方言（其二）

951 ナガバノコウヤボウキ コウヤボウキ Pertya ほうきぐさ 紀北の山村 紀伊植物誌１

952 フキ フキ Petasites ふぃき 紀南 紀州の方言

953 フキ フキ Petasites ふいき 日高町 日高町誌（下巻）

954 フキ フキ Petasites ふいき 小口郷、日高郡の山村 信愛紀要・第３号

955 フキ フキ Petasites ふいき 印南町 印南町史（資料編）

956 フキ フキ Petasites ふいき 日高郡山路、西牟婁郡近野、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

957 フキ フキ Petasites ふいき 小口郷 紀伊植物誌１

958 フキ フキ Petasites ふいき 龍神 紀伊植物誌１
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959 フキ フキ Petasites ふいき 敷屋 紀伊植物誌１

960 フキ フキ Petasites ふいき 七川郷 紀伊植物誌１

961 フキ フキ Petasites ふいき 日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

962 フキ フキ Petasites ふき 敷屋 紀伊植物誌１

963 フキ フキ Petasites ふき 七川郷 紀伊植物誌１

964 フキ フキ Petasites ふき 伊都地方 紀伊植物誌 II

965 フキ フキ Petasites ふゆき 七川郷 紀伊植物誌１

966 フキ フキ Petasites ふゆき 東牟婁郡北山村大沼、下里 紀伊植物誌１

967 コウゾリナ コウゾリナ Picris かみなりそー 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

968 オカオグルマ キオン Senecio たんぽ 小口郷 信愛紀要・第３号

969 オカオグルマ キオン Senecio たんぽ 小口郷 紀伊植物誌１

970 オカオグルマ キオン Senecio たんぽぽ 小口郷 信愛紀要・第３号

971 オカオグルマ キオン Senecio たんぽぽ 小口郷 紀伊植物誌１

972 ノボロギク キオン Senecio ひこーきぐさ 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

973 ハンゴンソウ キオン Senecio あさしらぎ 鳥井峠 紀州採薬紀

974 メナモミ メナモミ Siegesbeckia ねばりいちび 東牟婁郡七川 紀伊植物誌１

975 メナモミ メナモミ Siegesbeckia ねばりいちび 七川郷 紀伊植物誌１

976 メナモミ メナモミ Siegesbeckia もちいちび 東牟婁郡七川 紀伊植物誌１

977 メナモミ メナモミ Siegesbeckia もちいちび 七川郷 紀伊植物誌１

978 アキノキリンソウ アキノキリンソウ Solidago きりんそう 七川郷 紀伊植物誌１

979 アキノキリンソウ アキノキリンソウ Solidago きりんそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

980 アキノキリンソウ アキノキリンソウ Solidago やまな 見老津 熊野物産初志

981 ノゲシ ノゲシ Sonchus うさぎぐさ 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

982 ノゲシ ノゲシ Sonchus うしのこめのめし 伊都地方 紀伊植物誌 II

983 ノゲシ ノゲシ Sonchus うまごやし 御坊 和歌山縣方言（其二）

984 ノゲシ ノゲシ Sonchus うまごやし 日高町 日高町誌（下巻）

985 ノゲシ ノゲシ Sonchus うまごやし 印南町 印南町史（資料編）

986 ノゲシ ノゲシ Sonchus うまごやし 日高郡湯浅・御坊・三尾・宮原 和歌山県植物方言集

987 ノゲシ ノゲシ Sonchus うるしけし 新宮市 和歌山県植物方言集

988 ノゲシ ノゲシ Sonchus きつねのたんぽ 伊都地方 紀伊植物誌 II

989 ノゲシ ノゲシ Sonchus ちちくさ 有田郡箕島 和歌山県植物方言集

990 ノゲシ ノゲシ Sonchus ちちくさ 田辺市 和歌山県植物方言集

991 ノゲシ ノゲシ Sonchus ちちぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

992 ノゲシ ノゲシ Sonchus ちちぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

993 ノゲシ ノゲシ Sonchus ちちば 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

994 ノゲシ ノゲシ Sonchus はるののげし 和歌山県 和歌山縣方言

995 ヒメジョオン ヒメジョオン Stenactis いぬよめな 西牟婁 和歌山縣方言

996 ヒメジョオン ヒメジョオン Stenactis がくとう 花園村 紀伊植物誌 II

997 ヒメジョオン ヒメジョオン Stenactis がくとう 伊都地方 紀伊植物誌 II

998 ヒメジョオン ヒメジョオン Stenactis がくとうばな 花園村 紀伊植物誌 II

999 ヒメジョオン ヒメジョオン Stenactis がくとうばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

1000 ヒメジョオン ヒメジョオン Stenactis つんぼぐさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

1001 ハバヤマボクチ ヤマボクチ Synurus うらじろ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1002 ヤマボクチ ヤマボクチ Synurus うらじろ 紀州 紀伊植物誌 II

1003 ヤマボクチ ヤマボクチ Synurus おーかみまくら 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

1004 ヤマボクチ ヤマボクチ Synurus つち 清水町 紀伊植物誌 II

1005 ヤマボクチ ヤマボクチ Synurus つちな 高野山、有田、日高など山奥の地方 紀伊植物誌 II

1006 ヤマボクチ ヤマボクチ Synurus やまたばこ 山路 和歌山縣方言（其二）

1007 ヤマボクチ ヤマボクチ Synurus やまたばこ 竜神・寒川 紀伊植物誌 II

1008 ヤマボクチ ヤマボクチ Synurus わたな 高野山、有田、日高など山奥の地方 紀伊植物誌 II

1009 ヤマボクチ類 ヤマボクチ Synurus うらじろ 大和弓手原 紀伊植物誌１

1010 ヤマボクチ類 ヤマボクチ Synurus つち 清水 紀伊植物誌１

1011 ヤマボクチ類 ヤマボクチ Synurus やまたばこ 龍神 紀伊植物誌１

1012 ヤマボクチ類 ヤマボクチ Synurus やまたばこ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1013 ヤマボクチ類 ヤマボクチ Synurus わたな 清水 紀伊植物誌１

1014 カンサイタンポポ タンポポ Taraxacum たんぽ 伊都地方 紀伊植物誌 II
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1015 カンサイタンポポ タンポポ Taraxacum たんぽこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1016 カンサイタンポポ タンポポ Taraxacum たんぽな 伊都地方 紀伊植物誌 II

1017 カンサイタンポポ タンポポ Taraxacum たんぽぽ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1018 カンサイタンポポ タンポポ Taraxacum たんぽぽ 花園村 紀伊植物誌 II

1019 カンサイタンポポ タンポポ Taraxacum たんぽぽ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1020 タンポポ タンポポ Taraxacum たんぽこ 紀北、紀南 紀州の方言

1021 タンポポ タンポポ Taraxacum たんぽこ 日高郡御坊、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

1022 タンポポ タンポポ Taraxacum たんぽこ 和歌山県 和歌山方言集

1023 タンポポ タンポポ Taraxacum たんぽな 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1024 オニタビラコ オニタビラコ Youngia たんぽ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

1025 オニタビラコ オニタビラコ Youngia たんぽぽ 北山郷 紀伊植物誌１

1026 オニタビラコ オニタビラコ Youngia ななくさのおば 新宮市 和歌山県植物方言集

1027 オニタビラコ オニタビラコ Youngia ななくさのおば 東牟婁 和歌山縣方言

1028 オニタビラコ オニタビラコ Youngia ななぐさのおば 新宮地方 紀伊植物誌１

1029 オニタビラコ オニタビラコ Youngia ひふぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1030 ヤクシソウ オニタビラコ Youngia ちちくさ 七川郷 紀伊植物誌１

1031 ヤクシソウ オニタビラコ Youngia ちちぐさ 口熊野 口熊野の方言

1032 ヤクシソウ オニタビラコ Youngia ちちぐさ 鮎川 紀伊植物誌１

1033 ヤクシソウ オニタビラコ Youngia ちちぐさ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1034 ヤクシソウ オニタビラコ Youngia ちちぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

1035 ヤクシソウ オニタビラコ Youngia ちちぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1036 ヤクシソウ オニタビラコ Youngia にがばな 七川郷 紀伊植物誌１

1037 ヒャクニチソウ ヒャクニチソウ Zinnia しゃっぽぎく 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

1038 ヒャクニチソウ ヒャクニチソウ Zinnia しゃっぽばな 日高郡 和歌山県植物方言集

1039 ヒャクニチソウ ヒャクニチソウ Zinnia しゃっぽんばな 内原、御坊 和歌山縣方言（其二）

1040 ヒャクニチソウ ヒャクニチソウ Zinnia しゃっぽんばな 紀北、紀南 紀州の方言

1041 ヒャクニチソウ ヒャクニチソウ Zinnia しゃっぽんばな 日高町 日高町誌（下巻）

1042 ヒャクニチソウ ヒャクニチソウ Zinnia しゃっぽんばな 日高郡内原・御坊 和歌山県植物方言集

1043 ヒャクニチソウ ヒャクニチソウ Zinnia しゃっぽんばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

1044 ヒャクニチソウ ヒャクニチソウ Zinnia ななばち 海草 和歌山縣方言

キキョウ科
1045 ツリガネニンジン ツリガネニンジン Adenophora きくさ 鳥井峠 紀州採薬紀

1046 ツリガネニンジン ツリガネニンジン Adenophora きつねのちょうちん 紀北の山村 紀伊植物誌１

1047 ツリガネニンジン ツリガネニンジン Adenophora きつねのちょうちん 七川郷 紀伊植物誌１

1048 ツリガネニンジン ツリガネニンジン Adenophora たぬきのちょうちん 敷屋 紀伊植物誌１

1049 ツリガネニンジン ツリガネニンジン Adenophora ちょうせんぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

1050 ツリガネニンジン ツリガネニンジン Adenophora ちょうちんばな 日高町 日高町誌（下巻）

1051 ツリガネニンジン ツリガネニンジン Adenophora つりがねそう 日高町 日高町誌（下巻）

1052 ツリガネニンジン ツリガネニンジン Adenophora つりがねそう 敷屋、紀北の山村 紀伊植物誌１

1053 ツリガネニンジン ツリガネニンジン Adenophora つりがねそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

1054 ツリガネニンジン ツリガネニンジン Adenophora つりがねそう 海草・那賀・西牟婁 和歌山縣方言

1055 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula あめふりばな 宮腰 紀州採薬紀

1056 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula かっこ 花園 紀伊植物誌１

1057 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula かっこ 花園村 紀伊植物誌 II

1058 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula かっこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1059 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula かっこうそう 花園村 紀伊植物誌 II

1060 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula かっこうばな 花園村 紀伊植物誌 II

1061 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula かっこうばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

1062 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula かっこそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

1063 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula かっこのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

1064 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula かっぽん 伊都地方 紀伊植物誌 II

1065 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula きつねのしょいべんたご 上山路 和歌山縣方言（其二）

1066 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula きつねのしょうべんたご 清水・花園 紀伊植物誌１

1067 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula たぬきのしょうべんたご 敷屋 紀伊植物誌１

1068 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula たぬきのしょうべんぶくろ 敷屋 紀伊植物誌１
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1069 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula たぬきのちょうちん 敷屋 紀伊植物誌１

1070 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula ちやぶくろばな 宮腰 紀州採薬紀

1071 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula ちょうちんばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

1072 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula つりがねそう 花園村 紀伊植物誌 II

1073 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula つりがねそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

1074 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula とうろうばな 日高町 日高町誌（下巻）

1075 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula とーろーばな 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1076 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula ぱこぱん 海草郡南野上、有田郡五西月 和歌山県植物方言集

1077 ホタルブクロ ホタルブクロ Campanula ほっぱん 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

1078 ミゾカクシ ミゾカクシ Lobelia しがらみ 花園村 紀伊植物誌 II

1079 ミゾカクシ ミゾカクシ Lobelia しがらみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1080 ミゾカクシ ミゾカクシ Lobelia はいまり 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1081 ミゾカクシ ミゾカクシ Lobelia はいまり 東牟婁 和歌山縣方言

1082 ミゾカクシ ミゾカクシ Lobelia みずかくし 小口郷 信愛紀要・第３号

1083 ミゾカクシ ミゾカクシ Lobelia みずかくし 小口郷 紀伊植物誌１

1084 ミゾカクシ ミゾカクシ Lobelia よばいぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

1085 ミゾカクシ ミゾカクシ Lobelia よばいぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1086 キキョウ キキョウ Platycodon ききょう 伊都地方 紀伊植物誌 II

1087 ヒナギキョウ ヒナギキョウ Wahlenbergia ほたるぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

マツムシソウ科
1088 マツムシソウ マツムシソウ Scabiosa きくな 鳥井峠 紀州採薬紀

1089 マツムシソウ マツムシソウ Scabiosa りんぽうぎく 海草・那賀・伊都 和歌山縣方言

オミナエシ科
1090 オトコエシ オミナエシ Patrinia おうつちな 小口郷 紀伊植物誌１

1091 オトコエシ オミナエシ Patrinia おーつちな 小口郷 信愛紀要・第３号

1092 オトコエシ オミナエシ Patrinia つちな 日高郡龍神 信愛紀要・第３号

1093 オトコエシ オミナエシ Patrinia つちな 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1094 オトコエシ オミナエシ Patrinia つちな 日高郡龍神・山路 和歌山県植物方言集

1095 オトコエシ オミナエシ Patrinia つちな 日高郡龍神郷 紀伊植物誌１

1096 オトコエシ オミナエシ Patrinia つちな 竜神 紀伊植物誌１

1097 オトコエシ オミナエシ Patrinia つちな 七川郷 紀伊植物誌１

1098 オトコエシ オミナエシ Patrinia つちな 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1099 オトコエシ オミナエシ Patrinia つちな 和歌山県 紀伊植物誌 II

1100 オトコエシ オミナエシ Patrinia つちな 伊都地方 紀伊植物誌 II

1101 オミナエシ オミナエシ Patrinia あわばな 伊都郡高野山 和歌山県植物方言集

1102 オミナエシ オミナエシ Patrinia あわばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

1103 オミナエシ オミナエシ Patrinia おぎなえし 日高町 日高町誌（下巻）

1104 オミナエシ オミナエシ Patrinia おぎなえし 那賀郡岩出、日高郡内原 和歌山県植物方言集

1105 オミナエシ オミナエシ Patrinia おみなえし 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

1106 オミナエシ オミナエシ Patrinia おみなえし 伊都地方 紀伊植物誌 II

1107 オミナエシ オミナエシ Patrinia おんななえし 紀南 紀州の方言

1108 オミナエシ オミナエシ Patrinia おんななえし 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

1109 オミナエシ オミナエシ Patrinia おんななえし 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1110 オミナエシ オミナエシ Patrinia おんななえし 東牟婁 和歌山縣方言

1111 カノコソウ カノコソウ Valeriana はるおみなえし 伊都 和歌山縣方言

1112 ツルカノコソウ カノコソウ Valeriana やまかのこそう 伊都 和歌山縣方言

スイカズラ科
1113 コツクバネ ツクバネウツギ Abelia かにざし 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

1114 コツクバネ ツクバネウツギ Abelia こめうつぎ 辨天の山 紀州採薬紀

1115 コツクバネウツギ ツクバネウツギ Abelia しろばなこつくばねうつぎ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1116 ウグイスカグラ スイカズラ Lonicera ほっちょのき 伊都郡高野山 和歌山県植物方言集

1117 ウグイスカグラ スイカズラ Lonicera ほっちょのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

1118 ウグイスカグラ スイカズラ Lonicera ほっちょのみ 伊都地方 紀伊植物誌 II
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1119 ウグイスカグラ スイカズラ Lonicera みずぐみ 那賀郡奥安楽川 和歌山県植物方言集

1120 ウグイスカグラ スイカズラ Lonicera みやまこうめ 和歌山県 和歌山県植物方言集

1121 キンギンボク スイカズラ Lonicera うしごみ 鳥井峠 紀州採薬紀

1122 キンギンボク スイカズラ Lonicera ひょうたんぼく 西牟婁 和歌山縣方言

1123 スイカズラ スイカズラ Lonicera にんど 日高町 日高町誌（下巻）

1124 スイカズラ スイカズラ Lonicera にんどう 口熊野 口熊野の方言

1125 スイカズラ スイカズラ Lonicera にんどう 竜神、和歌山県各地 紀伊植物誌１

1126 スイカズラ スイカズラ Lonicera にんどう 七川郷 紀伊植物誌１

1127 スイカズラ スイカズラ Lonicera にんどう 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

1128 スイカズラ スイカズラ Lonicera にんどう 花園村 紀伊植物誌 II

1129 スイカズラ スイカズラ Lonicera にんどう 伊都地方 紀伊植物誌 II

1130 スイカズラ スイカズラ Lonicera にんどう 西牟婁 和歌山縣方言

1131 スイカズラ スイカズラ Lonicera にんどうかずら 花園村 紀伊植物誌 II

1132 スイカズラ スイカズラ Lonicera にんどうかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

1133 スイカズラ スイカズラ Lonicera にんどー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1134 スイカズラ スイカズラ Lonicera にんどかずら 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1135 ソクズ ニワトコ Sambucus くさたづ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1136 ソクズ ニワトコ Sambucus くさにつとこ 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁 和歌山縣方言

1137 ソクズ ニワトコ Sambucus にわとこ 七川郷 紀伊植物誌１

1138 ニワトコ ニワトコ Sambucus にわとこ 竜神 紀伊植物誌１

1139 ニワトコ ニワトコ Sambucus にわとこ 七川郷 紀伊植物誌１

1140 ニワトコ ニワトコ Sambucus にわとこ 花園村 紀伊植物誌 II

1141 ニワトコ ニワトコ Sambucus にわとこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1142 ニワトコ ニワトコ Sambucus へぼうつぎ 竜神 紀伊植物誌１

1143 ニワトコ ニワトコ Sambucus やまにしき 花園 紀伊植物誌１

1144 ニワトコ ニワトコ Sambucus やまにしき 龍神村 紀伊植物誌 III（小川由一）

1145 オオデマリ ガマズミ Viburnum てまりばな 伊都 和歌山縣方言

1146 オトコヨウゾメ ガマズミ Viburnum がらみ 竜神 紀伊植物誌１

1147 オトコヨウゾメ ガマズミ Viburnum しんふり 妙法山周辺 紀州採薬紀

1148 ガマズミ ガマズミ Viburnum あらげがまずみ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1149 ガマズミ ガマズミ Viburnum おおしぶれ 竜神 紀伊植物誌１

1150 ガマズミ ガマズミ Viburnum おおしぶれ 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

1151 ガマズミ ガマズミ Viburnum がーるみ 日高郡山路 和歌山県植物方言集

1152 ガマズミ ガマズミ Viburnum ががみみず 七川郷 紀伊植物誌１

1153 ガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 有田郡八幡、日高郡龍神・船着 和歌山県植物方言集

1154 ガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 竜神・清水 紀伊植物誌１

1155 ガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1156 ガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 花園村 紀伊植物誌 II

1157 ガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1158 ガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1159 ガマズミ ガマズミ Viburnum からもも 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

1160 ガマズミ ガマズミ Viburnum がるみ 有田郡八幡、日高郡山路・龍神・船着 和歌山県植物方言集

1161 ガマズミ ガマズミ Viburnum がるみ 山路 紀伊植物誌１

1162 ガマズミ ガマズミ Viburnum しぶれ 日高郡龍神、東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

1163 ガマズミ ガマズミ Viburnum しぶれ 日高郡龍神 紀伊植物誌１

1164 ガマズミ ガマズミ Viburnum しぶれ 竜神 紀伊植物誌１

1165 ガマズミ ガマズミ Viburnum しぶれ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

1166 ガマズミ ガマズミ Viburnum しぶれ 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1167 ガマズミ ガマズミ Viburnum しんぶり 小口郷 信愛紀要・第３号

1168 ガマズミ ガマズミ Viburnum しんぶり 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1169 ガマズミ ガマズミ Viburnum しんぶり 小口郷 紀伊植物誌１

1170 ガマズミ ガマズミ Viburnum しんぶり 鮎川 紀伊植物誌１

1171 ガマズミ ガマズミ Viburnum しんぶり 七川郷 紀伊植物誌１

1172 ガマズミ ガマズミ Viburnum すみ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

1173 ガマズミ ガマズミ Viburnum せんぶり 七川郷 紀伊植物誌１

1174 ガマズミ ガマズミ Viburnum ぞみ 日高郡川中 和歌山県植物方言集
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1175 ガマズミ ガマズミ Viburnum ちはきもも 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

1176 ガマズミ ガマズミ Viburnum みやましんぶり 辨天の山 紀州採薬紀

1177 ガマズミ ガマズミ Viburnum やまじゃくろ 和歌山県 和歌山県植物方言集

1178 カンボク ガマズミ Viburnum くさぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

1179 カンボク ガマズミ Viburnum くさぎ 福嶋 紀州採薬紀

1180 コバノガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 花園 紀伊植物誌１

1181 コバノガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1182 コバノガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 花園村 紀伊植物誌 II

1183 コバノガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1184 コバノガマズミ ガマズミ Viburnum こごめのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

1185 コバノガマズミ ガマズミ Viburnum しぶれ 小口郷 信愛紀要・第３号

1186 コバノガマズミ ガマズミ Viburnum しぶれ 小口郷 紀伊植物誌１

1187 コバノガマズミ ガマズミ Viburnum しぶれ 竜神 紀伊植物誌１

1188 コバノガマズミ ガマズミ Viburnum せんぶり 七川郷 紀伊植物誌１

1189 コバノガマズミ ガマズミ Viburnum ゆみぎ 竜神 紀伊植物誌１

1190 コミヤマガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1191 ミヤマガマズミ ガマズミ Viburnum おおしぶれ 竜神 紀伊植物誌１

1192 ミヤマガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 竜神・清水 紀伊植物誌１

1193 ミヤマガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 花園村 紀伊植物誌 II

1194 ミヤマガマズミ ガマズミ Viburnum がらみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1195 ミヤマガマズミ ガマズミ Viburnum がるみ 山路 紀伊植物誌１

1196 ミヤマガマズミ ガマズミ Viburnum しぶれ 竜神 紀伊植物誌１

1197 ミヤマガマズミ ガマズミ Viburnum ねじきぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1198 ヤブデマリ ガマズミ Viburnum しぶれ 龍神 紀伊植物誌１

1199 ヤブデマリ ガマズミ Viburnum たずのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

1200 ヤブデマリ ガマズミ Viburnum やまでまり 那賀・伊都・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

1201 ウコンバナ タニウツギ Weigela くろぢしゃ 岩坂邊 紀州採薬紀

1202 ウコンバナ タニウツギ Weigela さはふさぎ 岩坂邊 紀州採薬紀

1203 ウコンバナ タニウツギ Weigela どべそ 岩坂邊 紀州採薬紀

1204 ウコンバナ タニウツギ Weigela ななかま 岩坂邊 紀州採薬紀

1205 タニウツギ タニウツギ Weigela たうつぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

1206 ハコネウツギ タニウツギ Weigela うのはな 御坊付近 日高町誌（下巻）

1207 ハコネウツギ タニウツギ Weigela だてばな 和歌山県 和歌山県植物方言集

1208 ハコネウツギ タニウツギ Weigela だてばな 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

1209 ヤブウツギ タニウツギ Weigela きつねのしょんべんたご 伊都地方 紀伊植物誌 II

オオバコ科
1210 オオバコ オオバコ Plantago おおばこ 七川郷 紀伊植物誌１

1211 オオバコ オオバコ Plantago おおばこぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

1212 オオバコ オオバコ Plantago おっぱこ 新宮市 和歌山県植物方言集

1213 オオバコ オオバコ Plantago おばこ 日高町 日高町誌（下巻）

1214 オオバコ オオバコ Plantago おばこ 全県下 和歌山県植物方言集

1215 オオバコ オオバコ Plantago おばこ 竜神・花園・高野、その他各地 紀伊植物誌１

1216 オオバコ オオバコ Plantago おばこ 七川郷 紀伊植物誌１

1217 オオバコ オオバコ Plantago おばこ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

1218 オオバコ オオバコ Plantago おばこ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1219 オオバコ オオバコ Plantago おばこ 花園村 紀伊植物誌 II

1220 オオバコ オオバコ Plantago おばこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1221 オオバコ オオバコ Plantago おばっこー 日高郡上山路 和歌山県植物方言集

1222 オオバコ オオバコ Plantago おんばこ 海草郡岡崎、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1223 オオバコ オオバコ Plantago おんばこ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

1224 オオバコ オオバコ Plantago かえるっぱ 伊都郡高野－湯川 和歌山県植物方言集

1225 オオバコ オオバコ Plantago ぎしぎし 紀北 紀州の方言

1226 オオバコ オオバコ Plantago ぎしぎし 古座地域 古座地域のはなしことば集

1227 オオバコ オオバコ Plantago ぎしぎし 和歌山県 和歌山方言集

1228 オオバコ オオバコ Plantago すもうとりぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II
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1229 オオバコ オオバコ Plantago ひきひき 那賀郡小倉 和歌山県植物方言集

ハエドクソウ科
1230 ハエドクソウ ハエドクソウ Phryma はいどくそう 花園村 紀伊植物誌 II

1231 ハエドクソウ ハエドクソウ Phryma はいとりぐさ 那賀郡、伊都郡、有田郡、日高郡、西牟婁郡近野、東牟婁郡色川

和歌山県植物方言集

1232 ハエドクソウ ハエドクソウ Phryma はいとりぐさ 那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

1233 ハエドクソウ ハエドクソウ Phryma はえどくそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

ハマウツボ科
1234 ハマウツボ ハマウツボ Orobanche くじらぐさ 紀南 紀州の方言

イワタバコ科
1235 イワタバコ イワタバコ Conandron いわじしゃ 小口郷 信愛紀要・第３号

1236 イワタバコ イワタバコ Conandron いわじしゃ 小口郷 紀伊植物誌１

1237 イワタバコ イワタバコ Conandron いわじしゃ 竜神・山路・清水・花園、和歌山県各地 紀伊植物誌１

1238 イワタバコ イワタバコ Conandron いわじしゃ 敷屋 紀伊植物誌１

1239 イワタバコ イワタバコ Conandron いわじしゃ 七川郷 紀伊植物誌１

1240 イワタバコ イワタバコ Conandron いわじしゃ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

1241 イワタバコ イワタバコ Conandron いわじしゃ 花園村 紀伊植物誌 II

1242 イワタバコ イワタバコ Conandron いわじしゃ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1243 イワタバコ イワタバコ Conandron いわじしゃ 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1244 イワタバコ イワタバコ Conandron いわじしゃ 東牟婁 和歌山縣方言

1245 イワタバコ イワタバコ Conandron いわちしゃ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1246 イワタバコ イワタバコ Conandron いわぢしゃ 和歌山市、海草郡、那賀郡、伊都郡、東牟婁郡色川、新宮市

和歌山県植物方言集

1247 イワタバコ イワタバコ Conandron いわな 敷屋 紀伊植物誌１

1248 イワタバコ イワタバコ Conandron ちしゃな 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

1249 イワタバコ イワタバコ Conandron やまじしゃ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

1250 イワギリソウ イワギリソウ Opithandra てんび 高野山 紀伊植物誌 III（小川由一）

キツネノマゴ科
1251 キツネノマゴ キツネノマゴ Justicia かぐらそー 伊都郡 和歌山県植物方言集

ゴマノハグサ科
1252 アブノメ アブノメ Dopatrium そろえ 日高郡 和歌山県植物方言集

1253 アブノメ アブノメ Dopatrium ぱちぱちぐさ 西牟婁 和歌山縣方言

1254 アブノメ アブノメ Dopatrium まつのもと 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1255 ウリクサ アゼトウガラシ Lindernia ひっつきぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

1256 サギゴケ サギゴケ Mazus はしりな 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

1257 イヌノフグリ クワガタソウ Veronica のぶぐさ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

1258 イヌノフグリ クワガタソウ Veronica はたけくわがた 西牟婁 和歌山縣方言

1259 イヌノフグリ属 クワガタソウ Veronica いぬのきんだま 有田郡保田 和歌山県植物方言集

ナス科
1260 トウガラシ トウガラシ Capsicum とがらし 伊都地方 紀伊植物誌 II

1261 トウガラシ トウガラシ Capsicum とんがらし 紀北、紀南 紀州の方言

1262 トウガラシ トウガラシ Capsicum とんがらし 日高町 日高町誌（下巻）

1263 トウガラシ トウガラシ Capsicum とんがらし 古座地域 古座地域のはなしことば集

1264 トウガラシ トウガラシ Capsicum とんがらし 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

1265 トウガラシ トウガラシ Capsicum とんがらし 印南町 印南町史（資料編）

1266 トウガラシ トウガラシ Capsicum とんがらし 海草郡南野上、日高郡御坊・三尾、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

1267 トウガラシ トウガラシ Capsicum とんがらし 竜神・花園・清水・その他和歌山県下一般 紀伊植物誌１

1268 トウガラシ トウガラシ Capsicum とんがらし 伊都地方 紀伊植物誌 II

1269 トウガラシ トウガラシ Capsicum とんがらし 橋本 橋本の方言

1270 トウガラシ トウガラシ Capsicum とんがらし 和歌山県 和歌山方言集
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1271 トウガラシ トウガラシ Capsicum とんがらし 西牟婁 和歌山縣方言

1272 トウガラシ、特に鷹の爪 トウガラシ Capsicum とんがらし 口熊野 口熊野の方言

1273 ヤツブサ トウガラシ Capsicum しちごさん 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1274 チョウセンアサガオ チョウセンアサガオ Datura ぜんそくたばこ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1275 クコ クコ Lycium あまとうがらし 伊都地方 紀伊植物誌 II

1276 クコ クコ Lycium あまとんがらし 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

1277 クコ クコ Lycium うこん 新宮市 和歌山県植物方言集

1278 クコ クコ Lycium くく 西牟婁 和歌山縣方言

1279 トマト トマト Lycopersicon あかなすび 日高郡 和歌山県植物方言集

1280 トマト トマト Lycopersicon とめーと 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

1281 トマト トマト Lycopersicon とめと 日高町 日高町誌（下巻）

1282 トマト トマト Lycopersicon とめと 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

1283 トマト トマト Lycopersicon とめと 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

1284 タバコ タバコ Nicotiana たぼこ 口熊野 口熊野の方言

1285 タバコ タバコ Nicotiana たぼこ 紀北、紀南 紀州の方言

1286 タバコ タバコ Nicotiana たぼこ 日高町 日高町誌（下巻）

1287 タバコ タバコ Nicotiana たぼこ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

1288 タバコ タバコ Nicotiana たぼこ 和歌山市、日高郡御坊、西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

1289 タバコ タバコ Nicotiana たぼこ 和歌山県 和歌山方言集

1290 タバコ タバコ Nicotiana ぱっぱ 海草・日高・東牟婁 和歌山縣方言

1291 タバコ タバコ Nicotiana ぱっぱ 和歌山県 和歌山方言集

1292 センナリホオズキ ホオズキ Physalis たんぼほうずき 田辺 和歌山縣方言（其二）

1293 センナリホオズキ ホオズキ Physalis たんぼほうずき 西牟婁 和歌山縣方言

1294 センナリホオズキ ホオズキ Physalis たんぼほーずき 日高郡御坊、田辺市 和歌山県植物方言集

1295 センナリホオズキ ホオズキ Physalis はたけほうずき 敷屋、紀北方面 紀伊植物誌１

1296 センナリホオズキ ホオズキ Physalis はたけほおずき 伊都地方 紀伊植物誌 II

1297 センナリホオズキ ホオズキ Physalis はたけほーずき 海草郡南野上、日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

1298 ホオズキ ホオズキ Physalis ほずき 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

1299 ジャガイモ ナス Solanum あほいも 南部辺 和歌山縣方言（其二）

1300 ジャガイモ ナス Solanum あほいも 紀南 紀州の方言

1301 ジャガイモ ナス Solanum あほいも 日高郡 和歌山県植物方言集

1302 ジャガイモ ナス Solanum いせいも 伊都地方 紀伊植物誌 II

1303 ジャガイモ ナス Solanum ぎんいも 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1304 ジャガイモ ナス Solanum じゃが 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

1305 ジャガイモ ナス Solanum じゃがいも 日高郡御坊・三尾・和田、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1306 ジャガイモ ナス Solanum じゃがたらいも 日高町 日高町誌（下巻）

1307 ジャガイモ ナス Solanum しょぉろいも 紀北 紀州の方言

1308 ジャガイモ ナス Solanum しょーろいも 日高郡 和歌山縣方言（其二）

1309 ジャガイモ ナス Solanum しょーろいも 田辺市 和歌山県植物方言集

1310 ジャガイモ ナス Solanum せいだゆういも ～和田 紀州採薬紀

1311 ジャガイモ ナス Solanum にどいも 伊都地方 紀伊植物誌 II

1312 ジャガイモ ナス Solanum にどいも 橋本 橋本の方言

1313 ジャガイモ ナス Solanum ばらいも 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1314 ジャガイモ ナス Solanum ばれいしょ 全県下 和歌山県植物方言集

1315 ジャガイモ ナス Solanum 松露芋 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1316 ジャガイモ ナス Solanum んも 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

1317 ナス ナス Solanum なすび 口熊野 口熊野の方言

1318 ナス ナス Solanum なすび 紀北、紀南 紀州の方言

1319 ナス ナス Solanum なすび 日高町 日高町誌（下巻）

1320 ナス ナス Solanum なすび 橋本 橋本の方言

1321 ナス ナス Solanum むぎなすび 和歌山県 和歌山方言集

1322 ナス ナス Solanum むぎなすび 紀北 紀州の方言

1323 ヒヨドリジョウゴ ナス Solanum ほろし 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

1324 ハダカホオズキ ハダカホオズキ Tubocapsicum いぬほうずき 小口郷 紀伊植物誌１

1325 ハダカホオズキ ハダカホオズキ Tubocapsicum いぬほーずき 小口郷 信愛紀要・第３号
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シソ科
1326 キランソウ キランソウ Ajuga いしゃいらず 伊都地方 紀伊植物誌 II

1327 キランソウ キランソウ Ajuga さいさいそー 新宮市 和歌山県植物方言集

1328 キランソウ キランソウ Ajuga さんさいそう 東牟婁 和歌山縣方言

1329 キランソウ キランソウ Ajuga じごくのかまのふた 紀南 紀州の方言

1330 トウバナ トウバナ Clinopodium かざぐるま 新宮市 和歌山県植物方言集

1331 トウバナ トウバナ Clinopodium かざぐるま 東牟婁 和歌山縣方言

1332 ナギナタコウジュ ナギナタコウジュ Elsholtzia くさばな 花園村 紀伊植物誌 II

1333 ナギナタコウジュ ナギナタコウジュ Elsholtzia くさばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

1334 カキドオシ カキドオシ Glechoma かきとうし 伊都地方 紀伊植物誌 II

1335 カキドオシ カキドオシ Glechoma かんとりそう 西牟婁 和歌山縣方言

1336 カキドオシ カキドオシ Glechoma かんとりそー 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

1337 カキドオシ カキドオシ Glechoma まはたさう 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

1338 オドリコソウ オドリコソウ Lamium みつくさ 岩出町 紀伊植物誌 III（小川由一）

1339 ホトケノザ オドリコソウ Lamium かじばな 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

1340 ホトケノザ オドリコソウ Lamium くるまぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

1341 ホトケノザ オドリコソウ Lamium くるまぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1342 ホトケノザ オドリコソウ Lamium くるまそう 花園村 紀伊植物誌 II

1343 ホトケノザ オドリコソウ Lamium くるまそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

1344 ホトケノザ オドリコソウ Lamium さんがいばな 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

1345 ホトケノザ オドリコソウ Lamium にかいぐさ 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

1346 ホトケノザ オドリコソウ Lamium にかいばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

1347 ホトケノザ オドリコソウ Lamium みこしぐさ 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

1348 マネキグサ オドリコソウ Lamium やまきせわた 伊都 和歌山縣方言

1349 ヤマジオウ オドリコソウ Lamium みやまきらんそう 伊都・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

1350 メハジキ メハジキ Leonurus しらみころし 鳥井峠 紀州採薬紀

1351 テンニンソウ テンニンソウ Leucosceptrum とちばぐさ 瀧路 紀州採薬紀

1352 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum じとち 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1353 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum とちぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

1354 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum とちしば 七川郷 紀伊植物誌１

1355 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum とちなえぐさ 日高郡龍神 信愛紀要・第３号

1356 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum とちなえぐさ 日高郡龍神 紀伊植物誌１

1357 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum とちなえぐさ 龍神 紀伊植物誌１

1358 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum とちなえぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1359 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum とちなえぐさ 龍神村、清水町 紀伊植物誌 III（小川由一）

1360 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum とちやまくさぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

1361 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum とちやまくさぎ 小口郷 紀伊植物誌１

1362 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum とちやまくさぎ 小口方面 紀伊植物誌 III（小川由一）

1363 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum ふじどち 小口郷 信愛紀要・第３号

1364 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum ふじどち 小口郷 紀伊植物誌１

1365 ミカエリソウ テンニンソウ Leucosceptrum ふじどち 小口方面 紀伊植物誌 III（小川由一）

1366 ヒメシロネ シロネ Lycopus ひめじろ 海草郡、那賀郡、伊都郡 和歌山県植物方言集

1367 ヒメハッカ ハッカ Mentha ひめめぐさ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

1368 ヒメジソ イヌコウジュ Mosla のじそ 新宮市 和歌山県植物方言集

1369 エゴマ シソ Perilla えか 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1370 エゴマ シソ Perilla えんばい 小口郷 信愛紀要・第３号

1371 エゴマ シソ Perilla えんばい 小口郷 紀伊植物誌１

1372 シソ シソ Perilla しそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1373 シソ シソ Perilla しそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

1374 シソ シソ Perilla ちしょ 橋本 橋本の方言

1375 シソ シソ Perilla ちそ 紀北、紀南 紀州の方言

1376 シソ シソ Perilla ちそ 古座地域 古座地域のはなしことば集

1377 シソ シソ Perilla ちそ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

1378 シソ シソ Perilla ちそ 伊都郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

1379 シソ シソ Perilla ちそ 七川郷 紀伊植物誌１
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1380 シソ シソ Perilla ちそ 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村下葛川 紀伊植物誌１

1381 シソ シソ Perilla ちそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1382 シソ シソ Perilla ちそ 橋本 橋本の方言

1383 シソ シソ Perilla ちそ 伊都・東牟婁 和歌山縣方言

1384 シソ シソ Perilla ちそな 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

1385 ウツボグサ ウツボグサ Prunella うしでてこいうまでてこい 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

1386 ウツボグサ ウツボグサ Prunella かこそう 東牟婁 和歌山縣方言

1387 ウツボグサ ウツボグサ Prunella かごそう 日高町 日高町誌（下巻）

1388 ウツボグサ ウツボグサ Prunella かごそう 竜神・花園 紀伊植物誌１

1389 ウツボグサ ウツボグサ Prunella かごそう 敷屋 紀伊植物誌１

1390 ウツボグサ ウツボグサ Prunella かごそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

1391 ウツボグサ ウツボグサ Prunella かこそー 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

1392 ウツボグサ ウツボグサ Prunella かごそー 紀北一帯、伊都郡花園、海草郡南野上、日高郡御坊、東牟婁郡色川

和歌山県植物方言集

1393 ウツボグサ ウツボグサ Prunella かっこ 那賀郡奥安楽川 和歌山県植物方言集

1394 ウツボグサ ウツボグサ Prunella かっこぱん 伊都地方 紀伊植物誌 II

1395 ウツボグサ ウツボグサ Prunella かんごそー 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

1396 ウツボグサ ウツボグサ Prunella きつねのしょんべんたご 花園村 紀伊植物誌 II

1397 ウツボグサ ウツボグサ Prunella きつねのしょんべんたご 伊都地方 紀伊植物誌 II

1398 ウツボグサ ウツボグサ Prunella こっといかけたか 日高郡山路 和歌山県植物方言集

1399 ウツボグサ ウツボグサ Prunella こっといかけたか 山路 紀伊植物誌１

1400 ウツボグサ ウツボグサ Prunella こっといかけたか 龍神村 紀伊植物誌 III（小川由一）

1401 ウツボグサ ウツボグサ Prunella ちっちりばな 海草郡野上地方 和歌山県植物方言集

1402 ウツボグサ ウツボグサ Prunella ちっちりばな 野上谷 紀伊植物誌 III（小川由一）

1403 ウツボグサ ウツボグサ Prunella つちのこぐさ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

1404 ウツボグサ ウツボグサ Prunella みちむぎ 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

1405 ウツボグサ ウツボグサ Prunella みちむぎ 花園 紀伊植物誌１

1406 ウツボグサ ウツボグサ Prunella みちむぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1407 ウツボグサ ウツボグサ Prunella むしだし 有田郡鳥屋城 和歌山県植物方言集

1408 イヌヤマハッカ ヤマハッカ Rabdosia ほそばのやまはっか 伊都・東牟婁 和歌山縣方言

1409 ヒキオコシ ヤマハッカ Rabdosia こいさん 花園 紀伊植物誌１

1410 ヒキオコシ ヤマハッカ Rabdosia やまはっか 龍神 紀伊植物誌１

1411 ヒキオコシ ヤマハッカ Rabdosia やまはっか 伊都地方 紀伊植物誌 II

1412 アキノタムラソウ アキギリ Salvia まるばのあきのたむらさう 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1413 アキノタムラソウ アキギリ Salvia みつぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

1414 アキノタムラソウ アキギリ Salvia みつばのあきのたむらさう 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1415 コバノタツナミ タツナミソウ Scutellaria すいばな 西牟婁岩田 和歌山縣方言（其二）

1416 コバノタツナミ タツナミソウ Scutellaria すいばな 西牟婁郡岩田 和歌山県植物方言集

1417 タツナミソウ タツナミソウ Scutellaria すいものぐさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

1418 イヌゴマ イヌゴマ Stachys ちょろぎだまし 和歌山市・海草・那賀・伊都・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

1419 ミゾコウジュ イヌゴマ Stachys みぞこうじゅ 和歌山市・海草 和歌山縣方言

クマツヅラ科
1420 ムラサキシキブ ムラサキシキブ Callicarpa はしぎ 七川郷 紀伊植物誌１

1421 ムラサキシキブ ムラサキシキブ Callicarpa むらさきしきぶ 七川郷 紀伊植物誌１

1422 ヤブムラサキ ムラサキシキブ Callicarpa こすりのき 龍神 紀伊植物誌１

1423 ヤブムラサキ ムラサキシキブ Callicarpa こみこみ 紀南 紀州の方言

1424 ヤブムラサキ ムラサキシキブ Callicarpa こみこみ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1425 ヤブムラサキ ムラサキシキブ Callicarpa こみこみ 東牟婁 和歌山縣方言

1426 ヤブムラサキ ムラサキシキブ Callicarpa こめごめ 上三栖、請川～本宮 紀州採薬紀

1427 ヤブムラサキ ムラサキシキブ Callicarpa ごめごめ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1428 ヤブムラサキ ムラサキシキブ Callicarpa ごめごめ 東牟婁 和歌山縣方言

1429 ヤブムラサキ ムラサキシキブ Callicarpa ゆみのき 新宮市 和歌山県植物方言集

1430 ヤブムラサキ類 ムラサキシキブ Callicarpa こめごめ 小口郷 信愛紀要・第３号

1431 ヤブムラサキ類 ムラサキシキブ Callicarpa こめごめ 小口郷 紀伊植物誌１

1432 カリガネソウ カリガネソウ Caryopteris つちくさぎ 山路地方 和歌山縣方言（其二）
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1433 カリガネソウ カリガネソウ Caryopteris つちくさぎ 日高郡山路 和歌山県植物方言集

1434 カリガネソウ カリガネソウ Caryopteris つちくさぎ 日高 和歌山縣方言

1435 クサギ クサギ Clerodendrum くさぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

1436 クサギ クサギ Clerodendrum くさぎ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1437 クサギ クサギ Clerodendrum くさぎ 小口郷 紀伊植物誌１

1438 クサギ クサギ Clerodendrum くさぎ 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

1439 クサギ クサギ Clerodendrum くさぎ 七川郷 紀伊植物誌１

1440 クサギ クサギ Clerodendrum くさぎ 奈良県吉野郡十津川村田戸、東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

1441 クサギ クサギ Clerodendrum くさぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1442 クサギ クサギ Clerodendrum くさぎな 伊都地方 紀伊植物誌 II

1443 ヒギリ クサギ Clerodendrum はなぎり 新宮市 和歌山県植物方言集

1444 ハマクサギ ハマクサギ Premna うさぎかくし 和歌山県 和歌山県植物方言集

1445 ビジョザクラ クマツヅラ Verbena こまちぐさ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1446 ビジョザクラ クマツヅラ Verbena こまちそー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1447 ハマゴウ ハマゴウ Vitex はうかずら 和歌山県 和歌山県植物方言集

1448 ハマゴウ ハマゴウ Vitex はふかずら 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1449 ハマゴウ ハマゴウ Vitex はましきみ 和歌山県 和歌山県植物方言集

1450 ハマゴウ ハマゴウ Vitex ほうのき 東牟婁 和歌山縣方言

1451 ハマゴウ ハマゴウ Vitex ほーのき 新宮市 和歌山県植物方言集

1452 ハマゴウの果実 ハマゴウ Vitex ほーのみ 新宮市 和歌山県植物方言集

ムラサキ科
1453 チシャノキ チシャノキ Ehretia かきのきだまし 和歌山県 和歌山県植物方言集

1454 チシャノキ チシャノキ Ehretia こはぜ 岩坂邊 紀州採薬紀

1455 チシャノキ チシャノキ Ehretia こめぢしゃ 岩坂邊 紀州採薬紀

1456 チシャノキ チシャノキ Ehretia ちやうめん 妙法山周辺 紀州採薬紀

1457 チシャノキ チシャノキ Ehretia やまびしゃこ 和歌山県 和歌山県植物方言集

1458 マルバチシャノキ チシャノキ Ehretia ちしゃのき 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1459 マルバチシャノキ チシャノキ Ehretia ちしゃのき 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

1460 マルバチシャノキ チシャノキ Ehretia ちしゃのき 東牟婁 和歌山縣方言

1461 マルバチシャノキ チシャノキ Ehretia なんじゃもんじゃ 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

1462 マルバチシャノキ チシャノキ Ehretia なんじゃもんじゃのき 紀州那智山 紀伊植物誌 III（小川由一）

1463 マルバチシャノキ チシャノキ Ehretia みつながしわ 和歌山県 和歌山県植物方言集

1464 マルバチシャノキ チシャノキ Ehretia みつながしわ 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

1465 マルバチシャノキ チシャノキ Ehretia みつながしわ 西牟婁 和歌山縣方言

1466 ハマベンケイソウ ハマベンケイ Mertensia ちちつぱべんけい 西牟婁 和歌山縣方言

1467 キュウリグサ キュウリグサ Trigonotis わすれなぐさ 和歌山市 紀伊植物誌 III（小川由一）

ヒルガオ科
1468 コヒルガオ ヒルガオ Calystegia つぼつる 花園村 紀伊植物誌 II

1469 コヒルガオ ヒルガオ Calystegia つぼつる 伊都地方 紀伊植物誌 II

1470 コヒルガオ ヒルガオ Calystegia ひるがお 花園村 紀伊植物誌 II

1471 コヒルガオ ヒルガオ Calystegia ひるがお 伊都地方 紀伊植物誌 II

1472 ハマヒルガオ ヒルガオ Calystegia いとかずら 小浦 紀州採薬紀

1473 ハマヒルガオ ヒルガオ Calystegia けつねのしょんべたんご 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

1474 ヒルガオ ヒルガオ Calystegia つぼずる 伊都地方 紀伊植物誌 II

1475 ヒルガオ ヒルガオ Calystegia つぼつる 花園村 紀伊植物誌 II

1476 ヒルガオ ヒルガオ Calystegia つぼつる 伊都地方 紀伊植物誌 II

1477 ヒルガオ ヒルガオ Calystegia ひるがお 花園村 紀伊植物誌 II

1478 ヒルガオ ヒルガオ Calystegia ひるがお 伊都地方 紀伊植物誌 II

1479 ネナシカズラ ネナシカズラ Cuscuta きつねのそうめん 伊都地方 紀伊植物誌 II

1480 ネナシカズラ ネナシカズラ Cuscuta ねなしかずら 竜神 紀伊植物誌１

1481 サツマイモ サツマイモ Ipomoea あかづる 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1482 サツマイモ サツマイモ Ipomoea あまいも 岩田 和歌山縣方言（其二）

1483 サツマイモ サツマイモ Ipomoea いも 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

1484 サツマイモ サツマイモ Ipomoea おかいいも 日高郡 和歌山縣方言（其二）
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1485 サツマイモ サツマイモ Ipomoea ちゃがいも 上南部 和歌山縣方言（其二）

1486 サツマイモ サツマイモ Ipomoea びんごいも 古座地域 古座地域のはなしことば集

1487 サツマイモ サツマイモ Ipomoea りうきゅいも 日高郡 和歌山縣方言（其二）

1488 サツマイモ サツマイモ Ipomoea りゅーきいも 和歌山県 和歌山方言集

1489 サツマイモ サツマイモ Ipomoea りゅうきいも 紀北 紀州の方言

1490 サツマイモ サツマイモ Ipomoea りゅうきゅういも 牟婁 和歌山縣方言（其二）

1491 ルコウソウ ルコウソウ Quamoclit まつばあさがお 伊都地方 紀伊植物誌 II

ハナシノブ科
1492 クサキョウチクトウ クサキョウチクトウ Phlox おいらんそー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

アカネ科
1493 アリドウシ アリドオシ Damnacanthus おにのめつき 小口郷 紀伊植物誌１

1494 アリドウシ アリドオシ Damnacanthus おにのめつき 敷屋 紀伊植物誌１

1495 アリドウシ アリドオシ Damnacanthus おにのめつつき 小口郷 紀伊植物誌１

1496 アリドオシ アリドオシ Damnacanthus おにのめつき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1497 アリドオシ アリドオシ Damnacanthus おにのめつき 新宮市、東牟婁郡色川・四村 和歌山県植物方言集

1498 アリドオシ アリドオシ Damnacanthus おにのめつき 七川郷 紀伊植物誌１

1499 アリドオシ アリドオシ Damnacanthus おにのめつつき 小口郷 信愛紀要・第３号

1500 アリドオシ アリドオシ Damnacanthus おにのめつつき 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

1501 アリドオシ アリドオシ Damnacanthus ひいらぎ 七川郷 紀伊植物誌１

1502 アリドオシ アリドオシ Damnacanthus へえらぎ 七川郷 紀伊植物誌１

1503 アリドオシ アリドオシ Damnacanthus へーらぎ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1504 ジュズネノキ アリドオシ Damnacanthus おにのめつつきのおば 小口郷 信愛紀要・第３号

1505 ジュズネノキ アリドオシ Damnacanthus おにのめつつきのおば 小口郷 紀伊植物誌１

1506 ジュズネノキ アリドオシ Damnacanthus おにのめつつきのおば 敷屋 紀伊植物誌１

1507 ジュズネノキ アリドオシ Damnacanthus おにのめつつきのおばさん 東牟婁郡旧小口村方面 紀伊植物誌１

1508 ジュズネノキ アリドオシ Damnacanthus おにのめつつきのおばさん 熊野川町旧小口村 紀伊植物誌 II

1509 キクムグラ ヤエムグラ Galium おごらくさ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

1510 キクムグラ ヤエムグラ Galium ちぢみくさ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

1511 キクムグラ ヤエムグラ Galium まるばのよつばむぐら 海草・伊都・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

1512 キクムグラ ヤエムグラ Galium むしつりくさ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

1513 ヤエムグラ ヤエムグラ Galium うぐら 伊都地方 紀伊植物誌 II

1514 ヤエムグラ ヤエムグラ Galium くんしょうぐさ 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

1515 ヤエムグラ ヤエムグラ Galium ほたるぐさ 内原方面 日高町誌（下巻）

1516 ヨツバムグラ ヤエムグラ Galium こばのよつばむぐら 西牟婁 和歌山縣方言

1517 クチナシ クチナシ Gardenia くちなし 小口郷 信愛紀要・第３号

1518 クチナシ クチナシ Gardenia くちなし 小口郷 紀伊植物誌１

1519 クチナシ クチナシ Gardenia さんしち 日高郡 和歌山縣方言（其二）

1520 クチナシ クチナシ Gardenia さんしち 紀北、紀南 紀州の方言

1521 クチナシ クチナシ Gardenia さんしち 日高町 日高町誌（下巻）

1522 クチナシ クチナシ Gardenia さんしち 紀北一般、海草郡南野上、日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

1523 クチナシ クチナシ Gardenia さんしち 伊都地方 紀伊植物誌 II

1524 クチナシ クチナシ Gardenia さんしち 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・西牟婁 和歌山縣方言

1525 クチナシ クチナシ Gardenia さんびき 紀南 紀州の方言

1526 クチナシ クチナシ Gardenia さんびき 東牟婁 和歌山縣方言

1527 クチナシ クチナシ Gardenia さんひち 海草・那賀・伊都 和歌山縣方言

1528 コクチナシ クチナシ Gardenia さんひち 伊都地方 紀伊植物誌 II

1529 コクチナシ クチナシ Gardenia ちょうせんくちなし 東牟婁 和歌山縣方言

1530 コクチナシ クチナシ Gardenia ちょーせんくちなし 新宮市 和歌山県植物方言集

1531 コクチナシ クチナシ Gardenia とーくちなし 新宮市 和歌山県植物方言集

1532 ルリミノキ ルリミノキ Lasianthus るりだまのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

1533 ルリミノキ ルリミノキ Lasianthus るりだまのき 海草・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

1534 シチョウゲ シチョウゲ Leptodermis いわぎきょー 和歌山県 和歌山県植物方言集

1535 シチョウゲ シチョウゲ Leptodermis いわはぎ 東牟婁 和歌山縣方言

1536 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia あばかずら 敷屋 紀伊植物誌１
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1537 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia さおとめかずら 紀南 紀州の方言

1538 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia さおとめかずら 西牟婁 和歌山縣方言

1539 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia てんぐばな 紀北 紀伊植物誌１

1540 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia てんぐばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

1541 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia へーくそかずら 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

1542 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia へくそかずら 東牟婁郡北山村大沼、紀北 紀伊植物誌１

1543 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia へくそかずら 花園村 紀伊植物誌 II

1544 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia へくそかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

1545 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia へくそばな 新宮市 和歌山県植物方言集

1546 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia へくそばな 東牟婁 和歌山縣方言

1547 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia へひりばな 新宮市 和歌山県植物方言集

1548 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia やいとばな 日高町 日高町誌（下巻）

1549 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia やいとばな 田辺市 和歌山県植物方言集

1550 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia やいとばな 紀北 紀伊植物誌１

1551 ヘクソカズラ ヤイトバナ Paederia らっぱぐさ 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

1552 シラタマカズラ ボチョウジ Psychotria いわずたい 東牟婁 和歌山縣方言

1553 アカネ アカネ Rubia びんとうさう 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

1554 ハクチョウゲ ハクチョウゲ Serissa すいばな 和歌山県 和歌山県植物方言集

1555 ハクチョウゲ ハクチョウゲ Serissa へくそばな 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1556 カギカズラ カギカズラ Uncaria あくびさう 熊野物産初志

1557 カギカズラ カギカズラ Uncaria あくびそー 和歌山県 和歌山県植物方言集

1558 カギカズラ カギカズラ Uncaria かぎかずら 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

1559 カギカズラ カギカズラ Uncaria さんねんかずら 和歌山県 和歌山県植物方言集

1560 カギカズラ カギカズラ Uncaria さんねんかずら 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

1561 カギカズラ カギカズラ Uncaria たけかずら 和歌山県 和歌山県植物方言集

1562 カギカズラ カギカズラ Uncaria たけかずら 加田 紀州採薬紀

1563 カギカズラ カギカズラ Uncaria たけかつら 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

1564 カギカズラ カギカズラ Uncaria ちょいとこかずら 熊野川町小口郷 紀伊植物誌 III（小川由一）

1565 カギカズラ カギカズラ Uncaria ちょうとこ 麻生津、三島、切目川、上秋津 和歌山縣方言（其二）

1566 カギカズラ カギカズラ Uncaria ちょうとこ 紀南地方 紀伊植物誌１

1567 カギカズラ カギカズラ Uncaria ちょうとこ 和歌山県 和歌山縣方言

1568 カギカズラ カギカズラ Uncaria ちょうとこかずら 紀南地方 紀伊植物誌１

1569 カギカズラ カギカズラ Uncaria ちょうとこかずら 七川郷 紀伊植物誌１

1570 カギカズラ カギカズラ Uncaria ちょうとこかずら 東牟婁郡中辺路町 紀伊植物誌 III（小川由一）

1571 カギカズラ カギカズラ Uncaria ちょーとこ 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

1572 カギカズラ カギカズラ Uncaria ちょーとこかずら 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

1573 カギカズラ カギカズラ Uncaria ちょっとこかずら 紀南地方 紀伊植物誌１

1574 カギカズラ カギカズラ Uncaria つりがねかずら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1575 カギカズラ カギカズラ Uncaria ふじつりばな 和歌山県 和歌山県植物方言集

1576 カギカズラ カギカズラ Uncaria ふじつりばり 新宮周辺 紀州採薬紀

1577 カギカズラ カギカズラ Uncaria ふちつりばり 牟婁 和歌山縣方言（其二）

ガガイモ科
1578 イケマ カモメヅル Cynanchum ごがみ 福嶋 紀州採薬紀

1579 イケマ カモメヅル Cynanchum ちちかずら 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

1580 イケマ カモメヅル Cynanchum ゆかしこ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1581 イヨカズラ カモメヅル Cynanchum すずめのまくら 新宮市 和歌山県植物方言集

1582 イヨカズラ カモメヅル Cynanchum すずめのまくら 東牟婁 和歌山縣方言

1583 キジョラン キジョラン Hoya ときわのががいも 和歌山県 和歌山県植物方言集

1584 キジョラン キジョラン Hoya ときわのかがみ 木本 熊野物産初志

キョウチクトウ科
1585 チョウジソウ チョウジソウ Amsonia あいろう 彩ノ本～長嶋 紀州採薬紀

1586 サカキカズラ サカキカズラ Anodendron くちなしかずら 和歌山県 和歌山県植物方言集

1587 サカキカズラ サカキカズラ Anodendron ごんどーかずら 和歌山県 和歌山県植物方言集

1588 サカキカズラ サカキカズラ Anodendron とーじかずら 和歌山県 和歌山県植物方言集
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1589 サカキカズラ サカキカズラ Anodendron にしきかずら 日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

1590 キョウチクトウ キョウチクトウ Nerium ちょーちくとー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1591 キョウチクトウ キョウチクトウ Nerium みつまたやなぎ 日高郡 和歌山県植物方言集

1592 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum おおとうじ 七川郷 紀伊植物誌１

1593 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum からすのぜに 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

1594 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum からすのぜに 東牟婁郡北山村 紀伊植物誌 III（小川由一）

1595 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum ことうじ 七川郷 紀伊植物誌１

1596 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum せきだかずら 田辺市 和歌山県植物方言集

1597 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum せきだかずら 花園 紀伊植物誌１

1598 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum せきだかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

1599 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum せきだかずら 西牟婁 和歌山縣方言

1600 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum せきりゆう 東牟婁 和歌山縣方言

1601 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum せきりゅーと 新宮市 和歌山県植物方言集

1602 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum たんどくかずら 花園 紀伊植物誌１

1603 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum たんどくかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

1604 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum ちちかずら 日高町 日高町誌（下巻）

1605 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum ちちかずら 新宮市 和歌山県植物方言集

1606 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum とうじ 七川郷 紀伊植物誌１

1607 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum とうじかずら 七川郷 紀伊植物誌１

1608 テイカカズラ テイカカズラ Trachelospermum ときわきささげ 伊都地方 紀伊植物誌 II

リンドウ科
1609 アサマリンドウ リンドウ Gentiana おおかみのしょうべんたご 小口郷 信愛紀要・第３号

1610 アサマリンドウ リンドウ Gentiana おおかみのしょうべんたご 小口郷 紀伊植物誌１

1611 アサマリンドウ リンドウ Gentiana きつねぐさ 鮎川 紀伊植物誌１

1612 アサマリンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょうべんたご 小口郷 信愛紀要・第３号

1613 アサマリンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょうべんたご 小口郷 紀伊植物誌１

1614 アサマリンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょうべんたご 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

1615 アサマリンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょんべんたんご 七川郷 紀伊植物誌１

1616 アサマリンドウ リンドウ Gentiana たぬきのしょうべんたご 小口郷 信愛紀要・第３号

1617 アサマリンドウ リンドウ Gentiana たぬきのしょうべんたご 小口郷 紀伊植物誌１

1618 アサマリンドウ リンドウ Gentiana ひめりんどう 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

1619 アサマリンドウ リンドウ Gentiana ひめりんどー 和歌山県 和歌山県植物方言集

1620 リンドウ リンドウ Gentiana おにのせっちん 伊都地方 紀伊植物誌 II

1621 リンドウ リンドウ Gentiana おにのせんちつぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1622 リンドウ リンドウ Gentiana からすのしょーべんたご 海草郡南野上、西牟婁郡岩田 和歌山県植物方言集

1623 リンドウ リンドウ Gentiana からすのしょーべんたんご 海草郡塩津、有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

1624 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょうべんたご 岩田 和歌山縣方言（其二）

1625 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょうべんたご 七川郷 紀伊植物誌１

1626 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょうべんたご 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

1627 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょうべんたご 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

1628 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょーべんたが 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

1629 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょーべんたご 和歌山市、那賀郡安楽川・名手、有田郡広・湯浅、日高郡矢田、西牟婁郡三栖・

生馬・富里、東牟婁郡三尾川・七川・小川 和歌山県植物方言集

1630 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょーべんたんご 那賀郡田中・小倉、有田郡五村 和歌山県植物方言集

1631 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょーべんばな 田辺市 和歌山県植物方言集

1632 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょんべたご 日高郡 和歌山縣方言（其二）

1633 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょんべたご 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

1634 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょんべたご 和歌山市、海草郡野上（北・東）、日高郡御坊・早蘇、有田郡八幡、

西牟婁郡近野・日置・佐本・市ノ瀬・来栖川・串本、田辺市

和歌山県植物方言集

1635 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょんべたんご 那賀郡中貴志、海草郡下神野・巽、有田郡石垣、日高郡稲原・御坊・

高城・真妻・内原・湯川 和歌山県植物方言集

1636 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょんべんたご 日高郡白崎 和歌山県植物方言集

1637 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょんべんたご 伊都地方 紀伊植物誌 II

1638 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのしょんべんたんご 有田郡鳥屋城 和歌山県植物方言集
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1639 リンドウ リンドウ Gentiana きつねのたんぽぽ 日高郡寒川 和歌山県植物方言集

1640 リンドウ リンドウ Gentiana くちなのしょんべたご 不明 和歌山県植物方言集

1641 リンドウ リンドウ Gentiana たぬきのしょうべんたご 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

1642 リンドウ リンドウ Gentiana たぬきのしょんべたが 東牟婁郡九重 和歌山県植物方言集

1643 リンドウ リンドウ Gentiana たぬきのしょんべたご 有田郡八幡、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1644 リンドウ リンドウ Gentiana たぬきのしょんべたんご 西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

1645 リンドウ リンドウ Gentiana たぬきのしょんべら 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

1646 リンドウ リンドウ Gentiana たぬきのちょうちん 敷屋 紀伊植物誌１

1647 リンドウ リンドウ Gentiana りんちょ 海南市 和歌山県植物方言集

1648 リンドウ リンドウ Gentiana りんどう 敷屋 紀伊植物誌１

1649 リンドウsp. リンドウ Gentiana きつねのしょんべんだんご 日高町 日高町誌（下巻）

1650 リンドウsp. リンドウ Gentiana けつねのしょんべたんご 日高町 日高町誌（下巻）

1651 センブリ センブリ Swertia せんぶり 日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1652 センブリ センブリ Swertia せんぶり 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

1653 センブリ センブリ Swertia せんぷり 紀南 紀州の方言

1654 センブリ センブリ Swertia せんぷり 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

1655 センブリ センブリ Swertia とうやく 西牟婁 和歌山縣方言

1656 センブリ センブリ Swertia とぉやく 紀南 紀州の方言

1657 ツルリンドウ ツルリンドウ Tripterospermum きつねのまくら 竜神郷 紀伊植物誌１

1658 ツルリンドウ ツルリンドウ Tripterospermum きつねのまくら 伊都地方 紀伊植物誌 II

1659 ツルリンドウ ツルリンドウ Tripterospermum やまあさがお 高野山 紀伊植物誌１

1660 ツルリンドウ ツルリンドウ Tripterospermum やまあさがお 伊都地方 紀伊植物誌 II

モクセイ科
1661 アオダモ トネリコ Fraxinus あおたご 七川郷 紀伊植物誌１

1662 アオダモ トネリコ Fraxinus あぶらき 竜神 紀伊植物誌１

1663 アオダモ トネリコ Fraxinus とねり 竜神 紀伊植物誌１

1664 アオダモ トネリコ Fraxinus とねり 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1665 アオダモ トネリコ Fraxinus とねりこ 七川郷 紀伊植物誌１

1666 シオジ トネリコ Fraxinus こうばち 竜神 紀伊植物誌１

1667 シオジ トネリコ Fraxinus こうばな 新宮 和歌山縣方言（其二）

1668 シオジ トネリコ Fraxinus こーばち 和歌山県 和歌山県植物方言集

1669 トネリコ トネリコ Fraxinus あいき 長原村 紀州採薬紀

1670 トネリコ トネリコ Fraxinus とねり 和歌山県 和歌山県植物方言集

1671 トネリコ トネリコ Fraxinus とねり 内原方面 日高町誌（下巻）

1672 マルバアオダモ トネリコ Fraxinus とねり 小口郷 信愛紀要・第３号

1673 マルバアオダモ トネリコ Fraxinus とねり 小口郷 紀伊植物誌１

1674 ヤチダモ トネリコ Fraxinus おーばとねりこ 和歌山県 和歌山県植物方言集

1675 イボタノキ イボタノキ Ligustrum いぼたん 那賀郡一帯 和歌山県植物方言集

1676 イボタノキ イボタノキ Ligustrum いぼたん 伊都地方 紀伊植物誌 II

1677 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum うまだおし 小口郷 信愛紀要・第３号

1678 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum うまだおし 小口郷 紀伊植物誌１

1679 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum うまだおし 七川郷 紀伊植物誌１

1680 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum うまどし 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1681 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum さとのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

1682 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum たにわたし 和歌山県 和歌山県植物方言集

1683 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum てらつばき 日高郡山路、田辺市 和歌山県植物方言集

1684 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum てらつばき 七川郷 紀伊植物誌１

1685 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum ななかまもどり 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1686 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum ねずのき 竜神 紀伊植物誌１

1687 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum ねずみくそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1688 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum ねずみのまくら 日高町 日高町誌（下巻）

1689 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum ねずみのまくら 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1690 ネズミモチ イボタノキ Ligustrum やまつげ 竜神 紀伊植物誌１

1691 ミヤマイボタ イボタノキ Ligustrum かまつぶし 龍神 紀伊植物誌１

1692 キンモクセイ ヒイラギ Osmanthus きんもくせい 伊都地方 紀伊植物誌 II
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1693 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おにのめっき 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

1694 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おにのめつき 田辺 和歌山縣方言（其二）

1695 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おにのめつき 日高郡御坊・切目・南部、東牟婁郡色川・四村、新宮市

和歌山県植物方言集

1696 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おにのめつき 龍神 紀伊植物誌１

1697 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おにのめつき 花園村 紀伊植物誌 II

1698 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おにのめつき 伊都地方 紀伊植物誌 II

1699 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おにのめつきのおす 花園村 紀伊植物誌 II

1700 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おにのめつつき 敷屋 紀伊植物誌１

1701 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おにのめつつき 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1702 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おにのめつぶし 古座地域 古座地域のはなしことば集

1703 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おにのめはじき 伊都地方 紀伊植物誌 II

1704 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おにめつき 紀南 紀州の方言

1705 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus おんのめつき 花園村 紀伊植物誌 II

1706 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus にいらぎ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1707 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus ねろくわず 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1708 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus ひいらぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1709 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus へいらぎ 花園村 紀伊植物誌 II

1710 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus へいらぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1711 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus へぇらぎ 紀北、紀南 紀州の方言

1712 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus へえらぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1713 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus へえらぎ 橋本 橋本の方言

1714 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus へえらぎ 海草・有田・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

1715 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus へーらぎ 海草郡、有田郡、西牟婁郡、東牟婁郡、田辺市、日高郡御坊

和歌山県植物方言集

1716 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus へーらぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1717 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus へーらぎ 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1718 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus へーらぎ 和歌山県 和歌山方言集

1719 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus へらぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1720 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus めっこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1721 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus りんぼく 紀南 紀州の方言

1722 ヒイラギ ヒイラギ Osmanthus りんぼく 東牟婁 和歌山縣方言

1723 ヒイラギの葉 ヒイラギ Osmanthus かぜぐるま 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1724 モクセイ ヒイラギ Osmanthus せんりこ 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

1725 モクセイ ヒイラギ Osmanthus せんりっこ 新宮市 和歌山県植物方言集

1726 モクセイ ヒイラギ Osmanthus もくせん 伊都地方 紀伊植物誌 II

1727 モクセイ ヒイラギ Osmanthus もくせん 橋本 橋本の方言

ハイノキ科
1728 クロバイ ハイノキ Symplocos はいのき 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1729 クロバイ ハイノキ Symplocos はいのき 小口郷 信愛紀要・第３号

1730 クロバイ ハイノキ Symplocos はいのき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1731 クロバイ ハイノキ Symplocos はいのき 西牟婁郡近野、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1732 クロバイ ハイノキ Symplocos はいのき 小口郷 紀伊植物誌１

1733 クロバイ？ ハイノキ Symplocos はいのき 東牟婁 和歌山縣方言

1734 サワフタギ ハイノキ Symplocos しらつげ 小口郷 信愛紀要・第３号

1735 サワフタギ ハイノキ Symplocos しらつげ 小口郷 紀伊植物誌１

1736 サワフタギ ハイノキ Symplocos しらつげ 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

1737 サワフタギ ハイノキ Symplocos つのき 有田郡や日高郡の奥地 紀伊植物誌１

1738 サワフタギ ハイノキ Symplocos つのぎ 十津川 信愛紀要・第３号

1739 タンナサワフタギ ハイノキ Symplocos うねつげ 花園 紀伊植物誌１

1740 タンナサワフタギ ハイノキ Symplocos うねつげ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1741 タンナサワフタギ ハイノキ Symplocos かみのき 竜神 紀伊植物誌１

1742 タンナサワフタギ ハイノキ Symplocos しらつげ 和歌山県 和歌山県植物方言集

1743 タンナサワフタギ ハイノキ Symplocos しらつげ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1744 タンナサワフタギ ハイノキ Symplocos つげ 竜神・花園・清水 紀伊植物誌１
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1745 タンナサワフタギ ハイノキ Symplocos つげのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

1746 タンナサワフタギ ハイノキ Symplocos つのぎ 竜神・花園・清水 紀伊植物誌１

1747 タンナサワフタギ ハイノキ Symplocos つのぎ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1748 タンナサワフタギ ハイノキ Symplocos つのぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1749 タンナサワフタギ ハイノキ Symplocos なつゆき 和歌山県 和歌山県植物方言集

1750 ハイノキ ハイノキ Symplocos しらばい 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1751 ミミズバイ ハイノキ Symplocos おーばい 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1752 ミミズバイ ハイノキ Symplocos とーねる 新宮市 和歌山県植物方言集

1753 ミミズバイ ハイノキ Symplocos みそぎ 七川郷 紀伊植物誌１

1754 ミミズバイ ハイノキ Symplocos みみすべり 和歌山県 和歌山県植物方言集

1755 ミミズバイ ハイノキ Symplocos みみずり 日高郡塩屋 和歌山県植物方言集

1756 ミミズバイ ハイノキ Symplocos みみすりば 和歌山県 和歌山県植物方言集

1757 ミミズバイ ハイノキ Symplocos みみすりば 新宮周辺 紀州採薬紀

1758 ミミズバイ ハイノキ Symplocos めめずり 日高郡塩屋 和歌山県植物方言集

エゴノキ科
1759 エゴノキ エゴノキ Styrax あずきじんだ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1760 エゴノキ エゴノキ Styrax えごのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

1761 エゴノキ エゴノキ Styrax かさぎ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1762 エゴノキ エゴノキ Styrax くるまじんだ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1763 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃ 小口郷 信愛紀要・第３号

1764 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1765 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃ 伊都郡高野山 和歌山県植物方言集

1766 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃ 小口郷 紀伊植物誌１

1767 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃ 七川郷 紀伊植物誌１

1768 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃ 花園村 紀伊植物誌 II

1769 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1770 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃのき 日高郡龍神、西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

1771 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃのき 竜神 紀伊植物誌１

1772 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃのき 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

1773 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃのき 和歌山県の山村 紀伊植物誌 II

1774 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃのき 花園村 紀伊植物誌 II

1775 エゴノキ エゴノキ Styrax ちしゃのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

1776 エゴノキ エゴノキ Styrax ちょうめ 竜神 紀伊植物誌１

1777 エゴノキ エゴノキ Styrax ちょうめん 小口郷 信愛紀要・第３号

1778 エゴノキ エゴノキ Styrax ちょうめん 小口郷 紀伊植物誌１

1779 エゴノキ エゴノキ Styrax ちょうめん 竜神 紀伊植物誌１

1780 エゴノキ エゴノキ Styrax ちょうめん 鮎川 紀伊植物誌１

1781 エゴノキ エゴノキ Styrax ちょうめん 七川郷 紀伊植物誌１

1782 エゴノキ エゴノキ Styrax ちょうめん 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

1783 エゴノキ エゴノキ Styrax ちょうめん 和歌山県の山村 紀伊植物誌 II

1784 エゴノキ エゴノキ Styrax ちょーのき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

1785 エゴノキ エゴノキ Styrax ちょーめん 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1786 エゴノキ エゴノキ Styrax ちょーめん 日高郡龍神、西牟婁郡近野、東牟婁郡色川・那智 和歌山県植物方言集

1787 エゴノキ エゴノキ Styrax ひくろぎ 紀伊 和歌山縣方言（其二）

1788 エゴノキ エゴノキ Styrax ほととぎす 紀伊 和歌山縣方言（其二）

1789 エゴノキ エゴノキ Styrax みつなり 和歌山県 和歌山県植物方言集

1790 エゴノキ エゴノキ Styrax もちばなのき 竜神 紀伊植物誌１

1791 エゴノキ エゴノキ Styrax ろくろき 和歌山県の山村 紀伊植物誌 II

1792 エゴノキ エゴノキ Styrax ろくろぎ 紀北の山村一帯、伊都郡高野山 和歌山県植物方言集

1793 エゴノキ エゴノキ Styrax ろくろぎ 竜神 紀伊植物誌１

1794 エゴノキ エゴノキ Styrax ろくろぎ 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

1795 エゴノキ エゴノキ Styrax ろくろぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1796 エゴノキ エゴノキ Styrax ろくろぎ 紀伊 和歌山縣方言（其二）

1797 ハクウンボク エゴノキ Styrax はびろ 和歌山県 和歌山県植物方言集
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カキノキ科
1798 カキ カキノキ Diospyros あがり 那賀郡一帯 和歌山県植物方言集

1799 カキ カキノキ Diospyros あがりがき 紀北 紀州の方言

1800 カキ カキノキ Diospyros あがりがき 那賀郡一帯 和歌山県植物方言集

1801 カキ カキノキ Diospyros あがりがき 伊都地方 紀伊植物誌 II

1802 カキ カキノキ Diospyros あがりがき 和歌山県 和歌山方言集

1803 カキ カキノキ Diospyros かっか 紀北 紀伊植物誌１

1804 カキ カキノキ Diospyros やまがき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1805 カキの一種 カキノキ Diospyros あわし 紀北 紀州の方言

1806 カキの一種 カキノキ Diospyros さとがき 和歌山県 和歌山方言集

1807 カキの一種 カキノキ Diospyros さとがき 紀北 紀州の方言

1808 カキの一種 カキノキ Diospyros つるのくち 日高郡 和歌山縣方言（其二）

1809 カキの一種 カキノキ Diospyros つるのこ 御坊 和歌山縣方言（其二）

1810 カキの一種 カキノキ Diospyros にたり 紀北 紀州の方言

1811 カキの一種 カキノキ Diospyros にたり 和歌山市・海草・那賀・有田 和歌山縣方言

1812 カキの一種 カキノキ Diospyros ふんごがき 南部 和歌山縣方言（其二）

1813 カキの一種、山柿 カキノキ Diospyros びんぐかき 日高郡 和歌山縣方言（其二）

1814 トキワガキ カキノキ Diospyros くろがき 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

1815 トキワガキ カキノキ Diospyros くろがき 熊野 和歌山縣方言（其二）

1816 トキワガキ カキノキ Diospyros くろがき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1817 トキワガキ カキノキ Diospyros くろがき 西牟婁 和歌山縣方言

1818 マメガキ カキノキ Diospyros ちちがき 八幡、虎ヶ峯、岩田、三栖 和歌山縣方言（其二）

1819 マメガキ カキノキ Diospyros ちちがき 紀北、紀南 紀州の方言

1820 マメガキ カキノキ Diospyros ちちがき 有田郡、日高郡、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

1821 マメガキ カキノキ Diospyros ちちがき 有田・日高・西牟婁 和歌山縣方言

1822 マメガキ カキノキ Diospyros まめがき 八幡、虎ヶ峯、切目川、上秋津 和歌山縣方言（其二）

1823 マメガキ カキノキ Diospyros まめがき 海草郡南野上、有田郡、日高郡御坊、西牟婁郡、東牟婁郡

和歌山県植物方言集

1824 マメガキ カキノキ Diospyros まめがき 有田・日高・西牟婁 和歌山縣方言

サクラソウ科
1825 オカトラノオ オカトラノオ Lysimachia やまぐさ 日高郡中山路 和歌山県植物方言集

1826 オカトラノオ オカトラノオ Lysimachia やまぐさ 竜神 紀伊植物誌１

1827 オカトラノオ オカトラノオ Lysimachia やまのうくび 竜神郷 紀伊植物誌 III（山口正三）

1828 オカトラノオ オカトラノオ Lysimachia やまのうのくび 竜神 紀伊植物誌１

1829 ギンレイカ オカトラノオ Lysimachia ぎんれいか 伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

1830 コナスビ オカトラノオ Lysimachia あぜなすび 伊都地方 紀伊植物誌 II

1831 コナスビ オカトラノオ Lysimachia なすびぐさ 東牟婁郡色川・那智 和歌山県植物方言集

1832 コナスビ オカトラノオ Lysimachia なすびぐさ 北山郷 紀伊植物誌１

1833 コナスビ オカトラノオ Lysimachia なすびぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

1834 コナスビ オカトラノオ Lysimachia はたけ茄子 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

1835 コナスビ オカトラノオ Lysimachia はたなすび 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1836 コナスビ オカトラノオ Lysimachia はたなすび 東牟婁 和歌山縣方言

ヤブコウジ科
1837 カラタチバナ ヤブコウジ Ardisia からたち 七川郷 紀伊植物誌１

1838 カラタチバナ ヤブコウジ Ardisia じゅうりょう 七川郷 紀伊植物誌１

1839 カラタチバナ ヤブコウジ Ardisia まんりょう 竜神 紀伊植物誌１

1840 マンリョウ ヤブコウジ Ardisia ひよどりごい 七川郷 紀伊植物誌１

1841 マンリョウ ヤブコウジ Ardisia まんりょう 七川郷 紀伊植物誌１

1842 マンリョウ ヤブコウジ Ardisia やましきみ 和歌山県 和歌山県植物方言集

1843 マンリョウ ヤブコウジ Ardisia やませんりょう 七川郷 紀伊植物誌１

1844 ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia あかみ 小口郷 信愛紀要・第３号

1845 ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia あかみ 小口郷 紀伊植物誌１

1846 ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia おやまだんご 日高郡龍神 信愛紀要・第３号
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1847 ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia ししみ 敷屋 紀伊植物誌１

1848 ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia たんぽぽ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

1849 ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia ちんぐり 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

1850 ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia ふきあげ 七川郷 紀伊植物誌１

1851 ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia ふくと 七川郷 紀伊植物誌１

1852 ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia やぶこうじ 七川郷 紀伊植物誌１

1853 ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia やぶこうじ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

1854 ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia やぶこうじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1855 ヤブコウジ ヤブコウジ Ardisia りんご 敷屋 紀伊植物誌１

1856 イズセンリョウ イズセンリョウ Maesa かしかずら 七川郷 紀伊植物誌１

1857 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine いちい 小口郷 信愛紀要・第３号

1858 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine いちい 小口郷 紀伊植物誌１

1859 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine いちい 小口郷 紀伊植物誌１

1860 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine いちいのき 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

1861 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine しちのき 新宮市 和歌山県植物方言集

1862 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine しつじょー 和歌山県 和歌山県植物方言集

1863 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine しっち 小口郷 信愛紀要・第３号

1864 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine しっち 小口郷 紀伊植物誌１

1865 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine しっち 小口郷 紀伊植物誌１

1866 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine しっちのき 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

1867 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine しつんじょ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

1868 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine しつんじょ 七川郷 紀伊植物誌１

1869 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine しつんじょ 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

1870 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine たにがし 七川郷 紀伊植物誌１

1871 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine ひいち 鮎川 紀伊植物誌１

1872 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine ひいち 鮎川 紀伊植物誌１

1873 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine ひいち 七川郷 紀伊植物誌１

1874 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine ひーち 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1875 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine ひちのき 新宮市、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1876 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine びんじょ 鮎川 紀伊植物誌１

1877 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine びんじょ 鮎川 紀伊植物誌１

1878 タイミンタチバナ ツルマンリョウ Myrsine やまなぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

ツヅジ科
1879 カイナンサラサドウダン ドウダンツツジ Enkianthus つりがねつつじ 清水 紀伊植物誌１

1880 カイナンサラサドウダン ドウダンツツジ Enkianthus ほーしつつじ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1881 ベニドウダン ドウダンツツジ Enkianthus つりがねつつじ 七川郷 紀伊植物誌１

1882 ベニドウダン ドウダンツツジ Enkianthus ほーしつつじ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1883 イワナシ イワナシ Epigaea しお 橋本市 紀伊植物誌 III（山本晃）

1884 イワナシ イワナシ Epigaea しほ 橋本市 紀伊植物誌 III（山本晃）

1885 イワナンテン イワナンテン Leucothoe いわつばき 和歌山県 和歌山県植物方言集

1886 イワナンテン イワナンテン Leucothoe いわなんてん 七川郷 紀伊植物誌１

1887 イワナンテン イワナンテン Leucothoe めぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

1888 イワナンテン イワナンテン Leucothoe やまどりしば 小口郷 信愛紀要・第３号

1889 イワナンテン イワナンテン Leucothoe やまどりしば 小口郷 紀伊植物誌１

1890 ネジキ ネジキ Lyonia あかい 伊都地方 紀伊植物誌 II

1891 ネジキ ネジキ Lyonia あかいわし 伊都地方 紀伊植物誌 II

1892 ネジキ ネジキ Lyonia あかき 有田郡下湯川 和歌山県植物方言集

1893 ネジキ ネジキ Lyonia あかぎ 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1894 ネジキ ネジキ Lyonia あかじく 紀北の郡部 信愛紀要・第３号

1895 ネジキ ネジキ Lyonia あかじく 紀北の郡部 紀伊植物誌１

1896 ネジキ ネジキ Lyonia あかじく 紀北 紀伊植物誌１

1897 ネジキ ネジキ Lyonia あかじく 伊都地方 紀伊植物誌 II

1898 ネジキ ネジキ Lyonia あかじく 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1899 ネジキ ネジキ Lyonia あかっちょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1900 ネジキ ネジキ Lyonia あかはり 花園 紀伊植物誌１
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1901 ネジキ ネジキ Lyonia あかはり 伊都地方 紀伊植物誌 II

1902 ネジキ ネジキ Lyonia あかめ 日高町 日高町誌（下巻）

1903 ネジキ ネジキ Lyonia あかめ 小口郷、和歌山市 信愛紀要・第３号

1904 ネジキ ネジキ Lyonia あかめ 有田郡津木 和歌山県植物方言集

1905 ネジキ ネジキ Lyonia あかめ 小口郷 紀伊植物誌１

1906 ネジキ ネジキ Lyonia あかめ 紀北の郡部 紀伊植物誌１

1907 ネジキ ネジキ Lyonia あかめ 花園 紀伊植物誌１

1908 ネジキ ネジキ Lyonia あかめ 紀北 紀伊植物誌１

1909 ネジキ ネジキ Lyonia あかめ 花園村 紀伊植物誌 II

1910 ネジキ ネジキ Lyonia あかめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1911 ネジキ ネジキ Lyonia あかめがし 花園村 紀伊植物誌 II

1912 ネジキ ネジキ Lyonia あかめがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

1913 ネジキ ネジキ Lyonia あかめはぜ 花園 紀伊植物誌１

1914 ネジキ ネジキ Lyonia あかめはり 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

1915 ネジキ ネジキ Lyonia あかめはり 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1916 ネジキ ネジキ Lyonia あかんぼ 日高町 日高町誌（下巻）

1917 ネジキ ネジキ Lyonia あかんぼ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1918 ネジキ ネジキ Lyonia あかんぼ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

1919 ネジキ ネジキ Lyonia あかんぼ 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1920 ネジキ ネジキ Lyonia おおじころし 七川郷 紀伊植物誌１

1921 ネジキ ネジキ Lyonia おじころし 和歌山県 和歌山県植物方言集

1922 ネジキ ネジキ Lyonia おじころし 小口郷 信愛紀要・第３号

1923 ネジキ ネジキ Lyonia おじころし 小口郷 紀伊植物誌１

1924 ネジキ ネジキ Lyonia おじころし 竜神 紀伊植物誌１

1925 ネジキ ネジキ Lyonia おじころし 敷屋 紀伊植物誌１

1926 ネジキ ネジキ Lyonia おじころし 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

1927 ネジキ ネジキ Lyonia おじころし 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1928 ネジキ ネジキ Lyonia かしおみ 西牟婁 和歌山縣方言

1929 ネジキ ネジキ Lyonia かしよし 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1930 ネジキ ネジキ Lyonia かまつぶし 竜神郷 紀伊植物誌１

1931 ネジキ ネジキ Lyonia じいころし 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

1932 ネジキ ネジキ Lyonia ねじき 鮎川 紀伊植物誌１

1933 ネジキ ネジキ Lyonia ねじのき 有田郡下湯川 和歌山県植物方言集

1934 ネジキ ネジキ Lyonia ねじのき 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1935 ネジキ ネジキ Lyonia ひくらがし 花園 紀伊植物誌１

1936 ネジキ ネジキ Lyonia ひくらがし 鮎川 紀伊植物誌１

1937 ネジキ ネジキ Lyonia ひくらがし 花園村 紀伊植物誌 II

1938 ネジキ ネジキ Lyonia ひくらがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

1939 ネジキ ネジキ Lyonia ひくらがし 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1940 ネジキ ネジキ Lyonia ふくら 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

1941 ネジキ ネジキ Lyonia めあか 新宮 信愛紀要・第３号

1942 ネジキ ネジキ Lyonia めあか 新宮市 紀伊植物誌１

1943 ネジキ ネジキ Lyonia めあか 新宮地方 紀伊植物誌 III（小川由一）

1944 ツリガネツツジ ヨウラクツツジ Menziesia ひげつつじ 高野山 紀伊植物誌１

1945 ツリガネツツジ ヨウラクツツジ Menziesia ひげつつじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1946 アセビ アセビ Pieris あきび 紀北 紀州の方言

1947 アセビ アセビ Pieris あくび 紀北、紀南 紀州の方言

1948 アセビ アセビ Pieris あせぼ 和歌山県 紀伊植物誌 II

1949 アセビ アセビ Pieris あせぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1950 アセビ アセビ Pieris あせんぼ 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

1951 アセビ アセビ Pieris あせんぼ 口熊野 口熊野の方言

1952 アセビ アセビ Pieris あせんぼ 日高町 日高町誌（下巻）

1953 アセビ アセビ Pieris あせんぼ 那賀郡一般、有田郡津木、日高郡御坊、西牟婁郡近野、田辺市

和歌山県植物方言集

1954 アセビ アセビ Pieris あせんぼ 花園・清水 紀伊植物誌１

1955 アセビ アセビ Pieris あせんぼ 和歌山県 紀伊植物誌 II

コード
番号 標準和名 属名（和） 属名（ラテン） 方　　言 分 布 地 域 文　　　献

－ 39 －



1956 アセビ アセビ Pieris あせんぼ 花園村 紀伊植物誌 II

1957 アセビ アセビ Pieris あせんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1958 アセビ アセビ Pieris あせんぼ 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

1959 アセビ アセビ Pieris うしあらい 小口郷 信愛紀要・第３号

1960 アセビ アセビ Pieris うしあらい 東牟婁郡太田 和歌山県植物方言集

1961 アセビ アセビ Pieris うしあらい 小口郷 紀伊植物誌１

1962 アセビ アセビ Pieris うしあらい 日高郡川上村 紀伊植物誌 II

1963 アセビ アセビ Pieris うしあらいしば 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1964 アセビ アセビ Pieris うしあらいしば 七川郷 紀伊植物誌１

1965 アセビ アセビ Pieris うしのしらめとり 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

1966 アセビ アセビ Pieris うしのはもがき 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

1967 アセビ アセビ Pieris うしはらい 上三栖 紀州採薬紀

1968 アセビ アセビ Pieris うじはらい 汐見峠 和歌山県植物方言集

1969 アセビ アセビ Pieris かせぼ 和歌山県 紀伊植物誌 II

1970 アセビ アセビ Pieris こしば 太地 熊野太地の伝承

1971 アセビ アセビ Pieris こべたたき 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

1972 アセビ アセビ Pieris こめしば 那智、天満 那智地区方言集

1973 アセビ アセビ Pieris こめしば 小口郷 信愛紀要・第３号

1974 アセビ アセビ Pieris こめしば 新宮市、東牟婁郡色川・太地 和歌山県植物方言集

1975 アセビ アセビ Pieris こめしば 小口郷 紀伊植物誌１

1976 アセビ アセビ Pieris こめしば 七川郷 紀伊植物誌１

1977 アセビ アセビ Pieris こめしば 新宮方面 紀伊植物誌 II

1978 アセビ アセビ Pieris こめしば 新宮市、東牟婁郡 紀伊植物誌 III（小川由一）

1979 アセビ アセビ Pieris こめしば 東牟婁 和歌山縣方言

1980 アセビ アセビ Pieris させんぼ 海草郡南野上、日高郡龍神 和歌山県植物方言集

1981 アセビ アセビ Pieris させんぼ 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

1982 アセビ アセビ Pieris させんぼ 和歌山県 紀伊植物誌 II

1983 アセビ アセビ Pieris させんぼ 花園村 紀伊植物誌 II

1984 アセビ アセビ Pieris させんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

1985 アセビ アセビ Pieris しゃせんぼ 那賀郡 和歌山県植物方言集

1986 アセビ アセビ Pieris しゃせんぼ 竜神 紀伊植物誌１

1987 アセビ アセビ Pieris せせぼ 伊都郡高野山 和歌山県植物方言集

1988 アセビ アセビ Pieris だにのき 高野町相ノ浦、花園村 紀伊植物誌 II

1989 アセビ アセビ Pieris だにのき 花園村 紀伊植物誌 II

1990 アセビ アセビ Pieris だにのき 高野山相ノ浦 紀伊植物誌 II

1991 アセビ アセビ Pieris だにのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

1992 アセビ アセビ Pieris にがき 小口郷 信愛紀要・第３号

1993 アセビ アセビ Pieris にがき 小口郷 紀伊植物誌１

1994 アセビ アセビ Pieris はこぼれ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

1995 アセビ アセビ Pieris はこぼれ 北山村 紀伊植物誌 III（小川由一）

1996 アセビ アセビ Pieris はもり 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

1997 アセビ アセビ Pieris はもり 日高郡龍神、西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

1998 アセビ アセビ Pieris はもり 竜神 紀伊植物誌１

1999 アセビ アセビ Pieris はもり 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

2000 アセビ アセビ Pieris はもり 七川郷 紀伊植物誌１

2001 アセビ アセビ Pieris はもり 花園村、竜神村 紀伊植物誌 II

2002 アセビ アセビ Pieris はもり 花園村 紀伊植物誌 II

2003 アセビ アセビ Pieris はもり 伊都地方 紀伊植物誌 II

2004 アセビ アセビ Pieris はもり 伊都・那賀両郡奥地、日高郡 紀伊植物誌 III（小川由一）

2005 アセビ アセビ Pieris はもれ 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

2006 アセビ アセビ Pieris はもろ 小口郷 信愛紀要・第３号

2007 アセビ アセビ Pieris はもろ 小口郷 紀伊植物誌１

2008 アセビ アセビ Pieris はもろ 七川郷 紀伊植物誌１

2009 アセビ アセビ Pieris はもろ 奈良県吉野郡十津川村田戸・平谷 紀伊植物誌１

2010 アセビ アセビ Pieris はもろ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

2011 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron うねつつじ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１
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2012 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron こごめつつじ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2013 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron こめつつじ 熊野 和歌山縣方言（其二）

2014 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron コメツツジ 口熊野 口熊野の方言

2015 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron コメツツジ 紀南 紀州の方言

2016 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron こめつつじ 竜神・美山方面 日高町誌（下巻）

2017 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron こめつつじ 小口郷 信愛紀要・第３号

2018 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron こめつつじ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

2019 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron こめつつじ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2020 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron こめつつじ 日高郡中山路、西牟婁郡、田辺市、東牟婁郡色川・那智、新宮市

和歌山県植物方言集

2021 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron こめつつじ 小口郷 紀伊植物誌１

2022 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron こめつつじ 七川郷 紀伊植物誌１

2023 ウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron こめつつじ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

2024 ウンゼンツツジ？ ツツジ Rhododendron こめつつじ 那智、天満 那智地区方言集

2025 コバノミツバツツジ ツツジ Rhododendron いわつつじ 花園村 紀伊植物誌 II

2026 コバノミツバツツジ ツツジ Rhododendron いわつつじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2027 コバノミツバツツジ ツツジ Rhododendron いわやまつつじ 花園村 紀伊植物誌 II

2028 コバノミツバツツジ ツツジ Rhododendron いわやまつつじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2029 コバノミツバツツジ ツツジ Rhododendron まつひろいつつじ 花園村 紀伊植物誌 II

2030 コバノミツバツツジ ツツジ Rhododendron まつひろいつつじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2031 コバノミツバツツジ ツツジ Rhododendron みつば 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

2032 コバノミツバツツジ ツツジ Rhododendron みつばつつじ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2033 コバノミツバツツジ ツツジ Rhododendron みねつつじ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

2034 コバノミツバツツジ ツツジ Rhododendron むらさきつつじ 花園村 紀伊植物誌 II

2035 コバノミツバツツジ ツツジ Rhododendron むらさきつつじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2036 サツキ ツツジ Rhododendron いわばな 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2037 サツキ ツツジ Rhododendron かわさつき 日高町 日高町誌（下巻）

2038 サツキ ツツジ Rhododendron さつき 日高郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

2039 シャクナゲ ツツジ Rhododendron しゃくなん 紀南 紀州の方言

2040 シロバナウンゼンツツジ ツツジ Rhododendron こめつつじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2041 ツクシシャクナゲ ツツジ Rhododendron しゃくなん 海草郡長谷毛原、日高郡御坊、東牟婁郡色川、新宮市

和歌山県植物方言集

2042 ツツジ ツツジ Rhododendron つつり 紀北 紀州の方言

2043 ツツジ ツツジ Rhododendron つつり 伊都地方 紀伊植物誌 II

2044 ツツジ ツツジ Rhododendron つつり 橋本 橋本の方言

2045 ツツジ ツツジ Rhododendron つつり 那賀 和歌山縣方言

2046 ツツジ ツツジ Rhododendron つつんじ 那賀・日高 和歌山縣方言

2047 ツツジ ツツジ Rhododendron つつんじょ 那賀 和歌山縣方言

2048 ツツジ類 ツツジ Rhododendron かゆみつつじ 請川～本宮 紀州採薬紀

2049 ツツジ類 ツツジ Rhododendron つちんじょ 日高郡 和歌山県植物方言集

2050 ツツジ類 ツツジ Rhododendron つつり 那賀郡 和歌山県植物方言集

2051 ツツジ類 ツツジ Rhododendron つつんじ 那賀郡、日高郡 和歌山県植物方言集

2052 ツツジ類 ツツジ Rhododendron つつんじょ 海草郡南野上、日高郡和田 和歌山県植物方言集

2053 ツツジ類 ツツジ Rhododendron ひめつつじ 請川～本宮 紀州採薬紀

2054 トサノミツバツツジ ツツジ Rhododendron おかつつじ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2055 バイカツツジ ツツジ Rhododendron こごめつつじ 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

2056 ヒカゲツツジ ツツジ Rhododendron いわやまつつじ 小口郷 信愛紀要・第３号

2057 ヒカゲツツジ ツツジ Rhododendron いわやまつつじ 小口郷 紀伊植物誌１

2058 ヒカゲツツジ ツツジ Rhododendron しらつつじ 七川郷 紀伊植物誌１

2059 ホンシャクナゲ ツツジ Rhododendron しゃくなん 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2060 ミツバツツジ類 ツツジ Rhododendron うぐいすつつじ 小口郷 信愛紀要・第３号

2061 ミツバツツジ類 ツツジ Rhododendron うぐいすつつじ 小口郷 紀伊植物誌１

2062 ミツバツツジ類 ツツジ Rhododendron うぐいつつじ 七川郷 紀伊植物誌１

2063 ミツバツツジ類 ツツジ Rhododendron さつきつつじ 七川郷 紀伊植物誌１

2064 ミツバツツジ類 ツツジ Rhododendron すべりつつじ 小口郷 信愛紀要・第３号

2065 ミツバツツジ類 ツツジ Rhododendron すべりつつじ 小口郷 紀伊植物誌１
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2066 モチツツジ ツツジ Rhododendron あめつつじ 日高町 日高町誌（下巻）

2067 モチツツジ ツツジ Rhododendron あめつつじ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

2068 モチツツジ ツツジ Rhododendron いもつつじ 花園 紀伊植物誌１

2069 モチツツジ ツツジ Rhododendron いもつつじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2070 モチツツジ ツツジ Rhododendron おおかめつつじ 小口郷 信愛紀要・第３号

2071 モチツツジ ツツジ Rhododendron おおかめつつじ 小口郷 紀伊植物誌１

2072 モチツツジ ツツジ Rhododendron たぬきつつじ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2073 モチツツジ ツツジ Rhododendron つちんじょ 紀北平野部 紀伊植物誌 II

2074 モチツツジ ツツジ Rhododendron つつじ 有田郡一般、東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

2075 モチツツジ ツツジ Rhododendron つつじ 山路 紀伊植物誌１

2076 モチツツジ ツツジ Rhododendron つつじ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

2077 モチツツジ ツツジ Rhododendron ときしらず 小口郷 信愛紀要・第３号

2078 モチツツジ ツツジ Rhododendron ときしらず 小口郷 紀伊植物誌１

2079 モチツツジ ツツジ Rhododendron ねばつつじ 口熊野 口熊野の方言

2080 モチツツジ ツツジ Rhododendron ねばつつじ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

2081 モチツツジ ツツジ Rhododendron ねばつつじ 西牟婁郡近野、新宮市 和歌山県植物方言集

2082 モチツツジ ツツジ Rhododendron ねばつつじ 龍神・山路・花園 紀伊植物誌１

2083 モチツツジ ツツジ Rhododendron ねばつつじ 敷屋 紀伊植物誌１

2084 モチツツジ ツツジ Rhododendron ねばつつじ 日高郡竜神郷・山路郷、有田郡清水町、新宮、那智方面

紀伊植物誌 II

2085 モチツツジ ツツジ Rhododendron ねばつつじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2086 モチツツジ ツツジ Rhododendron ねばつつじ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

2087 モチツツジ ツツジ Rhododendron ねばり 日高郡切目 和歌山県植物方言集

2088 モチツツジ ツツジ Rhododendron ねばりつつじ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2089 モチツツジ ツツジ Rhododendron ねばりつつじ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2090 モチツツジ ツツジ Rhododendron ひげつつじ 鮎川 紀伊植物誌１

2091 モチツツジ ツツジ Rhododendron ひっつき 東牟婁郡色川、新宮市 和歌山県植物方言集

2092 モチツツジ ツツジ Rhododendron ひっつきつつじ 東牟婁郡色川、新宮市 和歌山県植物方言集

2093 モチツツジ ツツジ Rhododendron ひっつきつつじ 新宮、那智方面 紀伊植物誌 II

2094 モチツツジ ツツジ Rhododendron みみごつつじ 和深（現串本町） 紀伊植物誌 II

2095 モチツツジ ツツジ Rhododendron やまつつじ 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

2096 モチツツジ ツツジ Rhododendron やまつつじ かつらぎ町四郷 紀伊植物誌 II

2097 モチツツジ ツツジ Rhododendron やまつつじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2098 ヤマツツジ ツツジ Rhododendron いわつつじ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2099 ヤマツツジ ツツジ Rhododendron いわばな 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2100 ヤマツツジ ツツジ Rhododendron つつじ 日高郡一般 和歌山県植物方言集

2101 ヤマツツジ ツツジ Rhododendron つつじ 花園 紀伊植物誌１

2102 ヤマツツジ ツツジ Rhododendron つつじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2103 ヤマツツジ ツツジ Rhododendron やまさつき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2104 ヤマツツジ ツツジ Rhododendron やまてらし 紀北 紀伊植物誌１

2105 レンゲツツジ ツツジ Rhododendron うねつつじ 龍神 紀伊植物誌１

2106 レンゲツツジ ツツジ Rhododendron うねつつじ 花園村 紀伊植物誌 II

2107 レンゲツツジ ツツジ Rhododendron うねつつじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2108 レンゲツツジ ツツジ Rhododendron きつねつつじ 不明 和歌山県植物方言集

2109 レンゲツツジ ツツジ Rhododendron まめがらつつじ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2110 ウスノキ スノキ Vaccinium おかずのき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

2111 ウスノキ スノキ Vaccinium しんぶり 七川郷 紀伊植物誌１

2112 ウスノキ スノキ Vaccinium ちゃつちゃのうす 伊都地方 紀伊植物誌 II

2113 シャシャンボ スノキ Vaccinium あせんぼ 紀ノ川筋 信愛紀要・第３号

2114 シャシャンボ スノキ Vaccinium あせんぼ 紀ノ川筋 紀伊植物誌１

2115 シャシャンボ スノキ Vaccinium あせんぼ 紀北の平原部 紀伊植物誌１

2116 シャシャンボ スノキ Vaccinium あせんぼ 紀ノ川筋の農山村 紀伊植物誌 II

2117 シャシャンボ スノキ Vaccinium あせんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2118 シャシャンボ スノキ Vaccinium あまびしゃこ 那賀郡の山村 紀伊植物誌１

2119 シャシャンボ スノキ Vaccinium えどびしゃく 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

2120 シャシャンボ スノキ Vaccinium えどびしゃこ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集
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2121 シャシャンボ スノキ Vaccinium えどびしゃこ 海南市、野上地方 紀伊植物誌１

2122 シャシャンボ スノキ Vaccinium こしき 海南市、野上地方 紀伊植物誌１

2123 シャシャンボ スノキ Vaccinium させぼ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2124 シャシャンボ スノキ Vaccinium させぼ 大沼 紀伊植物誌 II

2125 シャシャンボ スノキ Vaccinium させんぼ 日高町 日高町誌（下巻）

2126 シャシャンボ スノキ Vaccinium させんぼ 小口郷 信愛紀要・第３号

2127 シャシャンボ スノキ Vaccinium させんぼ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2128 シャシャンボ スノキ Vaccinium させんぼ 印南町 印南町史（資料編）

2129 シャシャンボ スノキ Vaccinium させんぼ 小口郷 紀伊植物誌１

2130 シャシャンボ スノキ Vaccinium させんぼ 敷屋 紀伊植物誌１

2131 シャシャンボ スノキ Vaccinium させんぼ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2132 シャシャンボ スノキ Vaccinium させんぼ 紀ノ川筋の農山村、紀南地方 紀伊植物誌 II

2133 シャシャンボ スノキ Vaccinium ししゃぼ 七川郷 紀伊植物誌１

2134 シャシャンボ スノキ Vaccinium ししゃぼ 七川 紀伊植物誌 II

2135 シャシャンボ スノキ Vaccinium しゃしゃぼ 新宮市 和歌山県植物方言集

2136 シャシャンボ スノキ Vaccinium しやしやぼ 市江阿瀧～周参見 紀州採薬紀

2137 シャシャンボ スノキ Vaccinium しゃせぼ 七川郷 紀伊植物誌１

2138 シャシャンボ スノキ Vaccinium しゃせぼ 紀南地方 紀伊植物誌 II

2139 シャシャンボ スノキ Vaccinium しゃせんぼ 小口郷 信愛紀要・第３号

2140 シャシャンボ スノキ Vaccinium しゃせんぼ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2141 シャシャンボ スノキ Vaccinium しゃせんぼ 小口郷 紀伊植物誌１

2142 シャシャンボ スノキ Vaccinium しゃせんぼ 鮎川 紀伊植物誌１

2143 シャシャンボ スノキ Vaccinium しゃせんぼ 七川郷 紀伊植物誌１

2144 シャシャンボ スノキ Vaccinium しゃせんぼ 七川 紀伊植物誌 II

2145 シャシャンボ スノキ Vaccinium わくらは 和歌山県 和歌山県植物方言集

2146 シャシャンボ スノキ Vaccinium わくらもち 和歌山県 和歌山県植物方言集

2147 スノキ スノキ Vaccinium おかず 瀧路 紀州採薬紀

2148 スノキ スノキ Vaccinium おかず 日高郡山路 和歌山県植物方言集

2149 スノキ スノキ Vaccinium おかずぐさ 日高郡美山村 紀伊植物誌１

2150 スノキ スノキ Vaccinium おかずぐさ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

2151 スノキ スノキ Vaccinium おかずのみ 竜神・清水 紀伊植物誌１

2152 スノキ スノキ Vaccinium すいぎ 東牟婁郡北山村 紀伊植物誌１

2153 スノキ スノキ Vaccinium すいぎ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2154 スノキ スノキ Vaccinium すいごろ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2155 スノキ スノキ Vaccinium すいすい 岩田 和歌山縣方言（其二）

2156 スノキ スノキ Vaccinium すいすい 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2157 スノキ スノキ Vaccinium すいすい 花園 紀伊植物誌１

2158 スノキ スノキ Vaccinium すいすい 鮎川 紀伊植物誌１

2159 スノキ スノキ Vaccinium すいすい 伊都地方 紀伊植物誌 II

2160 スノキ スノキ Vaccinium すいすい 東牟婁郡色川・四村 和歌山県植物方言集

2161 スノキ スノキ Vaccinium すいすいぐさ 日高郡美山村 紀伊植物誌１

2162 スノキ スノキ Vaccinium すいすいぐさ 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

2163 スノキ スノキ Vaccinium すいもん 田辺市 和歌山県植物方言集

2164 スノキ スノキ Vaccinium やまず 瀧路 紀州採薬紀

2165 ナツハゼ スノキ Vaccinium あたまはげ 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

2166 ナツハゼ スノキ Vaccinium あたまはげ 和歌山県北部各地 紀伊植物誌 II

2167 ナツハゼ スノキ Vaccinium あたまはげ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2168 ナツハゼ スノキ Vaccinium うすのみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2169 ナツハゼ スノキ Vaccinium おうかず 高野山やその奥地 紀伊植物誌 II

2170 ナツハゼ スノキ Vaccinium おかずのみ 高野山やその奥地 紀伊植物誌 II

2171 ナツハゼ スノキ Vaccinium かすなり 伊都地方 紀伊植物誌 II

2172 ナツハゼ スノキ Vaccinium からすもも 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

2173 ナツハゼ スノキ Vaccinium くろもも 花園村 紀伊植物誌 II

2174 ナツハゼ スノキ Vaccinium くろもも 伊都地方 紀伊植物誌 II

2175 ナツハゼ スノキ Vaccinium すいすいのみ 高野山やその奥地 紀伊植物誌 II

2176 ナツハゼ スノキ Vaccinium すごろ 伊都地方 紀伊植物誌 II
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2177 ナツハゼ スノキ Vaccinium すのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2178 ナツハゼ スノキ Vaccinium てりは 和歌山県 和歌山県植物方言集

2179 ナツハゼ スノキ Vaccinium なべごろ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2180 ナツハゼ スノキ Vaccinium なべたたき 有田郡糸我 和歌山県植物方言集

2181 ナツハゼ スノキ Vaccinium はぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2182 ナツハゼ スノキ Vaccinium はげのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

2183 ナツハゼ スノキ Vaccinium はげもも 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

2184 ナツハゼ スノキ Vaccinium はげもも 和歌山県北部各地 紀伊植物誌 II

2185 ナツハゼ スノキ Vaccinium ぶんこ 有田郡五西月 和歌山県植物方言集

イチヤクソウ科
2186 ギンリョウソウ ギンリョウソウ Monotropastrum ゆうれいそう 西牟婁 和歌山縣方言

リョウブ科
2187 リョウブ リョウブ Clethra ぎょうぶ 龍神 紀伊植物誌１

2188 リョウブ リョウブ Clethra ぎょうぶ 竜神 紀伊植物誌 II

2189 リョウブ リョウブ Clethra ぎょうぶ 紀州の山村 紀伊植物誌 III（小川由一）

2190 リョウブ リョウブ Clethra ぎょーぶ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2191 リョウブ リョウブ Clethra さるすべり 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

2192 リョウブ リョウブ Clethra さるた 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

2193 リョウブ リョウブ Clethra じょうばな 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2194 リョウブ リョウブ Clethra じょうばな 大沼 紀伊植物誌 II

2195 リョウブ リョウブ Clethra じょうぶ 小口郷 信愛紀要・第３号

2196 リョウブ リョウブ Clethra じょうぶ 小口郷 紀伊植物誌１

2197 リョウブ リョウブ Clethra じょうぶ 清水 紀伊植物誌１

2198 リョウブ リョウブ Clethra じょうぶ 鮎川 紀伊植物誌１

2199 リョウブ リョウブ Clethra じょうぶ 和歌山県各地 紀伊植物誌 II

2200 リョウブ リョウブ Clethra じょうぶ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2201 リョウブ リョウブ Clethra じょうぶ 紀州の山村 紀伊植物誌 III（小川由一）

2202 リョウブ リョウブ Clethra じょうぶな 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

2203 リョウブ リョウブ Clethra じょうぶのき 敷屋 紀伊植物誌１

2204 リョウブ リョウブ Clethra じょうぶのき 敷屋 紀伊植物誌 II

2205 リョウブ リョウブ Clethra じょうぼ 高野山 紀伊植物誌 II

2206 リョウブ リョウブ Clethra じょーぶ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2207 リョウブ リョウブ Clethra じょーぶな 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2208 リョウブ リョウブ Clethra じょーぶのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

2209 リョウブ リョウブ Clethra じょーぼな 和歌山県 和歌山県植物方言集

2210 リョウブ リョウブ Clethra じょぼ 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

2211 リョウブ リョウブ Clethra じょぼな 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

2212 リョウブ リョウブ Clethra びょうぶ 清水 紀伊植物誌１

2213 リョウブ リョウブ Clethra びょうぶ 七川郷 紀伊植物誌１

2214 リョウブ リョウブ Clethra びょうぶ 清水 紀伊植物誌 II

2215 リョウブ リョウブ Clethra びょうぶ 花園村 紀伊植物誌 II

2216 リョウブ リョウブ Clethra びょうぶ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2217 リョウブ リョウブ Clethra びょうぶ 紀州の山村 紀伊植物誌 III（小川由一）

2218 リョウブ リョウブ Clethra もちばなき 花園村 紀伊植物誌 II

2219 リョウブ リョウブ Clethra もちばなき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2220 リョウブ リョウブ Clethra もちばなのき 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

2221 リョウブ リョウブ Clethra もちばなのき 花園 紀伊植物誌１

2222 リョウブ リョウブ Clethra もちばなのき 花園村 紀伊植物誌 II

2223 リョウブ リョウブ Clethra もちばなのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2224 リョウブ リョウブ Clethra もちばなのき 紀州の山村 紀伊植物誌 III（小川由一）

2225 リョウブ リョウブ Clethra りゅうぶ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2226 リョウブ リョウブ Clethra りゅーぶき 和歌山県 和歌山県植物方言集

2227 リョウブ リョウブ Clethra りょうぶ 花園 紀伊植物誌１

2228 リョウブ リョウブ Clethra りょうぶ 七川郷 紀伊植物誌１
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2229 リョウブ リョウブ Clethra りょうぶ 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

2230 リョウブ リョウブ Clethra りょうぼ 龍神 紀伊植物誌１

2231 リョウブ リョウブ Clethra りょうぼ 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

2232 リョウブ リョウブ Clethra りょうぼ 戸谷 紀伊植物誌 II

2233 リョウブ リョウブ Clethra りょうぼ 紀州の山村 紀伊植物誌 III（小川由一）

2234 リョウブ リョウブ Clethra りょうぼう 竜神 紀伊植物誌 II

2235 リョウブ リョウブ Clethra りょーぶ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2236 リョウブ リョウブ Clethra りょーぼー 和歌山県 和歌山県植物方言集

セリ科
2237 アシタバ シシウド Angelica かうばうな 南牟婁井田 和歌山縣方言（其二）

2238 アシタバ シシウド Angelica はちじょうそう 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

2239 アシタバ シシウド Angelica はちじょうそぉ 紀南 紀州の方言

2240 シシウド シシウド Angelica うしうど 伊都地方 紀伊植物誌 II

2241 シシウド シシウド Angelica くそんど 伊都地方 紀伊植物誌 II

2242 シシウド シシウド Angelica しかのたち 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

2243 シシウド シシウド Angelica しかのたち 清水 紀伊植物誌１

2244 シシウド シシウド Angelica しかのたち 花園村 紀伊植物誌 II

2245 シシウド シシウド Angelica しかのたち 伊都地方 紀伊植物誌 II

2246 シシウド シシウド Angelica ししうど 竜神 紀伊植物誌１

2247 シシウド シシウド Angelica ししうど 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

2248 シシウド シシウド Angelica ししだわら 大和弓手原 紀伊植物誌１

2249 シシウド シシウド Angelica へくそんど 伊都地方 紀伊植物誌 II

2250 シラネセンキュウ シシウド Angelica やまぜり 下山路 和歌山縣方言（其二）

2251 シラネセンキュウ シシウド Angelica やまぜり 日高郡下山路 和歌山県植物方言集

2252 シラネセンキュウ シシウド Angelica やまぜり 日高 和歌山縣方言

2253 ノダケ シシウド Angelica さいぎ 鳥井峠 紀州採薬紀

2254 ツボクサ ツボクサ Centella あみぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

2255 ツボクサ ツボクサ Centella くすりぐさ 有田郡五西月 和歌山県植物方言集

2256 ツボクサ ツボクサ Centella めっぱぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2257 ミツバ ミツバ Cryptotaenia みつば 伊都地方 紀伊植物誌 II

2258 ミツバ ミツバ Cryptotaenia みつば 七川郷 紀伊植物誌１

2259 ミツバ ミツバ Cryptotaenia みつば 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2260 ミツバ ミツバ Cryptotaenia みつばぜり 伊都地方 紀伊植物誌 II

2261 ミツバ ミツバ Cryptotaenia みつばぜり 七川郷 紀伊植物誌１

2262 ニンジン ニンジン Daucus にんじ 紀北 紀州の方言

2263 ニンジン ニンジン Daucus にんじ 日高町 日高町誌（下巻）

2264 ニンジン ニンジン Daucus にんじ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

2265 ニンジン ニンジン Daucus にんじ 和歌山市、海草郡南野上、有田郡、日高郡御坊・三尾

和歌山県植物方言集

2266 ニンジン ニンジン Daucus にんじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2267 ニンジン ニンジン Daucus にんじ 和歌山市・有田 和歌山縣方言

2268 ニンジン ニンジン Daucus ねんじ 海草郡、那賀郡、伊都郡 和歌山県植物方言集

2269 ニンジン ニンジン Daucus ねんじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2270 ニンジン ニンジン Daucus ねんじ 橋本 橋本の方言

2271 ニンジン ニンジン Daucus ねんじ 海草・那賀・伊都 和歌山縣方言

2272 ニンジン ニンジン Daucus ねんじん 伊都郡、日高郡 和歌山県植物方言集

2273 ニンジン ニンジン Daucus ねんじん 伊都地方 紀伊植物誌 II

2274 ニンジン ニンジン Daucus ねんじん 橋本 橋本の方言

2275 ニンジン ニンジン Daucus ねんじん 伊都・日高 和歌山縣方言

2276 ウイキョウ ウイキョウ Foeniculum じんたん 伊都地方 紀伊植物誌 II

2277 ウイキョウ ウイキョウ Foeniculum ひげにんじん 新宮市 和歌山県植物方言集

2278 ハマボウフウ ハマボウフウ Glehnia ぼうふう 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

2279 ハマボウフウ ハマボウフウ Glehnia ぼーふー 和歌山県 和歌山県植物方言集

2280 チドメグサ チドメグサ Hydrocotyle うめばちのじがらみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2281 チドメグサ チドメグサ Hydrocotyle ぜにくさ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集
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2282 チドメグサ チドメグサ Hydrocotyle ぜにぐさ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

2283 チドメグサ チドメグサ Hydrocotyle ちいとめぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2284 チドメグサ チドメグサ Hydrocotyle ちとめぐさ 田辺市 和歌山県植物方言集

2285 チドメグサ チドメグサ Hydrocotyle ちどめぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2286 チドメグサ及び近縁種 チドメグサ Hydrocotyle ぜにくさ 日高町 日高町誌（下巻）

2287 チドメグサ類 チドメグサ Hydrocotyle ちどめぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2288 ノチドメ チドメグサ Hydrocotyle あみぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

2289 ノチドメ チドメグサ Hydrocotyle ちどめぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2290 ヒメチドメ チドメグサ Hydrocotyle ぜにごけ 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

2291 ヒメチドメ チドメグサ Hydrocotyle ぜにごけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2292 ヒメチドメ チドメグサ Hydrocotyle ちーとめぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2293 セリ セリ Oenanthe かうばうな 南牟婁井田 和歌山縣方言（其二）

2294 セリ セリ Oenanthe せり 敷屋 紀伊植物誌１

2295 セリ セリ Oenanthe せり 七川郷 紀伊植物誌１

2296 セリ セリ Oenanthe まつばぜり 小口郷 信愛紀要・第３号

2297 セリ セリ Oenanthe まつばぜり 小口郷 紀伊植物誌１

2298 ヤブニンジン ヤブニンジン Osmorhiza ながじらみ 西牟婁 和歌山縣方言

2299 カワラボウフウ カワラボウフウ Peucedanum しらかわぼうふう 伊都 和歌山縣方言

2300 ウマノミツバ ウマノミツバ Sanicula みつばぜり 七川郷 紀伊植物誌１

2301 ヤブジラミ ヤブジラミ Torilis いちべ 日高郡 和歌山県植物方言集

2302 ヤブジラミ ヤブジラミ Torilis いぬにんじん 大嶋 紀州採薬紀

2303 ヤブジラミ ヤブジラミ Torilis にんじん 有田郡御霊 和歌山県植物方言集

2304 ヤブジラミ ヤブジラミ Torilis ひっつき 口熊野 口熊野の方言

ウコギ科
2305 コシアブラ ウコギ Acanthopanax いもき 和歌山県 和歌山県植物方言集

2306 コシアブラ ウコギ Acanthopanax いもぎ 竜神・清水・高野山・その他各地の山村 紀伊植物誌１

2307 コシアブラ ウコギ Acanthopanax いもぎ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

2308 コシアブラ ウコギ Acanthopanax いもぎ 花園村 紀伊植物誌 II

2309 コシアブラ ウコギ Acanthopanax いもぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2310 コシアブラ ウコギ Acanthopanax かたなぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2311 コシアブラ ウコギ Acanthopanax こしあぶら 竜神 紀伊植物誌１

2312 コシアブラ ウコギ Acanthopanax こしゃぎ 花園 紀伊植物誌１

2313 コシアブラ ウコギ Acanthopanax こしゃぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2314 コシアブラ ウコギ Acanthopanax にんじんぼく 和歌山県 和歌山県植物方言集

2315 ウド タラノキ Aralia うぞ 日高町 日高町誌（下巻）

2316 ウド タラノキ Aralia うど 伊都地方 紀伊植物誌 II

2317 タラノキ タラノキ Aralia いぬころしのき 和歌山県 紀伊植物誌 II

2318 タラノキ タラノキ Aralia おたら 高野山 紀伊植物誌 II

2319 タラノキ タラノキ Aralia おたら 高野山 紀伊植物誌１

2320 タラノキ タラノキ Aralia おたら 伊都地方 紀伊植物誌 II

2321 タラノキ タラノキ Aralia さるかきいばら 紀南 紀州の方言

2322 タラノキ タラノキ Aralia さるかきいばら 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

2323 タラノキ タラノキ Aralia さるかきいばら 新宮 紀伊植物誌 II

2324 タラノキ タラノキ Aralia しょくだら 小口郷 信愛紀要・第３号

2325 タラノキ タラノキ Aralia しょくだら 小口郷 紀伊植物誌１

2326 タラノキ タラノキ Aralia たーらぎ 花園村 紀伊植物誌 II

2327 タラノキ タラノキ Aralia たーらぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2328 タラノキ タラノキ Aralia たら 小口郷 信愛紀要・第３号

2329 タラノキ タラノキ Aralia たら 小口郷 紀伊植物誌１

2330 タラノキ タラノキ Aralia たら 竜神 紀伊植物誌１

2331 タラノキ タラノキ Aralia たら 七川郷 紀伊植物誌１

2332 タラノキ タラノキ Aralia たら 伊都地方 紀伊植物誌 II

2333 タラノキ タラノキ Aralia だら 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

2334 タラノキ タラノキ Aralia たらのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2335 タラノキ タラノキ Aralia たろのき 日高町 日高町誌（下巻）
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2336 タラノキ タラノキ Aralia とりとまらずのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2337 タラノキ タラノキ Aralia ねこころしのき 和歌山県 紀伊植物誌 II

2338 タラノキ タラノキ Aralia ねこころしのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2339 タラノキ タラノキ Aralia はりだら 日高 紀伊植物誌 II

2340 タラノキ タラノキ Aralia ほんだら 日高 紀伊植物誌 II

2341 タラノキ タラノキ Aralia ほんだら 新宮市 和歌山県植物方言集

2342 タラノキ タラノキ Aralia ほんだら 竜神 紀伊植物誌１

2343 タラノキ タラノキ Aralia ほんだら 七川郷 紀伊植物誌１

2344 タラノキ タラノキ Aralia ほんだら 新宮 紀伊植物誌 II

2345 タラノキ タラノキ Aralia めたら 高野山 紀伊植物誌 II

2346 タラノキ タラノキ Aralia めたら 高野山 紀伊植物誌１

2347 タラノキ タラノキ Aralia めたら 伊都地方 紀伊植物誌 II

2348 タラノキ タラノキ Aralia やまぎり 日高町 日高町誌（下巻）

2349 カクレミノ カクレミノ Dendropanax かえるば 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2350 カクレミノ カクレミノ Dendropanax でがし 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

2351 カクレミノ カクレミノ Dendropanax てびら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2352 カクレミノ カクレミノ Dendropanax てんぐのうちわ 有田郡津木 和歌山県植物方言集

2353 カクレミノ カクレミノ Dendropanax とりあしのき 新宮市 和歌山県植物方言集

2354 カクレミノ カクレミノ Dendropanax みつで 新宮市 和歌山県植物方言集

2355 カクレミノ カクレミノ Dendropanax みつで 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

2356 カクレミノ カクレミノ Dendropanax みつば 有田郡津木 和歌山県植物方言集

2357 カクレミノ カクレミノ Dendropanax みつばがしわ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2358 カクレミノ カクレミノ Dendropanax やまとみつで 和歌山県 和歌山県植物方言集

2359 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax あぶらこ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2360 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax いもぎ 熊野 和歌山縣方言（其二）

2361 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax いもぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

2362 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax いもぎ 日高郡龍神、西牟婁郡近野、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

2363 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax いもぎ 小口郷 紀伊植物誌１

2364 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax いもぎ 竜神 紀伊植物誌１

2365 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax いもぎ 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

2366 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax いもぎ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

2367 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax いもぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2368 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax いもぎ 東牟婁 和歌山縣方言

2369 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax いものき 伊都・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

2370 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax くるまぎ 七川郷 紀伊植物誌１

2371 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax こしゃのき 紀伊 和歌山縣方言（其二）

2372 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax こしゃのき 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

2373 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax こしゃのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2374 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax じんだ 有田郡 和歌山県植物方言集

2375 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax じんだ 紀伊 和歌山縣方言（其二）

2376 タカノツメ タカノツメ Evodiopanax とりのあし 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

2377 ヤツデ ヤツデ Fatsia おにのうちわ 日高郡山路 和歌山県植物方言集

2378 ヤツデ ヤツデ Fatsia てんぐのうちわ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2379 ヤツデ ヤツデ Fatsia ぬすっとのて 紀北 紀州の方言

2380 ヤツデ ヤツデ Fatsia ぬすっとのて 海草郡 和歌山県植物方言集

2381 ヤツデ ヤツデ Fatsia ぬすっとのて 海草 和歌山縣方言

2382 ヤツデ ヤツデ Fatsia やつで 伊都地方 紀伊植物誌 II

2383 キヅタ キヅタ Hedera かしらはけ 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

2384 キヅタ キヅタ Hedera つた 伊都地方 紀伊植物誌 II

2385 ハリギリ ハリギリ Kalopanax うねぎり 龍神 紀伊植物誌１

2386 ハリギリ ハリギリ Kalopanax おおだら 小口郷 信愛紀要・第３号

2387 ハリギリ ハリギリ Kalopanax おおだら 小口郷 紀伊植物誌１

2388 ハリギリ ハリギリ Kalopanax おたら 高野山 紀伊植物誌１

2389 ハリギリ ハリギリ Kalopanax おたら 伊都地方 紀伊植物誌 II

2390 ハリギリ ハリギリ Kalopanax くちだき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2391 ハリギリ ハリギリ Kalopanax くろだら 和歌山県 和歌山県植物方言集
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2392 ハリギリ ハリギリ Kalopanax せん 田辺 和歌山縣方言（其二）

2393 ハリギリ ハリギリ Kalopanax たらのき 有田郡津木 和歌山県植物方言集

2394 ハリギリ ハリギリ Kalopanax つぶ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

2395 ハリギリ ハリギリ Kalopanax はりのき 花園村 紀伊植物誌 II

2396 ハリギリ ハリギリ Kalopanax はりのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2397 ハリギリ ハリギリ Kalopanax ぼうだら 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

2398 ハリギリ ハリギリ Kalopanax ぼうだら 花園村 紀伊植物誌 II

2399 ハリギリ ハリギリ Kalopanax ぼうだら 伊都地方 紀伊植物誌 II

2400 ハリギリ ハリギリ Kalopanax ぼーだら 日高郡山路 和歌山県植物方言集

2401 ハリギリ ハリギリ Kalopanax むねぎり 和歌山県 和歌山県植物方言集

2402 ハリギリ ハリギリ Kalopanax むねぎり 龍神 紀伊植物誌１

2403 トチバニンジン トチバニンジン Panax ちくせつにんじん 花園村 紀伊植物誌 II

2404 トチバニンジン トチバニンジン Panax ちくせつにんじん 伊都地方 紀伊植物誌 II

2405 トチバニンジン トチバニンジン Panax とじん 七川郷 紀伊植物誌１

2406 トチバニンジン トチバニンジン Panax とちにんじん 竜神 紀伊植物誌１

2407 トチバニンジン トチバニンジン Panax とちば 七川郷 紀伊植物誌１

2408 トチバニンジン トチバニンジン Panax みつばにんじん 高野山 紀伊植物誌１

2409 トチバニンジン トチバニンジン Panax みつばにんじん 伊都地方 紀伊植物誌 II

2410 ミツデ ？ でかし 小口郷 紀伊植物誌１

2411 ミツデ ？ でがし 小口郷 信愛紀要・第３号

2412 ヤマトミツデ みつばがしわ 鵜殿宮山 紀州採薬紀

ミズキ科
2413 アオキ アオキ Aucuba あおき 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

2414 アオキ アオキ Aucuba あおき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2415 アオキ アオキ Aucuba あおきしば 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2416 アオキ アオキ Aucuba あおきしば 鮎川 紀伊植物誌１

2417 アオキ アオキ Aucuba あおきば 小口郷 信愛紀要・第３号

2418 アオキ アオキ Aucuba あおきば 伊都郡花園、東牟婁郡那智・色川 和歌山県植物方言集

2419 アオキ アオキ Aucuba あおきば 小口郷 紀伊植物誌１

2420 アオキ アオキ Aucuba あおきば 竜神 紀伊植物誌１

2421 アオキ アオキ Aucuba あおきば 敷屋 紀伊植物誌１

2422 アオキ アオキ Aucuba あおきば 七川郷 紀伊植物誌１

2423 アオキ アオキ Aucuba あおきば 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

2424 アオキ アオキ Aucuba あおきば 花園村 紀伊植物誌 II

2425 アオキ アオキ Aucuba あおきば 伊都地方 紀伊植物誌 II

2426 アオキ アオキ Aucuba あおきば ～富田浦 紀州採薬紀

2427 アオキ アオキ Aucuba あおしば 敷屋 紀伊植物誌１

2428 アオキ アオキ Aucuba あおんど 和歌山県 和歌山県植物方言集

2429 ヤマボウシ ヤマボウシ Benthamidia いっき 和歌山県 和歌山県植物方言集

2430 ヤマボウシ ヤマボウシ Benthamidia つくばね 清水・花園 紀伊植物誌１

2431 ヤマボウシ ヤマボウシ Benthamidia つくばね 高野奥、有田・日高等の奥地 紀伊植物誌 II

2432 ヤマボウシ ヤマボウシ Benthamidia つくばね 伊都地方 紀伊植物誌 II

2433 ヤマボウシ ヤマボウシ Benthamidia とりのあし 和歌山県 和歌山県植物方言集

2434 ハナイカダ ハナイカダ Helwingia あずきな 花園村 紀伊植物誌 II

2435 ハナイカダ ハナイカダ Helwingia あずきな 伊都地方 紀伊植物誌 II

2436 ハナイカダ ハナイカダ Helwingia うらは 和歌山県 和歌山県植物方言集

2437 ハナイカダ ハナイカダ Helwingia ごめな 伊都地方 紀伊植物誌 II

2438 ハナイカダ ハナイカダ Helwingia はもも 那賀郡 和歌山県植物方言集

2439 ハナイカダ ハナイカダ Helwingia よめな 花園 紀伊植物誌１

2440 ハナイカダ ハナイカダ Helwingia よめな 伊都地方 紀伊植物誌 II

2441 ハナイカダ ハナイカダ Helwingia よめな 花園村 紀伊植物誌 III（小川由一）

2442 ハナイカダ ハナイカダ Helwingia よめのなみだ 高野山 紀伊植物誌１

2443 ハナイカダ ハナイカダ Helwingia よめのなみだ 高野山 紀伊植物誌 II

2444 ハナイカダ ハナイカダ Helwingia よめのなみだ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2445 ハナイカダ ハナイカダ Helwingia よめのなみだ 高野山摩尼 紀伊植物誌 III（小川由一）
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2446 クマノミズキ ミズキ Swida かたばしか 七川郷 紀伊植物誌１

2447 クマノミズキ ミズキ Swida とりあしみずき 和歌山県 和歌山県植物方言集

2448 クマノミズキ ミズキ Swida とりあしみずき 大雲取 紀州採薬紀

2449 クマノミズキ ミズキ Swida みずうみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2450 クマノミズキ ミズキ Swida みずうめ 花園村 紀伊植物誌 II

2451 クマノミズキ ミズキ Swida みずがしわ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2452 クマノミズキ ミズキ Swida みずき 小口郷 信愛紀要・第３号

2453 クマノミズキ ミズキ Swida みずき 小口郷 紀伊植物誌１

2454 クマノミズキ ミズキ Swida みずばがし 和歌山県 和歌山県植物方言集

2455 クマノミズキ ミズキ Swida みずはしか 和歌山県 和歌山県植物方言集

2456 クマノミズキ ミズキ Swida みずばしか 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

2457 クマノミズキ ミズキ Swida みずばしか 花園 紀伊植物誌１

2458 クマノミズキ ミズキ Swida みずばしか 伊都地方 紀伊植物誌 II

2459 クマノミズキ ミズキ Swida みずぶさ 鳥井峠 紀州採薬紀

2460 クマノミズキ ミズキ Swida みずふるい 日高郡山路 和歌山県植物方言集

2461 ミズキ ミズキ Swida くそばしか 七川郷 紀伊植物誌１

2462 ミズキ ミズキ Swida くるまじんじゃ 龍神 紀伊植物誌１

2463 ミズキ ミズキ Swida くるまじんだ 龍神 紀伊植物誌１

2464 ミズキ ミズキ Swida くるまばがし 和歌山県 和歌山県植物方言集

2465 ミズキ ミズキ Swida くるまみずき 和歌山県 和歌山県植物方言集

2466 ミズキ ミズキ Swida くるまみずき 小口郷 信愛紀要・第３号

2467 ミズキ ミズキ Swida くるまみずき 小口郷 紀伊植物誌１

2468 ミズキ ミズキ Swida くるまみずき 龍神 紀伊植物誌１

2469 ミズキ ミズキ Swida くるまみずき 大雲取 紀州採薬紀

2470 ミズキ ミズキ Swida じんだ 紀伊 和歌山縣方言（其二）

2471 ミズキ ミズキ Swida つくばね 高野奥、有田・日高等の奥地 紀伊植物誌 II

2472 ミズキ ミズキ Swida はしかのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

2473 ミズキ ミズキ Swida みずき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2474 ミズキ ミズキ Swida みずき 龍神 紀伊植物誌１

2475 ミズキ ミズキ Swida みずばかし 和歌山県 和歌山県植物方言集

2476 ミズキ ミズキ Swida みずはしか 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

2477 ミズキ ミズキ Swida みつかんぱ 川上 和歌山縣方言（其二）

2478 ミズキ ミズキ Swida りゅーじんやなぎ 日高郡、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

2479 ミズキ ミズキ Swida りゅうじんやなぎ 龍神 紀伊植物誌１

ウリノキ科
2480 ウリノキ ウリノキ Alangium うりぎ 七川郷 紀伊植物誌１

2481 ウリノキ ウリノキ Alangium うりな 海草郡紀伊 和歌山県植物方言集

アリノトウグサ科
2482 フサモ フサモ Myriophyllum きんぎょも 和歌山県 和歌山県植物方言集

2483 フサモ フサモ Myriophyllum きんぎょも 西牟婁 和歌山縣方言

アカバナ科
2484 チョウジタデ チョウジタデ Ludwigia おとぎりす 敷屋 紀伊植物誌１

2485 チョウジタデ チョウジタデ Ludwigia とんがらしぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

2486 オオマツヨイグサ マツヨイグサ Oenothera つきみそう 日高町 日高町誌（下巻）

2487 オオマツヨイグサ マツヨイグサ Oenothera つきみそう 竜神 紀伊植物誌１

2488 オオマツヨイグサ マツヨイグサ Oenothera つきみそう 花園村 紀伊植物誌 II

2489 オオマツヨイグサ マツヨイグサ Oenothera つきみそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

2490 オオマツヨイグサ マツヨイグサ Oenothera つきみそー 紀北一帯、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

2491 ツキミソウ マツヨイグサ Oenothera きつねのしょんべたんご 紀北 紀州の方言

2492 ツキミソウ マツヨイグサ Oenothera けつねのしょんべんたんご 橋本 橋本の方言

2493 ツキミソウ マツヨイグサ Oenothera まつよいぐさ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

2494 マツヨイグサ マツヨイグサ Oenothera つきみそう 日高町 日高町誌（下巻）

2495 マツヨイグサ マツヨイグサ Oenothera つきみそう 紀北地方 和歌山縣方言（其一）
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2496 マツヨイグサ マツヨイグサ Oenothera つきみそう 紀北 紀伊植物誌１

2497 マツヨイグサ マツヨイグサ Oenothera つきみそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

2498 マツヨイグサ マツヨイグサ Oenothera つきみそー 紀北一般、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

2499 マツヨイグサ マツヨイグサ Oenothera ゆうがお 奥安楽川村 紀伊植物誌１

2500 マツヨイグサ マツヨイグサ Oenothera よいまちぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

ノボタン科
2501 ヒメノボタン ヒメノボタン Osbeckia くさのぼたん 東牟婁 和歌山縣方言

フトモモ科
2502 ユーカリ ユーカリ Eucalyptus ごむのき 紀南 紀州の方言

2503 ユーカリ ユーカリ Eucalyptus ごむのき 新宮市 和歌山県植物方言集

2504 ユーカリ ユーカリ Eucalyptus ごむのき 東牟婁 和歌山縣方言

ヒシ科
2505 ヒシ ヒシ Trapa へし 海草郡 和歌山県植物方言集

2506 ヒシ ヒシ Trapa へし 海草 和歌山縣方言

ミソハギ科
2507 サルスベリ サルスベリ Lagerstroemia さるた 瀧路 紀州採薬紀

2508 ミソハギ ミソハギ Lythrum ほとけのはし 花園村 紀伊植物誌 II

2509 ミソハギ ミソハギ Lythrum みずはぎ 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

2510 ミソハギ ミソハギ Lythrum みずはぎ 日高町 日高町誌（下巻）

2511 ミソハギ ミソハギ Lythrum みずはぎ 東牟婁郡、田辺市、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2512 ミソハギ ミソハギ Lythrum みずはぎ 七川郷 紀伊植物誌１

2513 ミソハギ ミソハギ Lythrum みずはぎ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

2514 ミソハギ ミソハギ Lythrum みそぎ 名田 和歌山縣方言（其二）

2515 ミソハギ ミソハギ Lythrum みそぎ 日高 和歌山縣方言

2516 ミソハギ ミソハギ Lythrum みそはぎ 内原 和歌山縣方言（其二）

2517 ミソハギ ミソハギ Lythrum めはぎ 紀北 紀州の方言

2518 ミソハギ ミソハギ Lythrum めはぎ 和歌山県 和歌山方言集

2519 キカシグサ キカシグサ Rotala あかぐさ 東牟婁郡敷屋方面 紀伊植物誌１

2520 キカシグサ キカシグサ Rotala あかぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

2521 キカシグサ キカシグサ Rotala がにめ 敷屋 紀伊植物誌１

2522 キカシグサ キカシグサ Rotala むらさき 那賀郡岩出方面 紀伊植物誌１

2523 ミズキカシグサ キカシグサ Rotala たちむらさき 那賀郡岩出方面 紀伊植物誌１

ウリ科
2524 ゴキヅル ゴキヅル Actinostemma よめのさら 有田郡 和歌山県植物方言集

2525 ゴキヅル ゴキヅル Actinostemma よめのさら 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

2526 ゴキヅルの一種 ゴキヅル Actinostemma もみぢごきづる 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

2527 トウガン トウガン Benincasa かもうり 紀北 紀州の方言

2528 トウガン トウガン Benincasa かもうり 和歌山県 和歌山方言集

2529 トウガン トウガン Benincasa かもうり 日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

2530 トウガン トウガン Benincasa かもうり 日高郡 和歌山縣方言（其二）

2531 スイカの小さな実 スイカ Citrullus げんこべ 紀北 紀州の方言

2532 キュウリ キュウリ Cucumis きゅーり 日高町 日高町誌（下巻）

2533 キュウリ キュウリ Cucumis きゅーり 県下（黄爪） 和歌山県植物方言集

2534 キュウリの未熟果 キュウリ Cucumis げんこべ 和歌山県 和歌山方言集

2535 マクワウリ キュウリ Cucumis まっか 紀北、紀南 紀州の方言

2536 マクワウリ キュウリ Cucumis まっか 日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2537 マクワウリ キュウリ Cucumis まっかうり 紀北、紀南 紀州の方言

2538 マクワウリ キュウリ Cucumis まっかうり 和歌山市、海草郡、那賀郡、伊都郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

2539 マクワウリ キュウリ Cucumis まっかうり 和歌山県 和歌山方言集

2540 マクワウリ キュウリ Cucumis まっかうり 和歌山市・海草・那賀・伊都・東牟婁 和歌山縣方言

2541 マクワウリ キュウリ Cucumis まっくわ 和歌山市・海草・那賀・伊都 和歌山縣方言
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2542 カボチャ カボチャ Cucurbita かぶちゃ 紀南 紀州の方言

2543 カボチャ カボチャ Cucurbita かぶちゃ 西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

2544 カボチャ カボチャ Cucurbita かぶちゃ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2545 カボチャ カボチャ Cucurbita かぶちゃ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

2546 カボチャ カボチャ Cucurbita きんか 紀北 紀州の方言

2547 カボチャ カボチャ Cucurbita きんか 有田 和歌山縣方言

2548 カボチャ カボチャ Cucurbita きんかん 有田 和歌山縣方言

2549 カボチャ カボチャ Cucurbita とぉなす 紀北 紀州の方言

2550 カボチャ カボチャ Cucurbita とーなす 和歌山県 和歌山方言集

2551 カボチャ カボチャ Cucurbita なんき 紀北 紀州の方言

2552 カボチャ カボチャ Cucurbita なんき 那賀郡、海草郡南野上 和歌山県植物方言集

2553 カボチャ カボチャ Cucurbita なんき 那賀 和歌山縣方言

2554 カボチャ カボチャ Cucurbita なんきん 口熊野 口熊野の方言

2555 カボチャ カボチャ Cucurbita なんきん 日高町 日高町誌（下巻）

2556 カボチャ カボチャ Cucurbita なんきん 古座地域 古座地域のはなしことば集

2557 カボチャ カボチャ Cucurbita なんきん 伊都地方 紀伊植物誌 II

2558 カボチャ カボチャ Cucurbita なんきん 橋本 橋本の方言

2559 ボウブラ カボチャ Cucurbita かぼちゃ 全県下 和歌山県植物方言集

2560 ヒョウタン ユウガオ Lagenaria ひょこたん 日高郡 和歌山縣方言（其二）

2561 ヒョウタン ユウガオ Lagenaria ひょこたん 紀北、紀南 紀州の方言

2562 ヒョウタン ユウガオ Lagenaria ひょこたん 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

2563 ヒョウタン ユウガオ Lagenaria ひょこたん 橋本 橋本の方言

2564 ヒョウタン ユウガオ Lagenaria ひょこたん 和歌山県 和歌山方言集

2565 ヒョウタン ユウガオ Lagenaria ひょこたん 海草・那賀・有田・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

2566 ユウガオ ユウガオ Lagenaria よるがお 日高郡一般 和歌山県植物方言集

2567 ツルレイシ ツルレイシ Momordica でし 新宮市 和歌山県植物方言集

2568 ツルレイシ ツルレイシ Momordica でし 東牟婁 和歌山縣方言

2569 ツルレイシ ツルレイシ Momordica でしこぼ 新宮市 和歌山県植物方言集

2570 ツルレイシ ツルレイシ Momordica れいし 日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2571 ツルレイシ ツルレイシ Momordica れいし 伊都地方 紀伊植物誌 II

2572 ツルレイシ ツルレイシ Momordica れいしこ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

2573 カラスウリ カラスウリ Trichosanthes からすのうり 紀北一帯 和歌山県植物方言集

2574 カラスウリ カラスウリ Trichosanthes からすのうり 花園村 紀伊植物誌 II

2575 カラスウリ カラスウリ Trichosanthes からすのうり 伊都地方 紀伊植物誌 II

2576 カラスウリ カラスウリ Trichosanthes からすのふんぐり 日高町 日高町誌（下巻）

2577 カラスウリ カラスウリ Trichosanthes からすのまくら 那智、天満 那智地区方言集

2578 カラスウリ カラスウリ Trichosanthes からすのまくら 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

2579 カラスウリ カラスウリ Trichosanthes ちゃのきうるね 花園村 紀伊植物誌 II

2580 カラスウリ カラスウリ Trichosanthes ちゃのきうるね 伊都地方 紀伊植物誌 II

2581 カラスウリの果実 カラスウリ Trichosanthes からすのふんぐり 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

2582 カラスウリの果実 カラスウリ Trichosanthes からすのまくら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2583 キカラスウリ カラスウリ Trichosanthes うるね 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

2584 キカラスウリ カラスウリ Trichosanthes うるね 七川郷 紀伊植物誌１

2585 キカラスウリ カラスウリ Trichosanthes うるね 伊都地方 紀伊植物誌 II

2586 キカラスウリ カラスウリ Trichosanthes たんぽこ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

2587 キカラスウリ カラスウリ Trichosanthes やまうり 伊都郡高野山 和歌山県植物方言集

2588 キカラスウリ カラスウリ Trichosanthes やまうり 伊都地方 紀伊植物誌 II

2589 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes うぬれ 小口郷 信愛紀要・第３号

2590 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes うぬれ 小口郷 紀伊植物誌１

2591 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes うるね 小口郷 信愛紀要・第３号

2592 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes うるね 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2593 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes うるね 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2594 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes うるね 小口郷、花園村 紀伊植物誌１

2595 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes うるね 花園 紀伊植物誌１

2596 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes うるね 花園村 紀伊植物誌 II

2597 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes うるね 伊都地方 紀伊植物誌 II
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2598 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes からすうり 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

2599 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes たんぽこ 日高郡龍神 信愛紀要・第３号

2600 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes たんぽこ 日高郡龍神方面 紀伊植物誌１

2601 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes たんぽこ 龍神 紀伊植物誌１

2602 モミジカラスウリ カラスウリ Trichosanthes やまうり 花園村 紀伊植物誌１

キブシ科
2603 キブシ キブシ Stachyurus あつきな 和歌山県 和歌山県植物方言集

2604 キブシ キブシ Stachyurus かわつげ 花園村 信愛紀要・第３号

2605 キブシ キブシ Stachyurus かわつげ 花園村 紀伊植物誌１

2606 キブシ キブシ Stachyurus かわつげ 花園 紀伊植物誌１

2607 キブシ キブシ Stachyurus かわつげ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2608 キブシ キブシ Stachyurus こめごめ 紀北 信愛紀要・第３号

2609 キブシ キブシ Stachyurus ごめごめ 紀北の山村 信愛紀要・第３号

2610 キブシ キブシ Stachyurus ごめごめ 那賀郡奥安楽川 和歌山県植物方言集

2611 キブシ キブシ Stachyurus ごめごめ 紀北の山村 紀伊植物誌１

2612 キブシ キブシ Stachyurus ごめごめ 那賀郡奥地 紀伊植物誌 III（小川由一）

2613 キブシ キブシ Stachyurus ごんずい 有田郡 和歌山県植物方言集

2614 キブシ キブシ Stachyurus じんだいぎ 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

2615 キブシ キブシ Stachyurus すっぽん 日高郡三尾・比井崎 和歌山県植物方言集

2616 キブシ キブシ Stachyurus すっぽん 新宮市高津気 紀伊植物誌１

2617 キブシ キブシ Stachyurus たまぶし 西牟婁郡和深 和歌山県植物方言集

2618 キブシ キブシ Stachyurus とうし 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

2619 キブシ キブシ Stachyurus とうしみ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

2620 キブシ キブシ Stachyurus ぶらぶらのき 紀南 紀州の方言

2621 キブシ キブシ Stachyurus ぶらぶらのき 新宮市 信愛紀要・第３号

2622 キブシ キブシ Stachyurus ぶらぶらのき 新宮市 和歌山県植物方言集

2623 キブシ キブシ Stachyurus ぶらぶらのき 新宮市 紀伊植物誌１

2624 キブシ キブシ Stachyurus ぶらぶらのき 新宮方面 紀伊植物誌 III（小川由一）

2625 キブシ キブシ Stachyurus ぶらぶらのき 東牟婁 和歌山縣方言

2626 キブシ キブシ Stachyurus まめっぽ 有田郡津木 和歌山県植物方言集

2627 キブシ キブシ Stachyurus まめふじ 東牟婁 和歌山縣方言

2628 キブシ キブシ Stachyurus まめぶし 小口郷、日高郡、西牟婁郡 信愛紀要・第３号

2629 キブシ キブシ Stachyurus まめぶし 日高郡龍神・中山路、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2630 キブシ キブシ Stachyurus まめぶし 小口郷 紀伊植物誌１

2631 キブシ キブシ Stachyurus まめぶし 竜神 紀伊植物誌１

2632 キブシ キブシ Stachyurus まめぶし 七川郷 紀伊植物誌１

2633 キブシ キブシ Stachyurus まめぶし 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

2634 キブシ キブシ Stachyurus むしだし 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

2635 キブシ キブシ Stachyurus むしむし 伊都地方 紀伊植物誌 II

2636 キブシ、ハチジョウキブシ キブシ Stachyurus すっぽん 日高町 日高町誌（下巻）

スミレ科
2637 エンザンスミレ スミレ Viola だいがくすみれ 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

2638 エンザンスミレ スミレ Viola のこぎりすみれ 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

2639 スミレ スミレ Viola くびきりそう 竜神 紀伊植物誌１

2640 スミレ スミレ Viola じいばば 日高郡上山路・川上、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2641 スミレ スミレ Viola すもーとりぐさ 日高郡和田・真妻、田辺市 和歌山県植物方言集

2642 スミレ スミレ Viola すもとりぐさ 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

2643 スミレ スミレ Viola すもとりぐさ 御坊 和歌山縣方言（其二）

2644 スミレ スミレ Viola すもとりぐさ 和歌山市、海草郡、有田郡宮原・広・湯浅・八幡・鳥屋城、日高郡御坊・早蘇、

田辺市、西牟婁郡近野・栗栖川・三栖・佐本、東牟婁郡那智・色川・四村

和歌山県植物方言集

2645 スミレ スミレ Viola すもとりぐさ 紀州 紀伊植物誌１

2646 スミレ スミレ Viola すもとりぐさ 海草・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

2647 スミレ スミレ Viola すもとりばな 紀南 紀州の方言
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2648 スミレ スミレ Viola すもとりばな 伊都郡花園、那賀郡中貴志・田中、有田郡石垣、日高郡御坊、東牟婁郡小川

和歌山県植物方言集

2649 スミレ スミレ Viola すもとりばな 紀州 紀伊植物誌１

2650 スミレ スミレ Viola すもとりばな 竜神 紀伊植物誌１

2651 スミレ スミレ Viola すもとりばな 那賀郡岩出町 紀伊植物誌 II

2652 スミレ スミレ Viola すもとりばな 東牟婁 和歌山縣方言

2653 スミレ スミレ Viola すもんとりばな 伊都郡隅田 和歌山県植物方言集

2654 スミレ スミレ Viola ほちろ 有田郡五村 和歌山県植物方言集

2655 タチツボスミレ スミレ Viola すもとりぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2656 タチツボスミレ スミレ Viola やますみれ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2657 ヒゴスミレ スミレ Viola だいがくすみれ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2658 ヒゴスミレ スミレ Viola のこぎりすみれ 花園 紀伊植物誌１

2659 ヒゴスミレ スミレ Viola のこぎりすみれ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2660 スミレ類 スミレ Viola おどりばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

2661 スミレ類 スミレ Viola じろべたろべえ 花園村 紀伊植物誌 II

2662 スミレ類 スミレ Viola じろべたろべえ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2663 スミレ類 スミレ Viola じろぼたろぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2664 スミレ類 スミレ Viola すみれ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2665 スミレ類 スミレ Viola すもうとりばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

2666 スミレ類 スミレ Viola すもーとりぐさ 古座地域 古座地域のはなしことば集

2667 スミレ類 スミレ Viola すもとりぐさ 日高町 日高町誌（下巻）

2668 スミレ類 スミレ Viola すもとりぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2669 スミレ類 スミレ Viola すもとりぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2670 スミレ類 スミレ Viola すもとりばな 紀北 紀伊植物誌１

2671 スミレ類 スミレ Viola すもとりばな 花園村 紀伊植物誌 II

2672 スミレ類 スミレ Viola すもとりばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

イイギリ科
2673 イイギリ イイギリ Idesia あずきじんだ 七川郷 紀伊植物誌１

2674 イイギリ イイギリ Idesia くるまじんだ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2675 イイギリ イイギリ Idesia くるまじんだ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2676 イイギリ イイギリ Idesia くるまじんだ 七川郷 紀伊植物誌１

2677 イイギリ イイギリ Idesia けんのき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

2678 イイギリ イイギリ Idesia さわぎり 和歌山県 和歌山県植物方言集

2679 イイギリ イイギリ Idesia ししだ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2680 イイギリ イイギリ Idesia じんだ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2681 イイギリ イイギリ Idesia たにぎり 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2682 イイギリ イイギリ Idesia つまじ 有田郡 和歌山県植物方言集

2683 イイギリ イイギリ Idesia やまぎり 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2684 イイギリ イイギリ Idesia やまぎり 小口郷 信愛紀要・第３号

2685 イイギリ イイギリ Idesia やまぎり 小口郷 紀伊植物誌１

2686 イイギリ イイギリ Idesia やまぎり 七川郷 紀伊植物誌１

2687 クスドイゲ クスドイゲ Xylosma とりとまらず 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

2688 クスドイゲ クスドイゲ Xylosma ゆき 和歌山県 和歌山県植物方言集

2689 クスドイゲ クスドイゲ Xylosma ゆきのき 日高郡 和歌山縣方言（其二）

グミ科
2690 アキグミ グミ Elaeagnus あきぐみ 花園 紀伊植物誌１

2691 アキグミ グミ Elaeagnus あきぐみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2692 アキグミ グミ Elaeagnus あしゃらぐみ 紀南 紀州の方言

2693 アキグミ グミ Elaeagnus あしゃらぐみ 新宮市 和歌山県植物方言集

2694 アキグミ グミ Elaeagnus あしゃらぐみ 七川郷 紀伊植物誌１

2695 アキグミ グミ Elaeagnus あずきぐみ 竜神 紀伊植物誌１

2696 アキグミ グミ Elaeagnus おほずぐみ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

2697 アキグミ グミ Elaeagnus かわぐみ 七川郷 紀伊植物誌１

2698 アキグミ グミ Elaeagnus ぐみ 日高町 日高町誌（下巻）
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2699 アキグミ グミ Elaeagnus だいずぐみ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2700 カツラギグミ グミ Elaeagnus たうえぐみ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

2701 カツラギグミ グミ Elaeagnus たうえぐみ 那賀郡上岩出 和歌山県植物方言集

2702 カツラギグミ グミ Elaeagnus たうえぐみ 那賀 和歌山縣方言

2703 コウヤグミ グミ Elaeagnus やまぐみ 竜神 紀伊植物誌１

2704 コウヤグミ グミ Elaeagnus やまぐみ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

2705 ツルグミ グミ Elaeagnus あしゃらぐみ 小口郷 信愛紀要・第３号

2706 ツルグミ グミ Elaeagnus あしゃらぐみ 小口郷 紀伊植物誌１

2707 ツルグミ グミ Elaeagnus かずらぐみ 小口郷 信愛紀要・第３号

2708 ツルグミ グミ Elaeagnus かずらぐみ 小口郷 紀伊植物誌１

2709 ツルグミ グミ Elaeagnus くわらぐみ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

2710 ツルグミ グミ Elaeagnus さがりぐみ 新宮市 和歌山県植物方言集

2711 ツルグミ グミ Elaeagnus さがりぐみ 東牟婁 和歌山縣方言

2712 ツルグミ グミ Elaeagnus さがりぐみ 黒嶋 紀州採薬紀

2713 ツルグミ グミ Elaeagnus やまぐみ 敷屋 紀伊植物誌１

2714 ツルグミ グミ Elaeagnus やまぐみ 七川郷 紀伊植物誌１

2715 ツルグミ グミ Elaeagnus やまぐみ 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

2716 ナワシログミ グミ Elaeagnus ぐみ 日高町 日高町誌（下巻）

2717 ナワシログミ グミ Elaeagnus ぐみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2718 ナワシログミ グミ Elaeagnus ごがつぐみ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

2719 ナワシログミ グミ Elaeagnus たわらぐみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2720 ナワシログミ グミ Elaeagnus のしろぐみ 竜神・花園 紀伊植物誌１

2721 ナワシログミ グミ Elaeagnus のしろぐみ 花園村 紀伊植物誌 II

2722 ナワシログミ グミ Elaeagnus のしろぐみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2723 ナワシログミ グミ Elaeagnus はるぐみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2724 ナワシログミ グミ Elaeagnus やまぐみ 花園村 紀伊植物誌 II

2725 ナワシログミ グミ Elaeagnus やまぐみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2726 マルバグミ グミ Elaeagnus しろぐみ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2727 マルバグミ グミ Elaeagnus まるばぐみ 海草・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

ジンチョウゲ科
2728 オニシバリ ジンチョウゲ Daphne なつぼうず 越後 紀州採薬紀

2729 コショウノキ ジンチョウゲ Daphne すぎやまがんぴ 小口郷 信愛紀要・第３号

2730 コショウノキ ジンチョウゲ Daphne すぎやまがんぴ 小口郷 紀伊植物誌１

2731 ジンチョウゲ ジンチョウゲ Daphne ぎんきょうぎ 花園村 紀伊植物誌 II

2732 ジンチョウゲ ジンチョウゲ Daphne ぎんきょうぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2733 ジンチョウゲ ジンチョウゲ Daphne きんちょう 岩田 和歌山縣方言（其二）

2734 ジンチョウゲ ジンチョウゲ Daphne ぎんちょうげ 花園村 紀伊植物誌 II

2735 ジンチョウゲ ジンチョウゲ Daphne ぎんちょうげ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2736 ジンチョウゲ ジンチョウゲ Daphne じんちょ 海草郡南野上、田辺市 和歌山県植物方言集

2737 ジンチョウゲ ジンチョウゲ Daphne じんちょ 竜神、和歌山県各地 紀伊植物誌１

2738 ジンチョウゲ ジンチョウゲ Daphne じんちょ 奈良県吉野郡十津川村下葛川 紀伊植物誌１

2739 ジンチョウゲ ジンチョウゲ Daphne ちんちょう 伊都地方 紀伊植物誌 II

2740 ジンチョウゲ ジンチョウゲ Daphne りんちょ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

2741 ジンチョウゲ ジンチョウゲ Daphne りんのき 新宮市 和歌山県植物方言集

2742 ジンチョウゲ ジンチョウゲ Daphne りんのき 東牟婁 和歌山縣方言

2743 ガンピ ガンピ Diplomorpha かみそ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

2744 ガンピ ガンピ Diplomorpha かみそ 東牟婁郡色川・太田 和歌山県植物方言集

2745 ガンピ ガンピ Diplomorpha かみり 東牟婁 和歌山縣方言

2746 ガンピ ガンピ Diplomorpha がんび 小口郷、十津川筋、北山川筋 信愛紀要・第３号

2747 ガンピ ガンピ Diplomorpha がんび 小口郷 紀伊植物誌１

2748 ガンピ ガンピ Diplomorpha がんび 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2749 ガンピ ガンピ Diplomorpha がんぴ 日高町 日高町誌（下巻）

2750 ガンピ ガンピ Diplomorpha がんぴ 鮎川 紀伊植物誌１

2751 キガンピ ガンピ Diplomorpha きこがんぴ 那賀 和歌山縣方言

2752 コガンピ ガンピ Diplomorpha いぬがんぴ 紀南 紀州の方言
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アオギリ科
2753 アオギリ アオギリ Firmiana ことうぎり 東牟婁 和歌山縣方言

2754 アオギリ アオギリ Firmiana ことぉぎり 紀南 紀州の方言

2755 アオギリ アオギリ Firmiana ごとーぎり 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

アオイ科
2756 トロロアオイ トロロアオイ Abelmoschus ねじうめ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

2757 トロロアオイ トロロアオイ Abelmoschus ねじめ 日高郡藤田 和歌山県植物方言集

2758 イチビ イチビ Abutilon いちび 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

2759 タチアオイ タチアオイ Althaea あおい 全県下 和歌山県植物方言集

2760 タチアオイ タチアオイ Althaea あおい 伊都地方 紀伊植物誌 II

2761 ハマボウ フヨウ Hibiscus はまつばき 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

2762 ハマボウ フヨウ Hibiscus ほーのき 日高郡海岸地方 和歌山県植物方言集

2763 フヨウ フヨウ Hibiscus かつばき 東牟婁 和歌山縣方言

2764 フヨウ フヨウ Hibiscus かわつばき 東牟婁 和歌山縣方言

2765 ムクゲ フヨウ Hibiscus がーたろばな 日高町 日高町誌（下巻）

2766 ムクゲ フヨウ Hibiscus ぞうげ 田辺途方 和歌山縣方言（其二）

2767 ムクゲ フヨウ Hibiscus ぞうげ 西牟婁 和歌山縣方言

2768 ムクゲ フヨウ Hibiscus ぞぉげ 紀南 紀州の方言

2769 ムクゲ フヨウ Hibiscus ぞーげ 田辺市 和歌山県植物方言集

2770 ムクゲ フヨウ Hibiscus どんげ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

2771 ムクゲ フヨウ Hibiscus むくぎ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2772 ムクゲ フヨウ Hibiscus むくぎ 奈良県吉野郡十津川村下葛川 紀伊植物誌１

2773 ムクゲ フヨウ Hibiscus ろんげ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

2774 ゼニアオイ ゼニアオイ Malva あおい 海草郡南野上、日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2775 ゼニアオイ ゼニアオイ Malva あおい 伊都地方 紀伊植物誌 II

シナノキ科
2776 ジュート ソナツ Corchorus いちび 日高郡 和歌山縣方言（其二）

2777 シナノキ シナノキ Tilia しなかわむき 和歌山県 和歌山県植物方言集

2778 シナノキ シナノキ Tilia しなのかはむき 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

2779 シナノキ シナノキ Tilia しなのき 花園 紀伊植物誌１

2780 シナノキ シナノキ Tilia しなのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2781 シナノキ シナノキ Tilia へらのき 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

ホルトノキ科
2782 コバンモチ ホルトノキ Elaeocarpus おばもうち 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

2783 コバンモチ ホルトノキ Elaeocarpus おばもぉち 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

2784 コバンモチ ホルトノキ Elaeocarpus おばもーち 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2785 コバンモチ ホルトノキ Elaeocarpus こばもち 西牟婁近野 和歌山縣方言（其二）

2786 コバンモチ ホルトノキ Elaeocarpus こばもち 七川郷 紀伊植物誌１

2787 コバンモチ ホルトノキ Elaeocarpus こばもちのおば 小口郷 信愛紀要・第３号

2788 コバンモチ ホルトノキ Elaeocarpus こばもちのおば 小口郷 紀伊植物誌１

2789 コバンモチ ホルトノキ Elaeocarpus こばもちのおばさん 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

2790 コバンモチ ホルトノキ Elaeocarpus はいのきもち 七川郷 紀伊植物誌１

2791 コバンモチ ホルトノキ Elaeocarpus はいもち 七川郷 紀伊植物誌１

2792 コバンモチ ホルトノキ Elaeocarpus もぉち 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

2793 ホルトノキ ホルトノキ Elaeocarpus しーとぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2794 ホルトノキ ホルトノキ Elaeocarpus ずくのき 紀伊 紀伊植物誌 III（小川由一）

2795 ホルトノキ ホルトノキ Elaeocarpus ずくのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

2796 ホルトノキ ホルトノキ Elaeocarpus づくのき 藤白－湯浅 紀州採薬紀

ブドウ科
2797 ウドカズラ ノブドウ Ampelopsis たにもだま 和歌山県 和歌山県植物方言集

2798 ウドカズラ ノブドウ Ampelopsis たにもだま 紀南地方 和歌山縣方言（其二）
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2799 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis いぬえび 花園 紀伊植物誌１

2800 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis いぬえび 伊都地方 紀伊植物誌 II

2801 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis いぬえべっしょ 七川郷 紀伊植物誌１

2802 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis イヌブドウ 花園村 紀伊植物誌 II

2803 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis いぬぶどう 伊都地方 紀伊植物誌 II

2804 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis いぬぶどう 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

2805 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis いぬぶどぉ 紀南 紀州の方言

2806 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis いぬぶどー 東牟婁郡、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

2807 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis うしえび 花園村 紀伊植物誌 II

2808 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis うしえび 伊都地方 紀伊植物誌 II

2809 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis えびこ 有田郡石垣 和歌山県植物方言集

2810 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis えぶこ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

2811 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis おめきもも 敷屋 紀伊植物誌１

2812 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis こえべしょ 古座地域 古座地域のはなしことば集

2813 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis さねびかずら 竜神 紀伊植物誌１

2814 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis どくえびしょ 新宮市 和歌山県植物方言集

2815 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis のぶどう 七川郷 紀伊植物誌１

2816 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis ふしだか 七川郷 紀伊植物誌１

2817 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis めつぶし 紀北 紀伊植物誌１

2818 ノブドウ ノブドウ Ampelopsis やまぶどう 伊都地方 紀伊植物誌 II

2819 ヤブガラシ ヤブガラシ Cayratia びんぼうかずら 西牟婁 和歌山縣方言

2820 ヤブガラシ ヤブガラシ Cayratia びんぼかずら 紀南 紀州の方言

2821 ツタ ツタ Parthenocissus あまづる 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

2822 ツタ ツタ Parthenocissus つた 伊都地方 紀伊植物誌 II

2823 ツタ ツタ Parthenocissus つた 小口郷 信愛紀要・第３号

2824 ツタ ツタ Parthenocissus つた 小口郷 紀伊植物誌１

2825 ツタ ツタ Parthenocissus つたかずら 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

2826 ツタ ツタ Parthenocissus つたかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

2827 ツタ ツタ Parthenocissus なつずた 西牟婁 和歌山縣方言

2828 ツタ ツタ Parthenocissus みりんかずら 七川郷 紀伊植物誌１

2829 ツタ ツタ Parthenocissus めかずら 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

2830 ツタ ツタ Parthenocissus めがね 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2831 ツタ ツタ Parthenocissus めはり 田辺市 和歌山県植物方言集

2832 ツタ ツタ Parthenocissus めはりかずら 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

2833 ツタ ツタ Parthenocissus めはりかずら 西牟婁郡、田辺市 和歌山県植物方言集

2834 ツタ ツタ Parthenocissus めはりかずら 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2835 ツタ ツタ Parthenocissus めはりかずら 東牟婁郡北山村 紀伊植物誌 III（小川由一）

2836 ツタ ツタ Parthenocissus めはりかずら 新宮市 和歌山県植物方言集

2837 ツタ？ ツタ Parthenocissus めはりかずら 紀南 紀州の方言

2838 アマヅル ブドウ Vitis えび 花園 紀伊植物誌１

2839 アマヅル ブドウ Vitis えびかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

2840 アマヅル ブドウ Vitis おうえびしょ 小口郷 紀伊植物誌１

2841 アマヅル ブドウ Vitis おーえびしょ 小口郷 信愛紀要・第３号

2842 アマヅル ブドウ Vitis さねびかずら 竜神 紀伊植物誌１

2843 アマヅル ブドウ Vitis のぶどー 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2844 アマヅル ブドウ Vitis やまぶどう 小口郷 信愛紀要・第３号

2845 アマヅル ブドウ Vitis やまぶどう 小口郷 紀伊植物誌１

2846 エビヅル ブドウ Vitis いぬぶどぉ 紀南 紀州の方言

2847 エビヅル ブドウ Vitis えび 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

2848 エビヅル ブドウ Vitis えびこ 野上地方 信愛紀要・第３号

2849 エビヅル ブドウ Vitis えびこ 海草郡野上地方 和歌山県植物方言集

2850 エビヅル ブドウ Vitis えびこ 野上地方 紀伊植物誌１

2851 エビヅル ブドウ Vitis えびこ 高野山付近の山村、伊都・那賀・海草・有田・日高・海南市

紀伊植物誌 II

2852 エビヅル ブドウ Vitis えびこ 紀南山間部 紀伊植物誌 III（小川由一）

2853 エビヅル ブドウ Vitis えびこかずら 八幡（清水町） 信愛紀要・第３号
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2854 エビヅル ブドウ Vitis えびこかずら 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

2855 エビヅル ブドウ Vitis えびこかずら 八幡（現清水町） 紀伊植物誌１

2856 エビヅル ブドウ Vitis えびこかずら 清水 紀伊植物誌１

2857 エビヅル ブドウ Vitis えびこかずら 高野山付近の山村、伊都・那賀・海草・有田・日高・海南市

紀伊植物誌 II

2858 エビヅル ブドウ Vitis えびしょ 小口郷、田辺、新宮 信愛紀要・第３号

2859 エビヅル ブドウ Vitis えびしょ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

2860 エビヅル ブドウ Vitis えびしょ 田辺市、東牟婁郡色川、新宮市 和歌山県植物方言集

2861 エビヅル ブドウ Vitis えびしょ 小口郷、田辺、新宮 紀伊植物誌１

2862 エビヅル ブドウ Vitis えびしょ 田辺から新宮にかけての紀南地方 紀伊植物誌 II

2863 エビヅル ブドウ Vitis えびしょ 紀南山間部 紀伊植物誌 III（小川由一）

2864 エビヅル ブドウ Vitis えびしょかずら 田辺 和歌山縣方言（其二）

2865 エビヅル ブドウ Vitis えびしょかずら 紀南 紀州の方言

2866 エビヅル ブドウ Vitis えびしょかずら 田辺市 和歌山県植物方言集

2867 エビヅル ブドウ Vitis えびしょかずら 海草郡野上地方 紀伊植物誌１

2868 エビヅル ブドウ Vitis えびしょかずら 田辺から新宮にかけての紀南地方 紀伊植物誌 II

2869 エビヅル ブドウ Vitis えびっしょ 日高郡山路 和歌山県植物方言集

2870 エビヅル ブドウ Vitis えびっしょ 紀南山間部 紀伊植物誌 III（小川由一）

2871 エビヅル ブドウ Vitis えびっしょかずら 日高郡山路 和歌山県植物方言集

2872 エビヅル ブドウ Vitis えびまかずら 紀南山間部 紀伊植物誌 III（小川由一）

2873 エビヅル ブドウ Vitis えぶこ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2874 エビヅル ブドウ Vitis えべっしゃかずら 七川郷 紀伊植物誌１

2875 エビヅル ブドウ Vitis えべっしょ 東牟婁郡田原方面 紀伊植物誌１

2876 エビヅル ブドウ Vitis えべっしょかずら 七川郷 紀伊植物誌１

2877 エビヅル ブドウ Vitis おほぶどう 宮腰 紀州採薬紀

2878 エビヅル ブドウ Vitis かわぶどう 紀北平坦部 紀伊植物誌１

2879 エビヅル ブドウ Vitis かわぶどう 伊都地方 紀伊植物誌 II

2880 エビヅル ブドウ Vitis かわぶどう 紀ノ川筋 紀伊植物誌 III（小川由一）

2881 エビヅル ブドウ Vitis かわぶどー 那賀郡川筋一帯 和歌山県植物方言集

2882 エビヅル ブドウ Vitis さねびかずら 竜神 紀伊植物誌１

2883 エビヅル ブドウ Vitis のぶどー 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2884 エビヅル ブドウ Vitis やまえび 伊都地方 紀伊植物誌 II

2885 エビヅル ブドウ Vitis やまぶどう 日高町 日高町誌（下巻）

2886 エビヅル ブドウ Vitis やまぶどう 竜神 紀伊植物誌１

2887 エビヅル ブドウ Vitis やまぶどう 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

2888 サンカクヅル ブドウ Vitis えび 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

2889 サンカクヅル ブドウ Vitis えび 花園村 紀伊植物誌 II

2890 サンカクヅル ブドウ Vitis えび 伊都地方 紀伊植物誌 II

2891 サンカクヅル ブドウ Vitis えびかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

2892 サンカクヅル ブドウ Vitis ぎょうじゃのみず 那賀・伊都・日高・東牟婁 和歌山縣方言

2893 サンカクヅル ブドウ Vitis こぶどう 宮腰 紀州採薬紀

2894 サンカクヅル ブドウ Vitis ふしえび 花園村 紀伊植物誌 II

2895 サンカクヅル ブドウ Vitis ふしえび 伊都地方 紀伊植物誌 II

2896 サンカクヅル ブドウ Vitis やまぶどう 伊都地方 紀伊植物誌 II

2897 サンカクヅルの果実 ブドウ Vitis えび 竜神 紀伊植物誌１

2898 サンカクヅルの果実 ブドウ Vitis やまぶどう 高野 紀伊植物誌１

2899 サンカクヅルの茎葉 ブドウ Vitis えびかずら 竜神 紀伊植物誌１

2900 サンカクヅルの茎葉 ブドウ Vitis さねびかずら 竜神 紀伊植物誌１

2901 ブドウ ブドウ Vitis ぶろう 紀北 紀州の方言

2902 ブドウ ブドウ Vitis ぶろう 橋本 橋本の方言

2903 ブドウ ブドウ Vitis ぶろう 那賀 和歌山縣方言

2904 ブドウ ブドウ Vitis ぶろー 那賀郡 和歌山県植物方言集

2905 ブドウ類 ブドウ Vitis いぬぶどう 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

2906 ヤマブドウ ブドウ Vitis えべっしょ 七川郷 紀伊植物誌１

2907 ヤマブドウ ブドウ Vitis やまえびしょ 龍神村 紀伊植物誌 II

2908 ヤマブドウ ブドウ Vitis やまぶどう 龍神村 紀伊植物誌 II
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クロウメモドキ科
2909 オオクマヤナギ クマヤナギ Berchemia おおばくろかねかずら 虎ヶ峯、三川、川添 和歌山縣方言（其二）

2910 オオクマヤナギ クマヤナギ Berchemia くろがねかずら 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2911 オオクマヤナギ クマヤナギ Berchemia くろがねかずら 日高郡御坊・山路 和歌山県植物方言集

2912 クマヤナギ クマヤナギ Berchemia くろがね 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

2913 クマヤナギ クマヤナギ Berchemia くろがねかずら 和歌山県 和歌山県植物方言集

2914 クマヤナギ クマヤナギ Berchemia くろがねかずら 熊野 和歌山縣方言（其二）

2915 クマヤナギ クマヤナギ Berchemia くろがねかずら 花園村 紀伊植物誌 II

2916 クマヤナギ クマヤナギ Berchemia くろがねかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

2917 クマヤナギ クマヤナギ Berchemia くろがねかずら 瀧路 紀州採薬紀

2918 シラカンバ クマヤナギ Berchemia しらかんば 宮腰 紀州採薬紀

2919 シラカンバ クマヤナギ Berchemia のりけい 宮腰 紀州採薬紀

2920 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia けんのき 竜神 紀伊植物誌１

2921 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia けんのき 花園村 紀伊植物誌 II

2922 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia けんのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2923 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia けんぽうのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2924 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia けんぽんなし 花園村 紀伊植物誌 II

2925 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia けんぽんなし 伊都地方 紀伊植物誌 II

2926 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia てっぽなし 花園村 紀伊植物誌 II

2927 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia てっぽなし 伊都地方 紀伊植物誌 II

2928 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia てんぽうなし 伊都地方 紀伊植物誌 II

2929 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia てんぽなし 花園村 紀伊植物誌 II

2930 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia てんぽなし 伊都地方 紀伊植物誌 II

2931 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia てんぽんなし 花園村 紀伊植物誌 II

2932 ケケンポナシ ケンポナシ Hovenia てんぽんなし 伊都地方 紀伊植物誌 II

2933 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia けん 和歌山県 和歌山県植物方言集

2934 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia けん 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

2935 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia けん 旧北山村・小口村・本宮 紀伊植物誌 II

2936 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia けんのき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

2937 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia けんぽ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

2938 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia けんぽ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

2939 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia けんぽ 日高郡美山村寒川 紀伊植物誌 II

2940 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia けんぽなし 七川郷 紀伊植物誌１

2941 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia てんぽうのなし 紀北 紀伊植物誌１

2942 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia てんぽうのなし 和歌山県一般 紀伊植物誌 II

2943 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia てんぽなし 和歌山県 和歌山県植物方言集

2944 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia てんぽなし 紀北 紀伊植物誌１

2945 ケンポナシ ケンポナシ Hovenia てんぽなし 和歌山県一般 紀伊植物誌 II

2946 ケンポナシの肉質枝及び果実 ケンポナシ Hovenia けんのみ 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

2947 ケンポナシ類？ ケンポナシ Hovenia てんぼなし 和歌山県 和歌山方言集

2948 ハマナツメ ハマナツメ Paliurus くもかき 東牟婁、湯川 和歌山縣方言（其二）

2949 ハマナツメ ハマナツメ Paliurus さるかけいばら 和歌山県 和歌山県植物方言集

2950 イソノキ クロウメモドキ Rhamnus やまあり 和歌山県 和歌山県植物方言集

2951 イソノキ クロウメモドキ Rhamnus やまあり 片倉峠 紀州採薬紀

2952 イソノキ クロウメモドキ Rhamnus やまこうばし 小口郷 信愛紀要・第３号

2953 イソノキ クロウメモドキ Rhamnus やまこうばし 小口郷 紀伊植物誌１

2954 ナツメ ナツメ Zizyphus なつみ 紀北、紀南 紀州の方言

2955 ナツメ ナツメ Zizyphus なつみ 那賀郡、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

2956 ナツメ ナツメ Zizyphus なつみ 那賀・西牟婁 和歌山縣方言

ツゲ科
2957 クサツゲ ツゲ Buxus つげ 花園村 紀伊植物誌 II

2958 ツゲ ツゲ Buxus ほんつげ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2959 ヒメツゲ ツゲ Buxus つげ 七川郷 紀伊植物誌１

2960 ヒメツゲ ツゲ Buxus つげつげ 伊都地方 紀伊植物誌 II
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ミツバウツギ科
2961 ゴンズイ ゴンズイ Euscaphis ぎょうぎょうな 小口郷 信愛紀要・第３号

2962 ゴンズイ ゴンズイ Euscaphis ぎょうぎょうな 小口郷 紀伊植物誌１

2963 ゴンズイ ゴンズイ Euscaphis くそくさぎ 七川郷 紀伊植物誌１

2964 ゴンズイ ゴンズイ Euscaphis くろくさぎ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

2965 ゴンズイ ゴンズイ Euscaphis くろくさぎ 七川郷 紀伊植物誌１

2966 ゴンズイ ゴンズイ Euscaphis たで 小口郷 信愛紀要・第３号

2967 ゴンズイ ゴンズイ Euscaphis たで 小口郷 紀伊植物誌１

2968 ゴンズイ ゴンズイ Euscaphis だんぎな 和歌山県 和歌山県植物方言集

2969 ゴンズイ ゴンズイ Euscaphis だんぎな 小口郷 信愛紀要・第３号

2970 ゴンズイ ゴンズイ Euscaphis だんぎな 小口郷 紀伊植物誌１

2971 ゴンズイ ゴンズイ Euscaphis だんぎな 七川郷 紀伊植物誌１

2972 ゴンズイ ゴンズイ Euscaphis はなな 和歌山県 和歌山県植物方言集

2973 ミツバウツギ ミツバウツギ Staphylea ごまめのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2974 ミツバウツギ ミツバウツギ Staphylea ごめな 花園村 紀伊植物誌 II

2975 ミツバウツギ ミツバウツギ Staphylea ごめな 伊都地方 紀伊植物誌 II

2976 ミツバウツギ ミツバウツギ Staphylea しょうぎな 龍神 紀伊植物誌１

2977 ミツバウツギ ミツバウツギ Staphylea しょうな 川上 和歌山縣方言（其二）

2978 ミツバウツギ ミツバウツギ Staphylea しょーぎな 龍神 和歌山県植物方言集

2979 ミツバウツギ ミツバウツギ Staphylea しょーな 川上 和歌山県植物方言集

2980 ミツバウツギ ミツバウツギ Staphylea なまい 元山、鳥井峠 紀州採薬紀

ニシキギ科
2981 ツルウメモドキ ツルウメモドキ Celastrus あかくち 花園 紀伊植物誌１

2982 ツルウメモドキ ツルウメモドキ Celastrus あかくち 伊都地方 紀伊植物誌 II

2983 ツルウメモドキ ツルウメモドキ Celastrus いぢ 和歌山県 和歌山県植物方言集

2984 ツルウメモドキ ツルウメモドキ Celastrus うめもどき 和歌山市方面 紀伊植物誌 III（小川由一）

2985 ツルウメモドキ ツルウメモドキ Celastrus つるもどき 和歌山市方面 紀伊植物誌 III（小川由一）

2986 ツルウメモドキ ツルウメモドキ Celastrus とーすいかずら 和歌山県 和歌山県植物方言集

2987 コマユミ ニシキギ Euonymus にしき 花園村 紀伊植物誌 II

2988 コマユミ ニシキギ Euonymus にしき 花園村 紀伊植物誌 II

2989 コマユミ ニシキギ Euonymus にしき 伊都地方 紀伊植物誌 II

2990 コマユミ ニシキギ Euonymus にしきぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

2991 ツリバナ ニシキギ Euonymus おばふだばさみ 花園村 紀伊植物誌１

2992 ツリバナ ニシキギ Euonymus おばふだばさみ 花園 紀伊植物誌１

2993 ツリバナ ニシキギ Euonymus もとぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

2994 ツリバナ ニシキギ Euonymus もとぎ 小口郷 紀伊植物誌１

2995 ツリバナ ニシキギ Euonymus もとぎ 妙法山周辺 紀州採薬紀

2996 ツリバナ ニシキギ Euonymus もどき 和歌山県 和歌山県植物方言集

2997 ツリバナ ニシキギ Euonymus ゆみぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

2998 ツリバナ ニシキギ Euonymus ゆみぎ 小口郷 紀伊植物誌１

2999 ツルマサキ ニシキギ Euonymus つたかずら 竜神 紀伊植物誌１

3000 ツルマサキ ニシキギ Euonymus まさきかずら 高野山 紀伊植物誌１

3001 ツルマサキ ニシキギ Euonymus まさきかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

3002 ツルマサキ ニシキギ Euonymus まさきずた 竜神 紀伊植物誌１

3003 ニシキギ ニシキギ Euonymus かみそりぎ 日高町 日高町誌（下巻）

3004 ニシキギ ニシキギ Euonymus かみそりぎ 花園村 紀伊植物誌１

3005 ニシキギ ニシキギ Euonymus かみそりぎ 花園 紀伊植物誌１

3006 ニシキギ ニシキギ Euonymus かみそりぎ 花園村 紀伊植物誌 II

3007 ニシキギ ニシキギ Euonymus かみそりぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3008 ニシキギ ニシキギ Euonymus にしき 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3009 ニシキギ ニシキギ Euonymus にしき 七川郷 紀伊植物誌１

3010 ニシキギ ニシキギ Euonymus ふだはさみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3011 ニシキギ ニシキギ Euonymus ふだばさみ 花園村 紀伊植物誌１

3012 ニシキギ ニシキギ Euonymus ふだばさみ 花園 紀伊植物誌１
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3013 ニシキギ ニシキギ Euonymus ふだばさみ 高野山相ノ浦 紀伊植物誌 II

3014 ニシキギ ニシキギ Euonymus ふだばさみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3015 ニシキギ ニシキギ Euonymus ほんにしき 竜神地方 紀伊植物誌１

3016 ニシキギ ニシキギ Euonymus ほんにしきぎ 竜神 紀伊植物誌１

3017 マサキ ニシキギ Euonymus いそんじ 日高町 日高町誌（下巻）

3018 マサキ ニシキギ Euonymus おなつ 田辺 和歌山縣方言（其二）

3019 マサキ ニシキギ Euonymus おなつ 田辺市 和歌山県植物方言集

3020 マサキ ニシキギ Euonymus ちゃせん 伊都地方 紀伊植物誌 II

3021 マサキ ニシキギ Euonymus とこなつ 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

3022 マサキ ニシキギ Euonymus とこなつ 日高町 日高町誌（下巻）

3023 マサキ ニシキギ Euonymus とこなつ 下田原 田原の方言・第一輯

3024 マサキ ニシキギ Euonymus とこなつ 海草郡南野上、田辺市、新宮市、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3025 マサキ ニシキギ Euonymus とこなつ 紀北 紀伊植物誌１

3026 マサキ ニシキギ Euonymus とこなつ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

3027 マサキ ニシキギ Euonymus なつとこ 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

3028 マサキ ニシキギ Euonymus まさき 龍神 紀伊植物誌１

3029 マサキ ニシキギ Euonymus まさき 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

3030 マサキ ニシキギ Euonymus まさき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3031 マユミ ニシキギ Euonymus やまにしき 竜神地方、海草郡野上地方 紀伊植物誌１

3032 マユミ ニシキギ Euonymus やまにしき 龍神 紀伊植物誌１

3033 マユミ ニシキギ Euonymus やまにしき 伊都地方 紀伊植物誌 II

モチノキ科
3034 アオハダ モチノキ Ilex うめもどき 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

3035 アオハダ モチノキ Ilex うめもどき 花園 紀伊植物誌１

3036 アオハダ モチノキ Ilex うめもどき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3037 アオハダ モチノキ Ilex こうぼうちや 熊野 和歌山縣方言（其二）

3038 アオハダ モチノキ Ilex なつそよご 和歌山県 和歌山県植物方言集

3039 アオハダ モチノキ Ilex なつふくら 竜神 紀伊植物誌１

3040 アオハダ モチノキ Ilex みずばしか 鮎川 紀伊植物誌１

3041 アオハダ モチノキ Ilex やにき 和歌山県 和歌山県植物方言集

3042 アオハダ モチノキ Ilex やにぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

3043 イヌツゲ モチノキ Ilex おかいこぼし 伊都地方 紀伊植物誌 II

3044 イヌツゲ モチノキ Ilex おかゆこぼし 伊都地方 紀伊植物誌 II

3045 イヌツゲ モチノキ Ilex かまこぶち 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

3046 イヌツゲ モチノキ Ilex かまこぶち 伊都郡、那賀郡一帯、海草郡南野上 和歌山県植物方言集

3047 イヌツゲ モチノキ Ilex かまこぶち 伊都地方 紀伊植物誌 II

3048 イヌツゲ モチノキ Ilex かまこぶち 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

3049 イヌツゲ モチノキ Ilex かまこぶち 伊都 和歌山縣方言

3050 イヌツゲ モチノキ Ilex けずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

3051 イヌツゲ モチノキ Ilex けづら 伊都郡渋田 和歌山県植物方言集

3052 イヌツゲ モチノキ Ilex ごまんじょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3053 イヌツゲ モチノキ Ilex ちゃがいこぼし 伊都地方 紀伊植物誌 II

3054 イヌツゲ モチノキ Ilex ちゃんちゃこぼし 伊都地方 紀伊植物誌 II

3055 イヌツゲ モチノキ Ilex つずろき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3056 イヌツゲ モチノキ Ilex つづろぎ 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

3057 イヌツゲ モチノキ Ilex つづろぎ 花園 紀伊植物誌１

3058 イヌツゲ モチノキ Ilex なべたたき 上南部 和歌山縣方言（其二）

3059 イヌツゲ モチノキ Ilex なべたたき 紀南 紀州の方言

3060 イヌツゲ モチノキ Ilex なべたたき 日高郡上南部 和歌山県植物方言集

3061 イヌツゲ モチノキ Ilex なべたたき 日高 和歌山縣方言

3062 イヌツゲ モチノキ Ilex なべわり 岩田 和歌山縣方言（其二）

3063 イヌツゲ モチノキ Ilex なべわり 西牟婁郡岩田、田辺市 和歌山県植物方言集

3064 イヌツゲ モチノキ Ilex ねず 小口郷 信愛紀要・第３号

3065 イヌツゲ モチノキ Ilex ねず 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3066 イヌツゲ モチノキ Ilex ねず 田辺市、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集
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3067 イヌツゲ モチノキ Ilex ねず 小口郷 紀伊植物誌１

3068 イヌツゲ モチノキ Ilex ねず 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3069 イヌツゲ モチノキ Ilex ねず 花園村 紀伊植物誌 II

3070 イヌツゲ モチノキ Ilex ねず 伊都地方 紀伊植物誌 II

3071 イヌツゲ モチノキ Ilex ねずのき 日高郡龍神、東牟婁郡色川・四村 和歌山県植物方言集

3072 イヌツゲ モチノキ Ilex ねずのき 花園村 紀伊植物誌 II

3073 イヌツゲ モチノキ Ilex ねずのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3074 イヌツゲ モチノキ Ilex ねずのき 妙法山周辺 紀州採薬紀

3075 イヌツゲ モチノキ Ilex ねずもち 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3076 イヌツゲ モチノキ Ilex ひめつげ 和歌山県 和歌山県植物方言集

3077 イヌツゲ モチノキ Ilex もろんど 伊都地方 紀伊植物誌 II

3078 イヌツゲ モチノキ Ilex やまつげ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

3079 イヌツゲ モチノキ Ilex やまつげ 花園村 紀伊植物誌 II

3080 イヌツゲ モチノキ Ilex やまつげ 花園村 紀伊植物誌 II

3081 イヌツゲ モチノキ Ilex やまつげ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3082 イヌツゲ モチノキ Ilex よめがさら 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3083 イヌツゲ モチノキ Ilex よめがさら 妙法山周辺 紀州採薬紀

3084 イヌツゲ モチノキ Ilex よめのさら 日高町 日高町誌（下巻）

3085 イヌツゲ モチノキ Ilex よめのさら 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3086 イヌツゲ モチノキ Ilex よめのさら 御坊市 紀伊植物誌 III（小川由一）

3087 ウメモドキ モチノキ Ilex しかのうお 牟婁 和歌山縣方言（其二）

3088 ウメモドキ モチノキ Ilex しかのたけ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

3089 クロガネモチ モチノキ Ilex あおき 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

3090 クロガネモチ モチノキ Ilex あおき 那賀郡岩出、海草郡南野上、有田郡日、西牟婁郡近野、田辺市

和歌山県植物方言集

3091 クロガネモチ モチノキ Ilex あおき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3092 クロガネモチ モチノキ Ilex いぬもち 和歌山県 和歌山県植物方言集

3093 クロガネモチ モチノキ Ilex うししば 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

3094 クロガネモチ モチノキ Ilex おばもち 小口郷 信愛紀要・第３号

3095 クロガネモチ モチノキ Ilex おばもち 新宮市 和歌山県植物方言集

3096 クロガネモチ モチノキ Ilex おばもち 小口郷 紀伊植物誌１

3097 クロガネモチ モチノキ Ilex つるぐす 七川郷 紀伊植物誌１

3098 クロガネモチ モチノキ Ilex にわもうち 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

3099 クロガネモチ モチノキ Ilex にわもーち 伊都郡 和歌山県植物方言集

3100 クロガネモチ モチノキ Ilex ふくらしば 田辺市 和歌山県植物方言集

3101 クロガネモチ モチノキ Ilex もうち 七川郷 紀伊植物誌１

3102 クロガネモチ モチノキ Ilex もうちのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3103 クロガネモチ モチノキ Ilex もーちのき 那賀郡紀ノ川筋 和歌山県植物方言集

3104 クロソヨゴ モチノキ Ilex あぶらき 和歌山県 和歌山県植物方言集

3105 クロソヨゴ モチノキ Ilex あぶらき 小口郷 信愛紀要・第３号

3106 クロソヨゴ モチノキ Ilex あぶらき 小口郷 紀伊植物誌１

3107 クロソヨゴ モチノキ Ilex こさかき 高野 紀伊植物誌１

3108 クロソヨゴ モチノキ Ilex こさかき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3109 クロソヨゴ モチノキ Ilex ふくら 竜神 紀伊植物誌１

3110 ソヨゴ モチノキ Ilex しろき 紀伊 和歌山縣方言（其二）

3111 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくら 小口郷 信愛紀要・第３号

3112 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくら 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3113 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくら 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

3114 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくら 小口郷 紀伊植物誌１

3115 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくら 竜神 紀伊植物誌１

3116 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくら 七川郷 紀伊植物誌１

3117 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらしば 和歌山県 和歌山県植物方言集

3118 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらしば 紀伊 和歌山縣方言（其二）

3119 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらしば 小口郷 信愛紀要・第３号

3120 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらしば 小口郷 紀伊植物誌１

3121 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらしば 伊都地方 紀伊植物誌 II
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3122 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらしば 妙法山周辺 紀州採薬紀

3123 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらんしえ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3124 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらんしゅ 花園村 紀伊植物誌 II

3125 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらんしゅ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3126 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらんしょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3127 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらんじょ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

3128 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらんじょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3129 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらんじょう 伊都地方 紀伊植物誌 II

3130 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらんそう 花園村 紀伊植物誌 II

3131 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらんそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

3132 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらんぞう 花園村 紀伊植物誌 II

3133 ソヨゴ モチノキ Ilex ふくらんぞう 伊都地方 紀伊植物誌 II

3134 ソヨゴ モチノキ Ilex ふふらしば 紀伊 和歌山縣方言（其二）

3135 ソヨゴ モチノキ Ilex ふゆぶくら 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3136 タマミズキ モチノキ Ilex ほんみずき 七川郷 紀伊植物誌１

3137 タマミズキ モチノキ Ilex みずき 西牟婁岩田 和歌山縣方言（其二）

3138 タマミズキ モチノキ Ilex みずき 高城 和歌山縣方言（其二）

3139 タマミズキ モチノキ Ilex みずき 西牟婁郡岩田、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3140 タマミズキ モチノキ Ilex みずき 七川郷 紀伊植物誌１

3141 タマミズキ モチノキ Ilex みずき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3142 タマミズキ モチノキ Ilex みずき 日高 和歌山縣方言

3143 タラヨウ モチノキ Ilex かたつきば 伊都地方 紀伊植物誌 II

3144 タラヨウ モチノキ Ilex かたつけば 伊都地方 紀伊植物誌 II

3145 タラヨウ モチノキ Ilex もじんばり 和歌山県 和歌山県植物方言集

3146 タラヨウ モチノキ Ilex もじんばり 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

3147 タラヨウ モチノキ Ilex もんつきしば 日高町 日高町誌（下巻）

3148 タラヨウ モチノキ Ilex やいとのき 田辺 和歌山縣方言（其二）

3149 タラヨウ モチノキ Ilex やいとのき 田辺市 和歌山県植物方言集

3150 ツゲモチ モチノキ Ilex おきなわそよご 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

3151 ナナミノキ モチノキ Ilex あおき 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

3152 ナナミノキ モチノキ Ilex あおき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3153 ナナミノキ モチノキ Ilex ななみのき 海草・那賀・伊都 和歌山縣方言

3154 モチノキ モチノキ Ilex こばもち 小口郷 信愛紀要・第３号

3155 モチノキ モチノキ Ilex こばもち 東牟婁郡色川・太田 和歌山県植物方言集

3156 モチノキ モチノキ Ilex こばもち 小口郷 紀伊植物誌１

3157 モチノキ モチノキ Ilex とりもちのき 紀北、紀南 紀州の方言

3158 モチノキ モチノキ Ilex ふくら 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

3159 モチノキ モチノキ Ilex もうちのき 日高町 日高町誌（下巻）

3160 モチノキ モチノキ Ilex もーちのき 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3161 モチノキ モチノキ Ilex もち 和歌山県 和歌山県植物方言集

ツリフネソウ科
3162 キツリフネ ツリフネソウ Impatiens おどりこそう 花園 紀伊植物誌１

3163 キツリフネ ツリフネソウ Impatiens おどりこそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

3164 キツリフネ ツリフネソウ Impatiens おどりこそう 花園村 紀伊植物誌 III（小川由一）

3165 キツリフネ ツリフネソウ Impatiens きんぎょそう 花園 紀伊植物誌１

3166 キツリフネ ツリフネソウ Impatiens きんぎょそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

3167 キツリフネ ツリフネソウ Impatiens きんぎょそう 花園村 紀伊植物誌 III（小川由一）

3168 ツリフネソウ ツリフネソウ Impatiens ほらがい 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

3169 ツリフネソウ ツリフネソウ Impatiens みずそば 花園 紀伊植物誌１

3170 ツリフネソウ ツリフネソウ Impatiens みずそば 伊都地方 紀伊植物誌 II

3171 ツリフネソウ ツリフネソウ Impatiens みずそば 花園村 紀伊植物誌 III（小川由一）

3172 ホウセンカ ツリフネソウ Impatiens ほうせんこ 印南町 印南町史（資料編）

3173 ホウセンカ ツリフネソウ Impatiens ほうせんこ 龍神 紀伊植物誌１

3174 ホウセンカ ツリフネソウ Impatiens ほうせんこ 伊都地方 紀伊植物誌 II
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3175 ホウセンカ ツリフネソウ Impatiens ほうせんこ 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁

和歌山縣方言

3176 ホウセンカ ツリフネソウ Impatiens ほぉせんこ 紀北、紀南 紀州の方言

3177 ホウセンカ ツリフネソウ Impatiens ほーせんこ 和歌山市、海草郡南野上、那賀郡、伊都郡、有田郡、日高郡御坊・

三尾、西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

3178 ホウセンカ ツリフネソウ Impatiens ほーせんこ 和歌山県 和歌山方言集

アワブキ科
3179 アワブキ アワブキ Meliosma あわふき 竜神 紀伊植物誌１

3180 アワブキ アワブキ Meliosma あわふき 岩坂邊 紀州採薬紀

3181 アワブキ アワブキ Meliosma ずわはき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

3182 アワブキ アワブキ Meliosma ずわはき 竜神 紀伊植物誌１

3183 アワブキ アワブキ Meliosma つわはき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

3184 アワブキ アワブキ Meliosma つわふき 竜神 紀伊植物誌１

3185 アワブキ アワブキ Meliosma やまぐり 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

3186 アワブキ アワブキ Meliosma やまぐり 伊都地方 紀伊植物誌 II

3187 アワブキ アワブキ Meliosma やまめぐり 龍神村大熊 和歌山県植物方言集

3188 ヤマビワ アワブキ Meliosma すぐわ 東牟婁郡小川 和歌山県植物方言集

3189 ヤマビワ アワブキ Meliosma すぐわ 鮎川 紀伊植物誌１

3190 ヤマビワ アワブキ Meliosma すごのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

3191 ヤマビワ アワブキ Meliosma そぐわ 八鬼山～尾鷲浦 紀州採薬紀

3192 ヤマビワ アワブキ Meliosma やまびわ 鮎川 紀伊植物誌１

3193 ヤマビワ アワブキ Meliosma やまびわ 七川郷 紀伊植物誌１

トチノキ科
3194 トチノキ トチノキ Aesculus おーとち 和歌山県 和歌山県植物方言集

3195 トチノキ トチノキ Aesculus おーどち 和歌山県 和歌山県植物方言集

3196 トチノキ トチノキ Aesculus くわずのくり 竜神 紀伊植物誌１

3197 トチノキ トチノキ Aesculus こうぼうだいしくわずのくり 竜神 紀伊植物誌１

3198 トチノキ トチノキ Aesculus ほんとち 和歌山県 和歌山県植物方言集

3199 トチノキ トチノキ Aesculus ほんどち 和歌山県 和歌山県植物方言集

3200 トチノキの果実 トチノキ Aesculus くわずのくり 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

ムクロジ科
3201 ムクロジ ムクロジ Sapindus つぶのき 高城、栗栖川、三川、那智 和歌山縣方言（其二）

3202 ムクロジ ムクロジ Sapindus つぶのき 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

3203 ムクロジ ムクロジ Sapindus つぶのき 西牟婁 和歌山縣方言

3204 ムクロジ ムクロジ Sapindus むくりつぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3205 ムクロジ ムクロジ Sapindus むくろ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3206 ムクロジ ムクロジ Sapindus むくろうじ 七川郷 紀伊植物誌１

3207 ムクロジ ムクロジ Sapindus むくろじ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

3208 ムクロジ ムクロジ Sapindus むくろつぶ 高城、栗栖川、三川、那智 和歌山縣方言（其二）

3209 ムクロジの果実 ムクロジ Sapindus つぶ 和歌山県 和歌山県植物方言集

3210 ムクロジの果実 ムクロジ Sapindus むくろつぶ 西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

カエデ科
3211 イタヤカエデ カエデ Acer あおもみじ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3212 イタヤカエデ カエデ Acer いたもみじ 七川郷 紀伊植物誌１

3213 イタヤカエデ カエデ Acer おーもみじ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3214 イタヤカエデ カエデ Acer おばな 竜神 紀伊植物誌１

3215 イタヤカエデ カエデ Acer おばな 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3216 イタヤカエデ カエデ Acer かいで 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3217 イタヤカエデ カエデ Acer しらかえで 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

3218 イタヤカエデ カエデ Acer しらかえで 花園村 紀伊植物誌 II

3219 イタヤカエデ カエデ Acer しらかえで 伊都地方 紀伊植物誌 II

3220 イタヤカエデ カエデ Acer もみじ 七川郷 紀伊植物誌１
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3221 イロハカエデ カエデ Acer いろはもみじ 伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

3222 イロハカエデ カエデ Acer ほんもみじ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

3223 イロハカエデ カエデ Acer もみじ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

3224 イロハカエデ カエデ Acer もみじ 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

3225 イロハカエデ カエデ Acer もみじ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3226 イロハカエデ カエデ Acer もんもみじ 竜神 紀伊植物誌１

3227 ウリカエデ カエデ Acer あおかえで 伊都地方 紀伊植物誌 II

3228 ウリカエデ カエデ Acer あおかえで 花園・清水 紀伊植物誌１

3229 ウリカエデ カエデ Acer あおかえで 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

3230 ウリカエデ カエデ Acer あおき 小口郷 信愛紀要・第３号

3231 ウリカエデ カエデ Acer あおき 小口郷 紀伊植物誌１

3232 ウリカエデ カエデ Acer あおそ 小口郷 信愛紀要・第３号

3233 ウリカエデ カエデ Acer あおそ 小口郷 紀伊植物誌１

3234 ウリカエデ カエデ Acer うりかえで 西牟婁 和歌山縣方言

3235 ウリカエデ カエデ Acer かいで 日高郡山路 紀伊植物誌 II

3236 ウリカエデ カエデ Acer かいで 龍神 紀伊植物誌１

3237 ウリカエデ カエデ Acer かえで 龍神 紀伊植物誌１

3238 ウリカエデ カエデ Acer かえで 鮎川 紀伊植物誌１

3239 ウリカエデ カエデ Acer かえでのき 龍神 紀伊植物誌１

3240 ウリカエデ カエデ Acer しろはしのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

3241 ウリカエデ カエデ Acer ひょうぎ 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

3242 ウリハダカエデ カエデ Acer あおかえで 伊都郡高野山 和歌山県植物方言集

3243 ウリハダカエデ カエデ Acer あおかえで 伊都地方 紀伊植物誌 II

3244 ウリハダカエデ カエデ Acer おおかえで 竜神 紀伊植物誌１

3245 ウリハダカエデ カエデ Acer おーかえで 有田郡八幡、日高郡龍神 和歌山県植物方言集

3246 ウリハダカエデ カエデ Acer おにかえで 和歌山県 和歌山県植物方言集

3247 ウリハダカエデ カエデ Acer おばもみじ 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

3248 ウリハダカエデ カエデ Acer おばもみじ 清水 紀伊植物誌１

3249 ウリハダカエデ カエデ Acer かいで 竜神 紀伊植物誌１

3250 ウリハダカエデ カエデ Acer かいで 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

3251 ウリハダカエデ カエデ Acer かいでもみじ 汐見峠 和歌山県植物方言集

3252 ウリハダカエデ カエデ Acer かえで 七川郷 紀伊植物誌１

3253 ウリハダカエデ カエデ Acer こんちん 七川郷 紀伊植物誌１

3254 ウリハダカエデ カエデ Acer てつかえで 伊都地方 紀伊植物誌 II

3255 エンコウカエデ カエデ Acer おばな 竜神 紀伊植物誌１

3256 エンコウカエデ カエデ Acer おばな 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3257 エンコウカエデ カエデ Acer しらかえで 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

3258 エンコウカエデ カエデ Acer しらもみじ 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

3259 エンコウカエデ カエデ Acer しらもみじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3260 エンコウカエデ カエデ Acer はなかえで 竜神 紀伊植物誌１

3261 エンコウカエデ カエデ Acer はなのき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

3262 エンコウカエデ カエデ Acer はなのき 竜神 紀伊植物誌１

3263 エンコウカエデ カエデ Acer はなのき 有田郡・日高郡奥地 紀伊植物誌 II

3264 エンコウカエデ カエデ Acer はなもみじ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

3265 エンコウカエデ カエデ Acer はなもみじ 有田郡・日高郡奥地 紀伊植物誌 II

3266 オオモミジ カエデ Acer もみじ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3267 オガラバナ カエデ Acer あらはな 牟婁・日高 和歌山県植物方言集

3268 オガラバナ カエデ Acer かえでのき 日高郡 和歌山縣方言（其二）

3269 オガラバナ カエデ Acer ほざきかえで 伊都 和歌山縣方言

3270 オニイタヤ カエデ Acer おばな 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

3270-1 カエデ カエデ Acer かえで 伊都地方 紀伊植物誌 II

3270-2 カエデ カエデ Acer ちっぴ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3270-3 カエデ カエデ Acer つばめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3270-4 カエデ カエデ Acer もみじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3271 コハウチワカエデ カエデ Acer くようもみじ 竜神・清水 紀伊植物誌１

3272 コハウチワカエデ カエデ Acer くようもみじ 日高郡竜神村 紀伊植物誌 II
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3273 コハウチワカエデ カエデ Acer くようもみじ 紀州の奥地 紀伊植物誌 III（小川由一）

3274 コハウチワカエデ カエデ Acer もみじ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3275 チドリノキ カエデ Acer やましば 伊都・日高 和歌山縣方言

3276 ヒナウチワカエデ カエデ Acer くようもみじ 紀州の奥地 紀伊植物誌 III（小川由一）

3277 ミツデカエデ カエデ Acer うりかわばな 福嶋 紀州採薬紀

3278 ヤグルマカエデ カエデ Acer はなのき 有田郡・日高郡奥地 紀伊植物誌 II

3279 ヤグルマカエデ カエデ Acer はなもみじ 有田郡・日高郡奥地 紀伊植物誌 II

3279-1 カエデ科sp. カエデ Acer もみじ 日高町 日高町誌（下巻）

3279-2 カエデ属の種子 カエデ Acer ちっぴ 花園 紀伊植物誌１

3280 カエデ類 カエデ Acer ちっぴ 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

3281 カエデ類 カエデ Acer もみじ 全県下 和歌山県植物方言集

ウルシ科
3282 ウルシ ウルシ Rhus うるし 伊都地方 紀伊植物誌 II

3283 ウルシ ウルシ Rhus うるしのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3284 ツタウルシ ウルシ Rhus つた 高野山 紀伊植物誌１

3285 ツタウルシ ウルシ Rhus つた 伊都地方 紀伊植物誌 II

3286 ヌルデ ウルシ Rhus うるし 日高町 日高町誌（下巻）

3287 ヌルデ ウルシ Rhus うるし 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

3288 ヌルデ ウルシ Rhus きぶし 小口郷 信愛紀要・第３号

3289 ヌルデ ウルシ Rhus きぶし 小口郷 紀伊植物誌１

3290 ヌルデ ウルシ Rhus ぬるで 西牟婁 和歌山縣方言

3291 ヌルデ ウルシ Rhus はぜ 敷屋 紀伊植物誌１

3292 ヌルデ ウルシ Rhus はぜ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

3293 ヌルデ ウルシ Rhus はぜ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3294 ヌルデ ウルシ Rhus ふし 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

3295 ヌルデ ウルシ Rhus ふし 花園村 紀伊植物誌 II

3296 ヌルデ ウルシ Rhus ふし 伊都地方 紀伊植物誌 II

3297 ヌルデ ウルシ Rhus ふし 小口郷 信愛紀要・第３号

3298 ヌルデ ウルシ Rhus ふし 小口郷 紀伊植物誌１

3299 ヌルデ ウルシ Rhus ふじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3300 ヌルデ ウルシ Rhus ふしのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

3301 ヌルデ ウルシ Rhus ふしのき 日高町 日高町誌（下巻）

3302 ヌルデ ウルシ Rhus ふしのき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3303 ヌルデ ウルシ Rhus ふしのき 竜神・花園・清水・高野、和歌山県各地 紀伊植物誌１

3304 ヌルデ ウルシ Rhus ふしのき 鮎川 紀伊植物誌１

3305 ヌルデ ウルシ Rhus ふしのき 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3306 ヌルデ ウルシ Rhus ふしのき 花園村 紀伊植物誌 II

3307 ヌルデ ウルシ Rhus ふしのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3308 ヌルデ ウルシ Rhus ふしのき 小口郷 信愛紀要・第３号

3309 ヌルデ ウルシ Rhus ふしのき 小口郷 紀伊植物誌１

3310 ヌルデ ウルシ Rhus ふしのき 七川郷 紀伊植物誌１

3311 ハゼ ウルシ Rhus かはぜ 龍神 紀伊植物誌１

3312 ハゼ ウルシ Rhus はぜ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

3313 ハゼ ウルシ Rhus はぜ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3314 ハゼノキ ウルシ Rhus はしぎ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3315 ハゼノキ ウルシ Rhus はしぎ 東牟婁 和歌山縣方言

3316 ハゼノキ ウルシ Rhus はじのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

3317 ハゼノキ ウルシ Rhus はぜ 日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3318 ヤマウルシ ウルシ Rhus あかはぜ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3319 ヤマウルシ ウルシ Rhus あかはぜ 鮎川 紀伊植物誌１

3320 ヤマウルシ ウルシ Rhus いぬはぜ 小口郷 信愛紀要・第３号

3321 ヤマウルシ ウルシ Rhus いぬはぜ 小口郷 紀伊植物誌１

3322 ヤマウルシ ウルシ Rhus かぶれんしょう 伊都地方 紀伊植物誌 II

3323 ヤマウルシ ウルシ Rhus きーはぜ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3324 ヤマウルシ ウルシ Rhus ごうのき 花園 紀伊植物誌１
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3325 ヤマウルシ ウルシ Rhus はぜ 小口郷 信愛紀要・第３号

3326 ヤマウルシ ウルシ Rhus はぜ 小口郷 紀伊植物誌１

3327 ヤマウルシ ウルシ Rhus はぜ 龍神 紀伊植物誌１

3328 ヤマウルシ ウルシ Rhus はぜ 七川郷 紀伊植物誌１

3329 ヤマウルシ ウルシ Rhus はぜ 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

3330 ヤマウルシ ウルシ Rhus はぜ 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

3331 ヤマウルシ ウルシ Rhus はぜ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3332 ヤマウルシ ウルシ Rhus やまはじ 和歌山県 和歌山県植物方言集

3333 ヤマウルシ ウルシ Rhus やまはぜ 芝村 紀州採薬紀

3334 ヤマハゼ ウルシ Rhus しこがき 和歌山県 和歌山県植物方言集

3335 ヤマハゼ ウルシ Rhus しらはぜ 龍神 紀伊植物誌１

3336 ヤマハゼ ウルシ Rhus はぜ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3337 ヤマハゼ ウルシ Rhus はぜ 花園村 紀伊植物誌 II

3338 ヤマハゼ ウルシ Rhus はぜ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3339 ヤマハゼ ウルシ Rhus はぜのき 日高町 日高町誌（下巻）

3340 ヤマハゼ ウルシ Rhus はぜのき 花園村 紀伊植物誌 II

3341 ヤマハゼ ウルシ Rhus はぜのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3342 ヤマハゼ ウルシ Rhus りゅーもく 和歌山県 和歌山県植物方言集

センダン科
3343 チャンチン チャンチン Cedrela かんちん 桃山町奥安楽川筋 紀伊植物誌 III（小川由一）

3344 チャンチン チャンチン Cedrela くもつきのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3345 センダン センダン Melia あおせんだん 和歌山県 和歌山県植物方言集

3346 センダン センダン Melia おーち 和歌山県 和歌山県植物方言集

3347 センダン センダン Melia せんだ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

3348 センダン センダン Melia せんだ 七川郷 紀伊植物誌１

3349 センダン センダン Melia せんだい 紀南 紀州の方言

3350 センダン センダン Melia せんだい 東牟婁 和歌山縣方言

3351 センダン センダン Melia せんだのき 七川郷 紀伊植物誌１

3352 センダン センダン Melia せんだん 七川郷 紀伊植物誌１

ニガキ科
3353 ニガキ ニガキ Picrasma にわうるし 和歌山県 和歌山県植物方言集

3354 ニガキ ニガキ Picrasma ふじき 花園 紀伊植物誌１

3355 ニガキ ニガキ Picrasma ふじき 伊都地方 紀伊植物誌 II

ミカン科
3356 マツカゼソウ マツカゼソウ Boenninghausenia しびとぐさ 紀南 紀州の方言

3357 マツカゼソウ マツカゼソウ Boenninghausenia しびとぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

3358 マツカゼソウ マツカゼソウ Boenninghausenia しびとぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

3359 ウンシュウミカン ミカン Citrus うんしゅう 紀北、紀南 紀州の方言

3360 キシュウミカン ミカン Citrus きしゅうみかん 口熊野 口熊野の方言

3361 クネンボ ミカン Citrus きゅーねん 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3362 クネンボ ミカン Citrus きゅうねん 岩田 和歌山縣方言（其二）

3363 クネンボ ミカン Citrus きゅーねんぼ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

3364 クネンボ ミカン Citrus くねっぽ 和歌山県 和歌山方言集

3365 ザボン ミカン Citrus うちむらさき 紀北、紀南 紀州の方言

3366 サンポウカン ミカン Citrus さんぼ 紀北 紀州の方言

3367 ダイダイ ミカン Citrus かぶち 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

3368 ダイダイ ミカン Citrus かぶち 日高郡 和歌山縣方言（其二）

3369 ダイダイ ミカン Citrus かぶち 日高町 日高町誌（下巻）

3370 ダイダイ ミカン Citrus かぶち 印南町 印南町史（資料編）

3371 ダイダイ ミカン Citrus かぶち 西牟婁 和歌山縣方言

3372 ダイダイ ミカン Citrus さんず 紀南 紀州の方言

3373 ダイダイ ミカン Citrus さんず 東牟婁郡、新宮市 和歌山県植物方言集

3374 ダイダイ ミカン Citrus さんず 東牟婁 和歌山縣方言
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3375 ダイダイ ミカン Citrus ざんず 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

3376 ダイダイ ミカン Citrus らいらい 紀北 紀州の方言

3377 ダイダイ ミカン Citrus らいらい 海草 和歌山縣方言

3378 タチバナの実 ミカン Citrus たちぼ 和歌山県 和歌山方言集

3379 タチバナの実 ミカン Citrus たちぼ 紀北 紀州の方言

3380 ナツダイダイ ミカン Citrus なつしゆ 清川 和歌山縣方言（其二）

3381 ナツダイダイ ミカン Citrus なつしゆ 日高 和歌山縣方言

3382 ナツダイダイ ミカン Citrus なつしろ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

3383 ナツダイダイ ミカン Citrus なつしろ 日高町 日高町誌（下巻）

3384 ナツダイダイ ミカン Citrus なつみかん 日高町 日高町誌（下巻）

3385 ニッポンタチバナ ミカン Citrus たちばな 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3386 ネーブル ミカン Citrus めぇぶる 紀南 紀州の方言

3387 ネーブル ミカン Citrus めーぶる 橋本 橋本の方言

3388 ミカン ミカン Citrus ありだみかん 和歌山県 和歌山方言集

3389 ミカン ミカン Citrus こーじ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3390 ミツカン ミカン Citrus いっか 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

3391 ユズ ミカン Citrus ゆぅ 紀北、紀南 紀州の方言

3392 ユズ ミカン Citrus ゆう 田原 田原の方言・第二輯

3393 ユズ ミカン Citrus ゆう 伊都地方 紀伊植物誌 II

3394 ユズ ミカン Citrus ゆう 橋本 橋本の方言

3395 ユズ ミカン Citrus ゆう 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁

和歌山縣方言

3396 ユズ ミカン Citrus ゆー 下田原 田原の方言・第一輯

3397 ユズ ミカン Citrus ゆー 太地 熊野太地の伝承

3398 ユズ ミカン Citrus ゆー 東牟婁郡色川、新宮市 和歌山県植物方言集

3399 ユズ ミカン Citrus ゆー 和歌山県 和歌山方言集

3400 ユズ ミカン Citrus ゆうのき 七川郷 紀伊植物誌１

3401 ユズ ミカン Citrus ゆのき 七川郷 紀伊植物誌１

3402 ユズの果実 ミカン Citrus ゆ 七川郷 紀伊植物誌１

3403 ユズの果実 ミカン Citrus ゆう 七川郷 紀伊植物誌１

3404 柑子 ミカン Citrus こんじ 東牟婁 和歌山縣方言

3405 柑子みかん ミカン Citrus こんじ 紀南 紀州の方言

3406 ゴシュユ ゴシュユ Euodia ごしゅ 日高郡御坊、新宮市 和歌山県植物方言集

3407 ゴシュユ ゴシュユ Euodia ごしゅ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3408 ゴシュユ ゴシュユ Euodia はびてこぶら 和歌山県 和歌山県植物方言集

3409 キンカン キンカン Fortunella きんか 紀南 紀州の方言

3410 キンカン キンカン Fortunella きんか 日高郡御坊、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

3411 キンカン キンカン Fortunella きんか 竜神 紀伊植物誌１

3412 キンカン キンカン Fortunella きんか 日高・東牟婁 和歌山縣方言

3413 マルキンカン キンカン Fortunella まきぎんか 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3414 コクサギ コクサギ Orixa にがき 竜神 紀伊植物誌１

3415 キハダ キハダ Phellodendron おーばく 和歌山県 和歌山県植物方言集

3416 キハダ キハダ Phellodendron きはだ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3417 キハダ キハダ Phellodendron きわだ 和歌山県 和歌山県植物方言集

3418 カラタチ カラタチ Poncirus いばら 紀北一帯 和歌山県植物方言集

3419 カラタチ カラタチ Poncirus いばら 伊都地方 紀伊植物誌 II

3420 カラタチ カラタチ Poncirus からたち 伊都地方 紀伊植物誌 II

3421 カラタチ カラタチ Poncirus きこく 日高町 日高町誌（下巻）

3422 カラタチ カラタチ Poncirus きこく 紀北一帯、日高郡御坊・三尾、海草郡南野上、新宮市

和歌山県植物方言集

3423 カラタチ カラタチ Poncirus きこく 伊都地方 紀伊植物誌 II

3424 カラタチ カラタチ Poncirus てんぽなし 紀北 紀州の方言

3425 ツルミヤマシキミ ミヤマシキミ Skimmia こもそ 高野山 紀伊植物誌１

3426 ツルミヤマシキミ ミヤマシキミ Skimmia しきび 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3427 ツルミヤマシキミ ミヤマシキミ Skimmia しきび 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3428 ツルミヤマシキミ ミヤマシキミ Skimmia みやましきみ 花園 紀伊植物誌１
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3429 ツルミヤマシキミ ミヤマシキミ Skimmia みやましきみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3430 ツルミヤマシキミ ミヤマシキミ Skimmia もんとしきび 竜神・清水 紀伊植物誌１

3431 ツルミヤマシキミ ミヤマシキミ Skimmia やましきび 竜神 紀伊植物誌１

3432 ミヤマシキミ ミヤマシキミ Skimmia みやましきび 花園村 紀伊植物誌 II

3433 ミヤマシキミ ミヤマシキミ Skimmia みやましきび 伊都地方 紀伊植物誌 II

3434 イヌザンショウ サンショウ Zanthoxylum いぬさんしょ 日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

3435 イヌザンショウ サンショウ Zanthoxylum いぬざんしょう 小口郷 信愛紀要・第３号

3436 イヌザンショウ サンショウ Zanthoxylum いぬざんしょう 小口郷 紀伊植物誌１

3437 イヌザンショウ サンショウ Zanthoxylum やまざんしょ 那賀郡一帯 和歌山県植物方言集

3438 イヌザンショウ サンショウ Zanthoxylum やまざんしょう 伊都地方 紀伊植物誌 II

3439 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum あおだら 和歌山県 和歌山県植物方言集

3440 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum あほだら 小口郷 信愛紀要・第３号

3441 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum あほだら 小口郷 紀伊植物誌１

3442 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum いぬだら 小口郷 信愛紀要・第３号

3443 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum いぬだら 小口郷 紀伊植物誌１

3444 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum いぬだら 七川郷 紀伊植物誌１

3445 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum おことだら 海草郡紀伊 和歌山県植物方言集

3446 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum おたら 大嶌 紀州採薬紀

3447 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum おとこだら 紀伊 和歌山縣方言（其二）

3448 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum くそだら 七川郷 紀伊植物誌１

3449 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum げただら 七川郷 紀伊植物誌１

3450 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum たら 七川郷 紀伊植物誌１

3451 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum たらのき 七川郷 紀伊植物誌１

3452 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum たわらのき 西牟婁郡和深 和歌山県植物方言集

3453 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum ぼうだら 山路 紀伊植物誌１

3454 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum ぼーだら 日高郡中山路 和歌山県植物方言集

3455 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum ほそきだら 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

3456 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum ほそぎだら 竜神 紀伊植物誌１

3457 カラスザンショウ サンショウ Zanthoxylum ほんだら 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3458 サンショウ サンショウ Zanthoxylum さんしょ 全県下 和歌山県植物方言集

3459 サンショウ サンショウ Zanthoxylum さんしょ 竜神・清水・花園・高野山、和歌山県下各地 紀伊植物誌１

3460 サンショウ サンショウ Zanthoxylum さんしょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3461 サンショウ サンショウ Zanthoxylum さんしょ 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁

和歌山縣方言

3462 サンショウ サンショウ Zanthoxylum しゃんしょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3463 サンショウ サンショウ Zanthoxylum ほんざんしょう 小口郷 信愛紀要・第３号

3464 サンショウ サンショウ Zanthoxylum ほんざんしょう 小口郷 紀伊植物誌１

3465 サンショウ サンショウ Zanthoxylum ほんざんしょう 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3466 サンショウ サンショウ Zanthoxylum ほんざんしょー 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3467 サンショウ サンショウ Zanthoxylum やまざんしょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3468 サンショウ サンショウ Zanthoxylum やまざんしょう 花園村 紀伊植物誌 II

3469 フユザンショウ サンショウ Zanthoxylum いぬざんしょう 伊都地方 紀伊植物誌 II

3470 フユザンショウ サンショウ Zanthoxylum ふだんさんしょー 和歌山県 和歌山県植物方言集

ユズリハ科
3471 ヒメユズリハ ユズリハ Daphniphyllum いぬわかば 小口郷 信愛紀要・第３号

3472 ヒメユズリハ ユズリハ Daphniphyllum いぬわかば 小口郷 紀伊植物誌１

3473 ヒメユズリハ ユズリハ Daphniphyllum おめでた 西牟婁郡和深 信愛紀要・第３号

3474 ヒメユズリハ ユズリハ Daphniphyllum おめでた 西牟婁郡和深 紀伊植物誌１

3475 ヒメユズリハ ユズリハ Daphniphyllum ひめづる 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3476 ヒメユズリハ ユズリハ Daphniphyllum ひめづる ～富田浦 紀州採薬紀

3477 ヒメユズリハ ユズリハ Daphniphyllum やまわかば 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3478 ヒメユズリハ ユズリハ Daphniphyllum ゆずりは 日高町 日高町誌（下巻）

3479 ヒメユズリハ ユズリハ Daphniphyllum ゆずりは 伊都地方 紀伊植物誌 II

3480 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum いぬづる 紀伊 和歌山縣方言（其二）

3481 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum かたつけば 海草郡南野上 和歌山県植物方言集
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3482 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum ひめづる 紀伊 和歌山縣方言（其二）

3483 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum ほんわかば 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3484 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum もちのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3485 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum ゆずりは 口熊野 口熊野の方言

3486 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum ゆずりは 伊都地方 紀伊植物誌 II

3487 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum ゆずりば 花園村 紀伊植物誌 II

3488 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum ゆずりば 伊都地方 紀伊植物誌 II

3489 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum わかとこ 小口郷 信愛紀要・第３号

3490 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum わかとこ 小口郷 紀伊植物誌１

3491 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum わかば 那智、天満 那智地区方言集

3492 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum わかば 古座地域 古座地域のはなしことば集

3493 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum わかば 小口郷 信愛紀要・第３号

3494 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum わかば 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3495 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum わかば 西牟婁郡岩田、東牟婁郡色川・四村、新宮市 和歌山県植物方言集

3496 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum わかば 小口郷 紀伊植物誌１

3497 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum わかば 龍神 紀伊植物誌１

3498 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum わかば 七色 紀伊植物誌１

3499 ユズリハ ユズリハ Daphniphyllum わかば 東牟婁 和歌山縣方言

トウダイグサ科
3500 エノキグサ エノキグサ Acalypha よいあけぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

3501 アブラギリ アブラギリ Aleurites いぬぎり 和歌山県 和歌山県植物方言集

3502 アブラギリ アブラギリ Aleurites しなぎり 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3503 アブラギリ アブラギリ Aleurites だいがん 日高町切目川 和歌山県植物方言集

3504 アブラギリ アブラギリ Aleurites やまぎり 和歌山県 和歌山県植物方言集

3505 トウダイグサ トウダイグサ Euphorbia みずぐさ 有田郡宮原・広 和歌山県植物方言集

3506 ニシキソウ トウダイグサ Euphorbia こんとうかつら 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

3507 ニシキソウ トウダイグサ Euphorbia ちちくさ 日高町 日高町誌（下巻）

3508 ニシキソウ トウダイグサ Euphorbia ちちぐさ 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

3509 ニシキソウ トウダイグサ Euphorbia ちちぐさ 紀南 紀州の方言

3510 ニシキソウ トウダイグサ Euphorbia ちちぐさ 有田郡湯浅・日高郡御坊、田辺市、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

3511 ニシキソウ トウダイグサ Euphorbia ちちぐさ 西牟婁 和歌山縣方言

3512 ニシキソウ トウダイグサ Euphorbia みずだま 鵜殿宮山 紀州採薬紀

3513 カンコノキ カンコノキ Glochidion おじころし 和歌山県 和歌山県植物方言集

3514 カンコノキ カンコノキ Glochidion かっこうき 上三栖 紀州採薬紀

3515 カンコノキ カンコノキ Glochidion かっこうぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

3516 カンコノキ カンコノキ Glochidion かっこうぎ 小口郷 紀伊植物誌１

3517 カンコノキ カンコノキ Glochidion かっこーのき 潮岬 和歌山県植物方言集

3518 カンコノキ カンコノキ Glochidion かっこのき 潮岬 和歌山県植物方言集

3519 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかがし 伊都郡紀見、日高郡龍神・矢田 和歌山県植物方言集

3520 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかがしわ 日高郡寒川 和歌山県植物方言集

3521 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかがしわ 辨天の山 紀州採薬紀

3522 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかぎ 日高郡南部 和歌山県植物方言集

3523 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかだ 伊都郡高野－湯川 和歌山県植物方言集

3524 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかっぽ 海草郡西脇野 和歌山県植物方言集

3525 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかぼー 西牟婁郡新庄 和歌山県植物方言集

3526 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかめ 小口郷 信愛紀要・第３号

3527 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかめ 海草郡南野上、日高郡印南、有田郡広・保田・湯浅・宮原、海南市

和歌山県植物方言集

3528 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかめ 小口郷 紀伊植物誌１

3529 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかめ 海草郡西北部（現和歌山市）、有田郡田殿・湯浅・御坊等

紀伊植物誌 II

3530 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかめがし 西牟婁鮎川 和歌山県植物方言集

3531 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかめのき 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3532 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかめはり 有田郡八幡・城山・藤並・五村 和歌山県植物方言集

3533 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかめはり 清水 紀伊植物誌１
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3534 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus あかんぼ 和歌山市、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3535 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus いもぎ 花園 紀伊植物誌１

3536 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしゃば 東牟婁郡那智・色川・太田・太地、新宮市 和歌山県植物方言集

3537 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしやば 東牟婁 和歌山縣方言

3538 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしわ 小口郷 信愛紀要・第３号

3539 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしわ 日高郡御坊・切目・白崎・船着・志賀 和歌山県植物方言集

3540 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしわ 小口郷 紀伊植物誌１

3541 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしわ 竜神 紀伊植物誌１

3542 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしわ 敷屋 紀伊植物誌１

3543 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしわ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

3544 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしわ 大島・志賀・比井崎・由良・竜神・小口・北山、大和の十津川

紀伊植物誌 II

3545 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしわぎ 中山路 紀伊植物誌１

3546 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしわぎ 鮎川 紀伊植物誌１

3547 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしわぎ 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

3548 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしわんど 有田郡鳥屋城 和歌山県植物方言集

3549 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かしわんどー 有田郡広・湯浅・宮原 和歌山県植物方言集

3550 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かみなりぎ 竜神 紀伊植物誌１

3551 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus かみなりぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3552 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごきのき 有田郡箕島 和歌山県植物方言集

3553 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごさいば 中山路・竜神 紀伊植物誌１

3554 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごさいば 日高郡竜神・山路（現竜神村） 紀伊植物誌 II

3555 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごさば 岩田 和歌山縣方言（其二）

3556 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごさば 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3557 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごさば 西牟婁郡近野・岩田・二川、東牟婁七川、田辺市 和歌山県植物方言集

3558 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごさば 鮎川 紀伊植物誌１

3559 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごさば 七川郷 紀伊植物誌１

3560 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごさば 西牟婁郡岩田村（現上富田町） 紀伊植物誌 II

3561 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごさば 辨天の山 紀州採薬紀

3562 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごさんば 西牟婁郡日置・周参見 紀伊植物誌 II

3563 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごしゃば 川上 和歌山縣方言（其二）

3564 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごしゃば 日高郡川上 和歌山県植物方言集

3565 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごしゃば 中山路・竜神 紀伊植物誌１

3566 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ごしゃば 日高郡竜神・山路（現竜神村） 紀伊植物誌 II

3567 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus こもりば 日高町 日高町誌（下巻）

3568 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus こもりば 日高郡稲原・早蘇・船着 和歌山県植物方言集

3569 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus こもりば 日高郡船着村（現中津村） 紀伊植物誌 II

3570 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus さいもり 那賀郡紀ノ川筋一帯 和歌山県植物方言集

3571 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus さいもり 那賀郡岩出町、紀北の町村 紀伊植物誌 II

3572 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus さいもりて 那賀郡紀ノ川筋一帯 和歌山県植物方言集

3573 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus さいもりのき 那賀郡岩出町、紀北の町村 紀伊植物誌 II

3574 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus さいもりば 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

3575 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus さいもりば 那賀郡名手・田中・小倉、海草郡北野上、日高郡八幡

和歌山県植物方言集

3576 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus さいもりば 清水 紀伊植物誌１

3577 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus さいもりば 那賀郡岩出町、紀北の町村 紀伊植物誌 II

3578 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus さいもりば 伊都地方 紀伊植物誌 II

3579 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus さいもりばのき 那賀郡紀ノ川筋一帯 和歌山県植物方言集

3580 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus さいもりばのき 那賀郡岩出町、紀北の町村 紀伊植物誌 II

3581 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus さず 不明 和歌山県植物方言集

3582 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ざる 伊都郡北部地帯 和歌山県植物方言集

3583 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus しょしょがせ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3584 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus たがしわ 日高郡由良 和歌山県植物方言集

3585 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus たがしわ 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

3586 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus たがしわ 日高郡南部町・由良町 紀伊植物誌 II

3587 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus たごのき 小浦 紀州採薬紀
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3588 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus たず 伊都地方 紀伊植物誌 II

3589 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus だず 伊都郡隅田、那賀郡鞆淵 和歌山県植物方言集

3590 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus たずく 伊都地方 紀伊植物誌 II

3591 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus たずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

3592 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus たずわ 高野山麓の河根村方面 紀伊植物誌 II

3593 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus だずわ 河根村、和泉熊取村 紀伊植物誌１

3594 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus たずわのき 高野山麓の河根村方面 紀伊植物誌 II

3595 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus たにぎり 伊都郡花園村 紀伊植物誌 II

3596 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus たにぎり 花園村 紀伊植物誌 II

3597 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus たにぎり 伊都地方 紀伊植物誌 II

3598 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus はず 伊都郡北部地帯 和歌山県植物方言集

3599 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus はず 橋本市付近 紀伊植物誌１

3600 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus はず 橋本・紀伊清水等 紀伊植物誌 II

3601 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus はず 伊都地方 紀伊植物誌 II

3602 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼにがしわ 西牟婁郡串本 和歌山県植物方言集

3603 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんがしら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3604 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ほんがしわ 潮岬・串本・小口・小口川等 紀伊植物誌 II

3605 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんかしわ 小口郷 信愛紀要・第３号

3606 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんがしわ 西牟婁郡周参見・田並・潮岬、東牟婁郡七川・北山 和歌山県植物方言集

3607 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんがしわ 小口郷 紀伊植物誌１

3608 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんがしわ 七川郷 紀伊植物誌１

3609 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんぎ 西牟婁郡和深 和歌山県植物方言集

3610 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんぎ 和深、瀞の辺 紀伊植物誌 II

3611 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんしば 土津川 紀伊植物誌１

3612 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんしば 奈良県吉野郡十津川村田戸・平谷 紀伊植物誌１

3613 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんのき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

3614 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんのき 竜神 紀伊植物誌１

3615 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんのき 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

3616 アカメガシワ アカメガシワ Mallotus ぼんば 七川郷 紀伊植物誌１

3617 コバンノキ コミカンソウ Phyllanthus ななかわもどり 七川方面 紀伊植物誌１

3618 コバンノキ コミカンソウ Phyllanthus ななかわもどり 七川郷 紀伊植物誌１

3619 コミカンソウ コミカンソウ Phyllanthus かきぐさ 小口郷 信愛紀要・第３号

3620 コミカンソウ コミカンソウ Phyllanthus かきぐさ 小口郷 紀伊植物誌１

3621 コミカンソウ コミカンソウ Phyllanthus さんしょうぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

3622 コミカンソウ コミカンソウ Phyllanthus さんしょーぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

3623 コミカンソウ コミカンソウ Phyllanthus ねぶりぐさ 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

3624 コミカンソウ コミカンソウ Phyllanthus ねむりぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

3625 コミカンソウ コミカンソウ Phyllanthus はたけりんご 七川郷 紀伊植物誌１

3626 コミカンソウ コミカンソウ Phyllanthus まめちゃ 有田郡南広 和歌山県植物方言集

3627 ヒマ トウゴマ Ricinus ひま 日高町 日高町誌（下巻）

3628 ヒマ トウゴマ Ricinus ひま 全県下 和歌山県植物方言集

3629 シラキ シラキ Sapium うしすくべ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3630 シラキ シラキ Sapium おおばのとねりこ 長原村 紀州採薬紀

3631 シラキ シラキ Sapium かうしらき 石倉村 紀州採薬紀

3632 シラキ シラキ Sapium しらき 花園 紀伊植物誌１

3633 シラキ シラキ Sapium しらき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3634 シラキ シラキ Sapium じんだ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3635 シラキ シラキ Sapium ひくらがし 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

3636 ヒトツバハギ ヒトツバハギ Securinega いぬはぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

ハマビシ科
3637 ハマビシ ハマビシ Tribulus ひし 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

フウロソウ科
3638 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium いしゃいらず 那賀郡安楽川 和歌山県植物方言集

3639 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium いしゃだおし 那賀郡安楽川 和歌山県植物方言集
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3640 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium いしゃだおし 伊都地方 紀伊植物誌 II

3641 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめずりけん 下田原 田原の方言・第一輯

3642 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめずりけん（ずる）古座地域 古座地域のはなしことば集

3643 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめずる 七川郷 紀伊植物誌１

3644 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめずる 伊都地方 紀伊植物誌 II

3645 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめずるぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

3646 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめずるそう 七川郷 紀伊植物誌１

3647 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめずるそう 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

3648 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめづる 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

3649 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめづる 太地 熊野太地の伝承

3650 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめづる 日高郡切目・稲原・和田・高城・三尾・真妻・下山路、伊都郡笠田・

四郷・九度山、西牟婁郡佐本・串本・近野・岩田・仁川・栗栖川・

潮岬、田辺市、東牟婁郡那智・三尾川・七川・太田・古座・高池・

太地・三津ノ・九重・本宮、新宮市 和歌山県植物方言集

3651 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめづる 花園村 紀伊植物誌 II

3652 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめづるぐさ 日高郡龍神・寒川・山路、西牟婁郡近野・鮎川、東牟婁郡請川・色川

和歌山県植物方言集

3653 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめづるさう 田辺 和歌山縣方言（其二）

3654 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium うめづるそー 伊都郡岸上、日高郡山路、西牟婁郡三栖・生馬・栗栖川、田辺市、

東牟婁郡色川・高田・小川 和歌山県植物方言集

3655 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium げんのしょうこ 七川郷 紀伊植物誌１

3656 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium げんのしょうこ 花園村 紀伊植物誌 II

3657 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium げんのしょうこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3658 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium じびおそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3659 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium じびゃくぐさ 海草郡、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

3660 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium じびやくぐさ 海草・西牟婁 和歌山縣方言

3661 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium じびようぐさ 西牟婁 和歌山縣方言

3662 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium じびょーぐさ 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

3663 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium じびょーそー 伊都郡九度山・高野、海草郡南野上 和歌山県植物方言集

3664 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium じべたれぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3665 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium せんぶり 添の川 紀伊植物誌１

3666 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium ちょうぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

3667 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium ちょーぐさ 不明 和歌山県植物方言集

3668 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium ひめずる 東牟婁郡田原方面 紀伊植物誌１

3669 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium ひめずる 伊都・東牟婁 和歌山縣方言

3670 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium ひめづる 那智、天満 那智地区方言集

3671 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium みこしぐさ 日高町 日高町誌（下巻）

3672 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium みこしぐさ 印南町 印南町史（資料編）

3673 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium みこしぐさ 和歌山市、伊都郡紀見・隅田・信太、那賀郡中貴志・名手、海草郡野上・

小川・長谷毛原・下神野・下津・塩津・巽・岡崎、有田郡広・保田・湯浅・

石垣・城山・八幡・箕島・五村・鳥屋城・宮原・藤並、日高郡御坊・

比井崎・和田・船着・真妻・早蘇・上山路・志賀・矢田・寒川・川上・

湯川・藤田、西牟婁郡田並・有田 和歌山県植物方言集

3674 ゲンノショウコ フウロソウ Geranium みこしぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3675 フウロソウ フウロソウ Geranium うめずる 高野山 紀伊植物誌１

3676 フウロソウ フウロソウ Geranium うめづる 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

3677 フウロソウ フウロソウ Geranium うめづるそう 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

3678 フウロソウ フウロソウ Geranium かきねもぐり 鳥井峠 紀州採薬紀

3679 フウロソウ フウロソウ Geranium みこしぐさ 清水 紀伊植物誌１

3680 フウロソウ フウロソウ Geranium みこしぐさ 那賀・西牟婁 和歌山縣方言

3681 フウロソウ フウロソウ Geranium みこしぐさ 紀北、紀南 紀州の方言

3682 ゼラニウム テンジクアオイ Pelargonium あおい 日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3683 ゼラニウム テンジクアオイ Pelargonium あおい 伊都地方 紀伊植物誌 II

カタバミ科
3684 カタバミ カタバミ Oxalis かたばみ 七川郷 紀伊植物誌１
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3685 カタバミ カタバミ Oxalis かたばみ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

3686 カタバミ カタバミ Oxalis がんつぶし 花園村 紀伊植物誌 II

3687 カタバミ カタバミ Oxalis がんつぶし 伊都地方 紀伊植物誌 II

3688 カタバミ カタバミ Oxalis きゅーり 和歌山市 和歌山県植物方言集

3689 カタバミ カタバミ Oxalis きゅーりぐさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

3690 カタバミ カタバミ Oxalis しおぐさ 東牟婁郡小口 和歌山県植物方言集

3691 カタバミ カタバミ Oxalis しょうぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

3692 カタバミ カタバミ Oxalis すいぎ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

3693 カタバミ カタバミ Oxalis すいぎぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

3694 カタバミ カタバミ Oxalis すいくさ 西牟婁郡三舞 和歌山県植物方言集

3695 カタバミ カタバミ Oxalis すいすい 和歌山市、那賀郡岩出、海草郡下津・岡崎、有田郡宮原・御霊、日高郡塩屋

和歌山県植物方言集

3696 カタバミ カタバミ Oxalis すいすい 花園村 紀伊植物誌 II

3697 カタバミ カタバミ Oxalis すいすい 伊都地方 紀伊植物誌 II

3698 カタバミ カタバミ Oxalis すいすいぐさ 有田郡城山、東牟婁郡、新宮市 和歌山県植物方言集

3699 カタバミ カタバミ Oxalis すいすいぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3700 カタバミ カタバミ Oxalis すいすいぐさ 紀南 紀州の方言

3701 カタバミ カタバミ Oxalis すいすいば 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

3702 カタバミ カタバミ Oxalis すいば 和歌山市、伊都郡笠田、海草郡北野上、日高郡龍神、西牟婁郡生馬

和歌山県植物方言集

3703 カタバミ カタバミ Oxalis すいば 伊都地方 紀伊植物誌 II

3704 カタバミ カタバミ Oxalis すいもぐさ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

3705 カタバミ カタバミ Oxalis すいものぐさ 田辺 和歌山縣方言（其二）

3706 カタバミ カタバミ Oxalis すいものぐさ 日高郡寒川、西牟婁郡、田辺市、東牟婁郡、新宮市 和歌山県植物方言集

3707 カタバミ カタバミ Oxalis すいもん 日高郡比井崎・高城・真妻・松原・矢田、西牟婁郡三栖

和歌山県植物方言集

3708 カタバミ カタバミ Oxalis すいもんぐさ 日高郡御坊・上山路 和歌山県植物方言集

3709 カタバミ カタバミ Oxalis すずめのしそ 西牟婁郡田並 和歌山県植物方言集

3710 カタバミ カタバミ Oxalis すもも 下田原 紀州採薬紀

3711 カタバミ カタバミ Oxalis すももぐさ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

3712 カタバミ カタバミ Oxalis ぜにくさ 西牟婁郡潮岬 和歌山県植物方言集

3713 カタバミ カタバミ Oxalis ぜにご 西牟婁郡串本 和歌山県植物方言集

3714 カタバミ カタバミ Oxalis たてばこ 海草郡長谷毛原 和歌山県植物方言集

3715 カタバミ カタバミ Oxalis ちいとめぐさ 和歌山市 和歌山県植物方言集

3716 カタバミ カタバミ Oxalis ぴんぴんぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

3717 カタバミ カタバミ Oxalis ぴんぴんぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3718 カタバミ カタバミ Oxalis ぶどー 和歌山市 和歌山県植物方言集

3719 カタバミ カタバミ Oxalis みつば 七川郷 紀伊植物誌１

3720 カタバミ カタバミ Oxalis みやこばな 日高郡白崎 和歌山県植物方言集

3721 ハナカタバミ カタバミ Oxalis ほんだぐさ 元ノ脇、和田付近 日高町誌（下巻）

3722 ムラサキカタバミ カタバミ Oxalis あめりかれんげ 印南町 印南町史（資料編）

3723 ムラサキカタバミ カタバミ Oxalis いそれんげ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

3724 ムラサキカタバミ カタバミ Oxalis かたばみ 有田郡糸我 和歌山県植物方言集

3725 ムラサキカタバミ カタバミ Oxalis かなたぐさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

3726 ムラサキカタバミ カタバミ Oxalis かめちょ 有田郡糸我 和歌山県植物方言集

3727 ムラサキカタバミ カタバミ Oxalis しなれんげ 有田郡湯浅・御霊 和歌山県植物方言集

3728 ムラサキカタバミ カタバミ Oxalis しまくら草 印南町 印南町史（資料編）

3729 ムラサキカタバミ カタバミ Oxalis すいばな 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

3730 ムラサキカタバミ カタバミ Oxalis ほんだぐさ 元ノ脇、和田付近 日高町誌（下巻）

3731 ムラサキカタバミ カタバミ Oxalis らっぱぐさ 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

3732 ムラサキカタバミ カタバミ Oxalis わるぐさ 有田郡糸我 和歌山県植物方言集

マメ科
3733 クサネム クサネム Aeschynomene おばこーぼーぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

3734 クサネム クサネム Aeschynomene ねぶりぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3735 ネムノキ ネムノキ Albizia こーか 和歌山県 和歌山県植物方言集
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3736 ネムノキ ネムノキ Albizia せっけん 敷屋 紀伊植物誌１

3737 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶ 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

3738 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶ 紀南 紀州の方言

3739 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶ 日高郡御坊、田辺市 和歌山県植物方言集

3740 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶ 花園村 紀伊植物誌 II

3741 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3742 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶ 西牟婁 和歌山縣方言

3743 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶた 花園村 紀伊植物誌 II

3744 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶた 伊都地方 紀伊植物誌 II

3745 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶたのき 花園村 紀伊植物誌 II

3746 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶたのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3747 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶのき 日高町 日高町誌（下巻）

3748 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶのき 日高郡御坊、田辺市、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3749 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶり 小口郷、紀北 信愛紀要・第３号

3750 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶり 西牟婁郡近野、新宮市 和歌山県植物方言集

3751 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶり 小口郷 紀伊植物誌１

3752 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶり 伊都地方 紀伊植物誌 II

3753 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶり 東牟婁 和歌山縣方言

3754 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶりのき 小口郷、紀北 信愛紀要・第３号

3755 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶりのき 小口郷 紀伊植物誌１

3756 ネムノキ ネムノキ Albizia ねぶりのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3757 ネムノキ ネムノキ Albizia ねむ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

3758 ネムノキ ネムノキ Albizia ねむ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

3759 ネムノキ ネムノキ Albizia ねむのき 花園 紀伊植物誌１

3760 ネムノキ ネムノキ Albizia ねむのき 七川郷 紀伊植物誌１

3761 ネムノキ ネムノキ Albizia ねむのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3762 ネムノキ ネムノキ Albizia ねむり 七川郷 紀伊植物誌１

3763 ネムノキ ネムノキ Albizia ねむりぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

3764 ネムノキ ネムノキ Albizia ねむりのき 西牟婁郡串本、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3765 ネムノキ ネムノキ Albizia ねむりのき 敷屋 紀伊植物誌１

3766 ネムノキ ネムノキ Albizia ねむりのき 七川郷 紀伊植物誌１

3767 ネムノキ ネムノキ Albizia ねむりのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3768 ネムノキ ネムノキ Albizia ねんねねぶのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3769 ネムノキ ネムノキ Albizia ねんぶりそう 七川郷 紀伊植物誌１

3770 ネムノキ ネムノキ Albizia ねんぶりどう 七川郷 紀伊植物誌１

3771 ネムノキ ネムノキ Albizia びらびら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3772 ネムノキ ネムノキ Albizia よろいぎ 新宮市 和歌山県植物方言集

3773 ネムノキ ネムノキ Albizia よろいぎ 東牟婁 和歌山縣方言

3774 ヤブマメ ヤブマメ Amphicarpaea ぎんまめ 西牟婁 和歌山縣方言

3775 ホドイモ ホドイモ Apios ふど 小口郷 紀伊植物誌１

3776 ホドイモ ホドイモ Apios ふど 龍神・花園・高野山 紀伊植物誌１

3777 ホドイモ ホドイモ Apios ふど 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3778 ホドイモ ホドイモ Apios ふど 伊都地方 紀伊植物誌 II

3779 ホドイモ ホドイモ Apios ふど 牟婁 和歌山縣方言（其二）

3780 ホドイモ ホドイモ Apios ふど 小口郷、日高郡の山村 信愛紀要・第３号

3781 ホドイモ ホドイモ Apios ふどいも 龍神・花園・高野山 紀伊植物誌１

3782 ホドイモ ホドイモ Apios ふどいも 七川郷 紀伊植物誌１

3783 ホドイモ ホドイモ Apios ふどいも 花園村 紀伊植物誌 II

3784 ホドイモ ホドイモ Apios ふどいも 伊都地方 紀伊植物誌 II

3785 ラッカセイ ラッカセイ Arachis からまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3786 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

3787 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 口熊野 口熊野の方言

3788 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 紀北 紀州の方言

3789 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこ豆 那智、天満 那智地区方言集

3790 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 古座地域 古座地域のはなしことば集

3791 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 下田原 田原の方言・第一輯
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3792 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 太地 熊野太地の伝承

3793 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 花園村 紀伊植物誌 II

3794 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3795 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 橋本 橋本の方言

3796 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 日高町 日高町誌（下巻）

3797 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

3798 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 印南町 印南町史（資料編）

3799 ラッカセイ ラッカセイ Arachis そこまめ 和歌山市、海草郡南野上、日高郡、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3800 ラッカセイ ラッカセイ Arachis ひょうまめ 東牟婁 和歌山縣方言

3801 ラッカセイ ラッカセイ Arachis ひょーまめ 新宮市 和歌山県植物方言集

3802 ゲンゲ ゲンゲ Astragalus げんげ 敷屋 紀伊植物誌１

3803 ゲンゲ ゲンゲ Astragalus てんぎ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

3804 ゲンゲ ゲンゲ Astragalus でんげ 和歌山市 和歌山県植物方言集

3805 ゲンゲ ゲンゲ Astragalus でんげ 和歌山市 和歌山縣方言

3806 ゲンゲ ゲンゲ Astragalus でんげそう 和歌山市・海草 和歌山縣方言

3807 ゲンゲ ゲンゲ Astragalus でんげそー 和歌山市、海草郡 和歌山県植物方言集

3808 ゲンゲ ゲンゲ Astragalus れんぎ 古座地域 古座地域のはなしことば集

3809 ゲンゲ ゲンゲ Astragalus れんぎ 西牟婁 和歌山縣方言

3810 ゲンゲ ゲンゲ Astragalus れんげ 日高町 日高町誌（下巻）

3811 ゲンゲ ゲンゲ Astragalus れんげ 全県下 和歌山県植物方言集

3812 ゲンゲ ゲンゲ Astragalus れんげ 敷屋 紀伊植物誌１

3813 ゲンゲ ゲンゲ Astragalus れんげ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3814 ハカマカズラ ハカマカズラ Bauhinia わんじゅ 和歌山県 和歌山県植物方言集

3815 ハカマカズラ ハカマカズラ Bauhinia わんじゅ 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

3816 ハカマカズラ ハカマカズラ Bauhinia わんじゅ 西牟婁 和歌山縣方言

3817 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるかきいばら 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

3818 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるかきいばら 小口郷 信愛紀要・第３号

3819 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるかきいばら 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3820 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるかきいばら 田辺市、新宮市 和歌山県植物方言集

3821 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるかきいばら 小口郷 紀伊植物誌１

3822 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるかけいばら 西牟婁郡近野・佐本 和歌山県植物方言集

3823 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるかけいばら 竜神・清水・花園、和歌山県各地 紀伊植物誌１

3824 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるかけいばら 敷屋 紀伊植物誌１

3825 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるかけばら 小口郷 信愛紀要・第３号

3826 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるかけばら 小口郷 紀伊植物誌１

3827 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるとりいばら 山路 和歌山縣方言（其二）

3828 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるとりいばら 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

3829 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるとりいばら 田辺市、日高郡山路 和歌山県植物方言集

3830 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるとりいばら 花園村 紀伊植物誌 II

3831 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia さるとりいばら 伊都地方 紀伊植物誌 II

3832 ジャケツイバラ ジャケツイバラ Caesalpinia たらのき 新宮市 和歌山県植物方言集

3833 ナタマメ ナタマメ Canavalia かきまめ 紀北 紀州の方言

3834 ハマナタマメ ナタマメ Canavalia いそまめ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

3835 ハマナタマメ ナタマメ Canavalia いそまめ 日高郡海岸地方 和歌山県植物方言集

3836 エビスグサ カワラケツメイ Cassia いしゃだおし 紀南 紀州の方言

3837 エビスグサ カワラケツメイ Cassia いしゃだおし 新宮市 和歌山県植物方言集

3838 エビスグサ カワラケツメイ Cassia どくなし 新宮市 和歌山県植物方言集

3839 エビスグサ カワラケツメイ Cassia はぶそー 紀北一帯、新宮市 和歌山県植物方言集

3840 エビスグサ カワラケツメイ Cassia はぶちゃ 紀北一帯、海草郡南野上、日高郡御坊、東牟婁郡一帯

和歌山県植物方言集

3841 エビスグサ カワラケツメイ Cassia はぶちゃ 敷屋 紀伊植物誌１

3842 エビスグサ カワラケツメイ Cassia はぶちゃ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3843 カワラケツメイ カワラケツメイ Cassia かわらまめ 有田郡御霊 和歌山県植物方言集

3844 カワラケツメイ カワラケツメイ Cassia こーぼーちゃ 新宮市 和歌山県植物方言集

3845 カワラケツメイ カワラケツメイ Cassia はたけぢゃ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3846 カワラケツメイ カワラケツメイ Cassia まめじゃ 七川郷 紀伊植物誌１
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3847 カワラケツメイ カワラケツメイ Cassia まめじゃ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3848 カワラケツメイ カワラケツメイ Cassia まめちゃ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

3849 カワラケツメイ カワラケツメイ Cassia まめちゃ 西牟婁郡、新宮市 和歌山県植物方言集

3850 カワラケツメイ カワラケツメイ Cassia まめちゃ 西牟婁 和歌山縣方言

3851 ハブソウ カワラケツメイ Cassia いしゃいらず 海草郡南野上、新宮市 和歌山県植物方言集

3852 ハブソウ カワラケツメイ Cassia どくけし 新宮市 和歌山県植物方言集

3853 ハブソウ カワラケツメイ Cassia どくけし 東牟婁 和歌山縣方言

3854 フジキ フジキ Cladrastis やまえんじゅ 和歌山県 和歌山県植物方言集

3855 ユクノキ フジキ Cladrastis くもつき 高野山 紀伊植物誌１

3856 ユクノキ フジキ Cladrastis くもつき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3857 ユクノキ フジキ Cladrastis そののき 高野山 紀伊植物誌１

3858 ユクノキ フジキ Cladrastis そののき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3859 ユクノキ フジキ Cladrastis たんぽこ 龍神 紀伊植物誌１

3860 ヌスビトハギ ヌスビトハギ Desmodium いちび 七川郷 紀伊植物誌１

3861 ヌスビトハギ ヌスビトハギ Desmodium いちぶ 竜神 紀伊植物誌１

3862 ヌスビトハギ ヌスビトハギ Desmodium いちべ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

3863 ヌスビトハギ ヌスビトハギ Desmodium くらら 伊都地方 紀伊植物誌 II

3864 ヌスビトハギ ヌスビトハギ Desmodium さわめぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

3865 ヌスビトハギ ヌスビトハギ Desmodium つかみ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3866 ヌスビトハギ ヌスビトハギ Desmodium つかみぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3867 ヌスビトハギ ヌスビトハギ Desmodium つかみぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

3868 ヌスビトハギ ヌスビトハギ Desmodium のみくさ 七川郷 紀伊植物誌１

3869 ヌスビトハギ類 ヌスビトハギ Desmodium くさのみ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3870 ミソナオシ ヌスビトハギ Desmodium ひっつきまめ 紀北 紀伊植物誌１

3871 ミソナオシ ヌスビトハギ Desmodium ひっつきまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3872 ヤハズソウ ヌスビトハギ Desmodium たびぐさ 有田郡南広 和歌山県植物方言集

3873 ヤハズソウ ヌスビトハギ Desmodium つめきりそー 有田郡湯浅・南広 和歌山県植物方言集

3874 ヤハズソウ ヌスビトハギ Desmodium はさみぐさ 有田郡宮原・田栖川・石垣・鳥屋城 和歌山県植物方言集

3875 ヤハズソウ ヌスビトハギ Desmodium めはぎ 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

3876 ヤハズソウ ヌスビトハギ Desmodium やぐさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

3877 ノアズキ ノアズキ Dunbaria ひめくず 西牟婁 和歌山縣方言

3878 ミヤマトベラ ミヤマトベラ Euchresta くらら 和歌山県 和歌山県植物方言集

3879 ミヤマトベラ ミヤマトベラ Euchresta ぐらら 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

3880 ミヤマトベラ ミヤマトベラ Euchresta みつかし 牟婁 和歌山縣方言（其二）

3881 ミヤマトベラ ミヤマトベラ Euchresta みつがし 和歌山県 和歌山県植物方言集

3882 ミヤマトベラ ミヤマトベラ Euchresta やぶこうじ 七川郷 紀伊植物誌１

3883 ミヤマトベラ ミヤマトベラ Euchresta やまにが 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

3884 ミヤマトベラ ミヤマトベラ Euchresta やまにがき 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

3885 ミヤマトベラ ミヤマトベラ Euchresta やまにがき 和歌山県 和歌山県植物方言集

3886 ミヤマトベラ ミヤマトベラ Euchresta やまにがき 瀧路 紀州採薬紀

3887 ミヤマトベラ ミヤマトベラ Euchresta 山豆根 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

3888 ミヤマトベラ ミヤマトベラ Euchresta やまもっくわ 和歌山県 和歌山県植物方言集

3889 サイカチ サイカチ Gleditsia かわらふじ 和歌山県 和歌山県植物方言集

3890 ダイズ ダイズ Glycine あぜまめ 口熊野 口熊野の方言

3891 ダイズ ダイズ Glycine あぜまめ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

3892 ダイズ ダイズ Glycine あぜまめ 紀北 紀州の方言

3893 ダイズ ダイズ Glycine あぜまめ 日高町 日高町誌（下巻）

3894 ダイズ ダイズ Glycine あぜまめ 全県下 和歌山県植物方言集

3895 ダイズ ダイズ Glycine あぜまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3896 ダイズ ダイズ Glycine あぜまめ 橋本 橋本の方言

3897 ダイズ ダイズ Glycine あでまめ 橋本 橋本の方言

3898 ダイズ ダイズ Glycine えだまめ 海草郡南野上、新宮市 和歌山県植物方言集

3899 ダイズ ダイズ Glycine えだまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3900 ダイズ ダイズ Glycine くろかけまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3901 ダイズ ダイズ Glycine くろまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3902 ダイズ ダイズ Glycine さやまめ 紀北 紀州の方言
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3903 ダイズ ダイズ Glycine さやまめ 和歌山県 和歌山方言集

3904 ダイズ ダイズ Glycine じゃぜまめ 日高郡 和歌山県植物方言集

3905 ダイズ ダイズ Glycine しろまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3906 カンゾウ カンゾウ Glycyrrhiza かんぞ 紀北、紀南 紀州の方言

3907 カンゾウ カンゾウ Glycyrrhiza かんぞ 海草・那賀・伊都・有田・日高・東牟婁 和歌山縣方言

3908 カンゾウ カンゾウ Glycyrrhiza かんぞ（ど） 県下一般 和歌山県植物方言集

3909 コマツナギ コマツナギ Indigofera からすのまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3910 コマツナギ コマツナギ Indigofera ねむりぐさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

3911 コマツナギ コマツナギ Indigofera ねむりこ 有田郡鳥屋城 和歌山県植物方言集

3912 ニワフジ コマツナギ Indigofera ありまふじ 和歌山県 和歌山県植物方言集

3913 ニワフジ コマツナギ Indigofera ありまふじ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

3914 ニワフジ コマツナギ Indigofera いぬふじ 新宮市 和歌山県植物方言集

3915 ニワフジ コマツナギ Indigofera いぬふじ 東牟婁 和歌山縣方言

3916 ニワフジ コマツナギ Indigofera いわふじ 西牟婁 和歌山縣方言

3917 ニワフジ コマツナギ Indigofera ひめはぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

3918 ニワフジ コマツナギ Indigofera ひめはぎ 小口郷 紀伊植物誌１

3919 フジマメ フジマメ Lablab かきまめ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

3920 フジマメ フジマメ Lablab かきまめ 紀北 紀州の方言

3921 フジマメ フジマメ Lablab かきまめ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3922 フジマメ フジマメ Lablab かきまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3923 フジマメ フジマメ Lablab かきまめ 和歌山県 和歌山方言集

3924 フジマメ フジマメ Lablab かきまめ 和歌山市・海草・伊都・有田・東牟婁 和歌山縣方言

3925 フジマメ フジマメ Lablab 養珠寺豆 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

3926 イタチササゲ レンリソウ Lathyrus えぼしぐさ 宮腰 紀州採薬紀

3927 イタチササゲ レンリソウ Lathyrus えぼしな 宮腰 紀州採薬紀

3928 イヌハギ ハギ Lespedeza しらはぎ 和歌山市・伊都・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

3929 キハギ ハギ Lespedeza こばんのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

3930 キハギ ハギ Lespedeza たにはぎ 竜神 紀伊植物誌１

3931 キハギ ハギ Lespedeza ひめはぎ 花園 紀伊植物誌１

3932 キハギ ハギ Lespedeza ひめはぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3933 キハギ、ツクシハギ ハギ Lespedeza はぎ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

3934 ニシキハギ ハギ Lespedeza はぎ 日高町 日高町誌（下巻）

3935 ハギ ハギ Lespedeza はぎ 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

3936 マルバハギ ハギ Lespedeza はぎ 日高町 日高町誌（下巻）

3937 マルバハギ ハギ Lespedeza はぎ 龍神・花園 紀伊植物誌１

3938 マルバハギ ハギ Lespedeza はぎ 敷屋 紀伊植物誌１

3939 メドハギ ハギ Lespedeza のはぎ 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

3940 メドハギ ハギ Lespedeza みずはぎ 新宮市 和歌山県植物方言集

3941 メドハギ ハギ Lespedeza みどはげ 東牟婁 和歌山縣方言

3942 メドハギ ハギ Lespedeza めどはぎ 新宮市 和歌山県植物方言集

3943 メドハギ ハギ Lespedeza めはぎ 和歌山県 紀伊植物誌１

3944 メドハギ ハギ Lespedeza めはぎ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3945 ミヤコグサ ミヤコグサ Lotus おつきさんばな 田辺市 和歌山県植物方言集

3946 ミヤコグサ ミヤコグサ Lotus おめこばな 海草郡南野上、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3947 ミヤコグサ ミヤコグサ Lotus こがねばち 西牟婁 和歌山縣方言

3948 ミヤコグサ ミヤコグサ Lotus たいこばな 有田郡南広 和歌山県植物方言集

3949 ミヤコグサ ミヤコグサ Lotus ひよこぐさ 有田郡宮原・南広・田栖川、田辺市 和歌山県植物方言集

3950 ミヤコグサ ミヤコグサ Lotus みかづきくさ 田辺市 和歌山県植物方言集

3951 イヌエンジュ イヌエンジュ Maackia うしくすべ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

3952 イヌエンジュ イヌエンジュ Maackia うしくすべ 竜神 紀伊植物誌１

3953 イヌエンジュ イヌエンジュ Maackia うしのき 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

3954 イヌエンジュ イヌエンジュ Maackia うしのき 花園 紀伊植物誌１

3955 イヌエンジュ イヌエンジュ Maackia えんじゅ 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

3956 イヌエンジュ イヌエンジュ Maackia えんじゅ 花園 紀伊植物誌１

3957 イヌエンジュ イヌエンジュ Maackia えんじゅ 七川郷 紀伊植物誌１

3958 イヌエンジュ イヌエンジュ Maackia くろえんじゅ 和歌山県 和歌山県植物方言集
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3959 イヌエンジュ イヌエンジュ Maackia こんちん 小口郷 信愛紀要・第３号

3960 イヌエンジュ イヌエンジュ Maackia こんちん 西牟婁郡近野、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

3961 イヌエンジュ イヌエンジュ Maackia こんちん 小口郷 紀伊植物誌１

3962 ハネミイヌエンジュ イヌエンジュ Maackia うしねじり 伊都地方 紀伊植物誌 II

3963 ハネミイヌエンジュ イヌエンジュ Maackia うしのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

3964 ハネミイヌエンジュ イヌエンジュ Maackia えんじゅ 花園村 紀伊植物誌 II

3965 ハネミイヌエンジュ イヌエンジュ Maackia えんじゅ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3966 ウマゴヤシ ウマゴヤシ Medicago うるしけし 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

3967 ナツフジ ナツフジ Millettia おばふじ 旧信太村（高野口町） 紀伊植物誌１

3968 ナツフジ ナツフジ Millettia おばふじ 花園 紀伊植物誌１

3969 ナツフジ ナツフジ Millettia おばふじ 伊都郡旧信太村 紀伊植物誌 II

3970 ナツフジ ナツフジ Millettia おばふじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3971 ナツフジ ナツフジ Millettia さるふじ 新宮市 和歌山県植物方言集

3972 ナツフジ ナツフジ Millettia どようふじ 西牟婁 和歌山縣方言

3973 ナツフジ ナツフジ Millettia どよーふじ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3974 ナツフジ ナツフジ Millettia どよふじ 日高町 日高町誌（下巻）

3975 ナツフジ ナツフジ Millettia まめふじ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

3976 インゲンマメ インゲン Phaseolus いげまめ 紀南 紀州の方言

3977 インゲンマメ インゲン Phaseolus いげまめ 日高 和歌山縣方言

3978 インゲンマメ インゲン Phaseolus かきまめ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3979 インゲンマメ インゲン Phaseolus かぶち 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

3980 インゲンマメ インゲン Phaseolus ささぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3981 インゲンマメ インゲン Phaseolus さんどまめ 日高町 日高町誌（下巻）

3982 インゲンマメ インゲン Phaseolus さんどまめ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

3983 インゲンマメ インゲン Phaseolus とうろくまめ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

3984 インゲンマメ インゲン Phaseolus とうろくまめ 東牟婁 和歌山縣方言

3985 インゲンマメ インゲン Phaseolus とぉろく 紀北、紀南 紀州の方言

3986 インゲンマメ インゲン Phaseolus とーろく 和歌山県 和歌山方言集

3987 インゲンマメ インゲン Phaseolus とーろくまめ 新宮市 和歌山県植物方言集

3988 インゲンマメ インゲン Phaseolus にどなり 伊都地方 紀伊植物誌 II

3989 インゲンマメ インゲン Phaseolus にどなり 東牟婁郡色川、新宮市 和歌山県植物方言集

3990 インゲンマメ インゲン Phaseolus にどまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3991 インゲンマメ インゲン Phaseolus にどまめ 橋本 橋本の方言

3992 インゲンマメ インゲン Phaseolus にどまめ 紀北一般 和歌山県植物方言集

3993 ウズラマメ インゲン Phaseolus にどなり 紀南 紀州の方言

3994 ウズラマメ インゲン Phaseolus にどなり 海草郡南野上、新宮市 和歌山県植物方言集

3995 ウズラマメ インゲン Phaseolus にどなり 東牟婁 和歌山縣方言

3996 エンドウ エンドウ Pisum えんど 伊都地方 紀伊植物誌 II

3997 エンドウ エンドウ Pisum えんどまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

3998 エンドウマメ エンドウ Pisum えんど 紀北、紀南 紀州の方言

3999 エンドウマメ エンドウ Pisum えんど 和歌山市、海草郡南野上、那賀郡、伊都郡、有田郡、日高郡御坊、

東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4000 エンドウマメ エンドウ Pisum えんどまめ 和歌山市、海草郡南野上、那賀郡、伊都郡、有田郡、日高郡御坊、

東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4001 エンドウマメ エンドウ Pisum さやまめ 古座地域 古座地域のはなしことば集

4002 クズ クズ Pueraria かずら 日高町 日高町誌（下巻）

4003 クズ クズ Pueraria かずら 紀北一般、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4004 クズ クズ Pueraria かずら 和歌山県 紀伊植物誌１

4005 クズ クズ Pueraria かずら 七川郷 紀伊植物誌１

4006 クズ クズ Pueraria かずら 和歌山県 紀伊植物誌 II

4007 クズ クズ Pueraria かずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4008 クズ クズ Pueraria くず 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

4009 クズ クズ Pueraria くずかずら 紀南 紀伊植物誌１

4010 クズ クズ Pueraria くずかずら 七川郷 紀伊植物誌１

4011 クズ クズ Pueraria くずかずら 紀南 紀伊植物誌 II

4012 クズ クズ Pueraria くずは 伊都地方 紀伊植物誌 II

コード
番号 標準和名 属名（和） 属名（ラテン） 方　　言 分 布 地 域 文　　　献

－ 78 －



4013 クズ クズ Pueraria くずば 小口郷 信愛紀要・第３号

4014 クズ クズ Pueraria くずば 小口郷 紀伊植物誌１

4015 クズ クズ Pueraria くずば 七川郷 紀伊植物誌１

4016 クズ クズ Pueraria くずはかずら 紀南 紀伊植物誌 II

4017 クズ クズ Pueraria くずばかずら 小口郷 信愛紀要・第３号

4018 クズ クズ Pueraria くずばかずら 紀南 紀伊植物誌１

4019 クズ クズ Pueraria くずばかずら 小口郷 紀伊植物誌１

4020 クズ クズ Pueraria くずばかずら 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4021 クズ クズ Pueraria くずもりかずら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4022 クズ クズ Pueraria くつわかずら 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

4023 クズ クズ Pueraria とうら 有田郡清水町方面 紀伊植物誌１

4024 クズ クズ Pueraria とうら 清水 紀伊植物誌１

4025 クズ クズ Pueraria とうら 清水町方面 紀伊植物誌 II

4026 クズ クズ Pueraria とうらかずら 有田郡清水町方面 紀伊植物誌１

4027 クズ クズ Pueraria とうらかずら 清水 紀伊植物誌１

4028 クズ クズ Pueraria とうらかずら 清水町方面 紀伊植物誌 II

4029 クズ クズ Pueraria とーら 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

4030 クズ クズ Pueraria とーらかずら 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

4031 クズ クズ Pueraria とら 花園村 紀伊植物誌 II

4032 クズ クズ Pueraria とらかずら 伊都・那賀地方 紀伊植物誌１

4033 クズ クズ Pueraria とらかずら 花園 紀伊植物誌１

4034 クズ クズ Pueraria とらかずら 伊都・那賀地帯の山村 紀伊植物誌 II

4035 クズ クズ Pueraria とらかずら 花園村 紀伊植物誌 II

4036 クズ クズ Pueraria とらかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4037 クズ クズ Pueraria とらのかずら 日高・有田・海草諸郡の奥地 紀伊植物誌１

4038 クズ クズ Pueraria とらばかずら 伊都・那賀地方 紀伊植物誌１

4039 クズ クズ Pueraria とらばかずら 伊都・那賀地帯の山村 紀伊植物誌 II

4040 クズ クズ Pueraria とらばかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4041 クズ クズ Pueraria まめかずら 伊都郡九度山 和歌山県植物方言集

4042 クズ クズ Pueraria まめかずら 高野山麓の椎出、那賀郡鞆渕地区 紀伊植物誌１

4043 クズ クズ Pueraria まめかずら 高野山椎出、那賀郡鞆渕地区 紀伊植物誌 II

4044 クズ クズ Pueraria まめかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4045 ハリエンジュ ハリエンジュ Robinia あかしあ 日高町 日高町誌（下巻）

4046 ハリエンジュ ハリエンジュ Robinia あかしあ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4047 ハリエンジュ ハリエンジュ Robinia あかしや 全県下 和歌山県植物方言集

4048 クララ クララ Sophora くさえんじゅ 紀南 紀州の方言

4049 クララ クララ Sophora くさえんじゅ 西牟婁 和歌山縣方言

4050 シロツメクサ シャジクソウ Trifolium くろーば 日高町 日高町誌（下巻）

4051 シロツメクサ シャジクソウ Trifolium くろーばー 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

4052 シロツメクサ シャジクソウ Trifolium くろばー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4053 シロツメクサ シャジクソウ Trifolium しろれんげ 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

4054 シロツメクサ シャジクソウ Trifolium ほたるぐさ 有田郡湯浅・宮原 和歌山県植物方言集

4055 シロツメグサ シャジクソウ Trifolium くろばあ 西牟婁 和歌山縣方言

4056 ムラサキツメクサ シャジクソウ Trifolium くろーば 日高町 日高町誌（下巻）

4057 ムラサキツメクサ シャジクソウ Trifolium くろーばー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4058 オタフクマメ ソラマメ Vicia おふくまめ 紀北 紀州の方言

4059 カラスノエンドウ ソラマメ Vicia からすのまめ 有田郡湯浅・宮原 和歌山県植物方言集

4060 カラスノエンドウ ソラマメ Vicia からすのまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4061 カラスノエンドウ ソラマメ Vicia からすまめ 花園村 紀伊植物誌 II

4062 カラスノエンドウ ソラマメ Vicia からすまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4063 ソラマメ ソラマメ Vicia いずまめ 三尾 日高町誌（下巻）

4064 ソラマメ ソラマメ Vicia いずまめ 日高郡三尾・名田、西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

4065 ソラマメ ソラマメ Vicia いずまめ 大島須江 紀伊植物誌１

4066 ソラマメ ソラマメ Vicia おたふくまめ 日高町 日高町誌（下巻）

4067 ソラマメ ソラマメ Vicia さんがつまめ 太地 熊野太地の伝承

4068 ソラマメ ソラマメ Vicia そらのう 和歌山市 和歌山縣方言
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4069 ソラマメ ソラマメ Vicia とまめ 口熊野 口熊野の方言

4070 ソラマメ ソラマメ Vicia とまめ 紀北、紀南 紀州の方言

4071 ソラマメ ソラマメ Vicia と豆 那智、天満 那智地区方言集

4072 ソラマメ ソラマメ Vicia とまめ 日高町 日高町誌（下巻）

4073 ソラマメ ソラマメ Vicia とまめ 古座地域 古座地域のはなしことば集

4074 ソラマメ ソラマメ Vicia とまめ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

4075 ソラマメ ソラマメ Vicia とまめ 印南町 印南町史（資料編）

4076 ソラマメ ソラマメ Vicia とまめ 全県下 和歌山県植物方言集

4077 ソラマメ ソラマメ Vicia とまめ 和歌山県 和歌山方言集

4078 ソラマメ ソラマメ Vicia とまめ 和歌山市・海草・那賀・有田・日高・東牟婁 和歌山縣方言

4079 ナンテンハギ ソラマメ Vicia あずきぱ 宮腰 紀州採薬紀

4080 ナンテンハギ ソラマメ Vicia ふたばはぎ 和歌山市・海草・那賀・有田・西牟婁 和歌山縣方言

4081 ササゲ ササゲ Vigna かみなりささげ 紀南 紀州の方言

4082 ササゲ ササゲ Vigna ささぎ 紀北 紀州の方言

4083 ササゲ ササゲ Vigna ささぎ 東牟婁郡北山村大沼、紀北 紀伊植物誌１

4084 ササゲ ササゲ Vigna ささぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4085 ササゲ ササゲ Vigna ささぎ 橋本 橋本の方言

4086 ササゲ ササゲ Vigna ささぎ 和歌山県 和歌山方言集

4087 ササゲの一種 ササゲ Vigna ささぎ 日高郡 和歌山県植物方言集

4088 ササゲの一種 ササゲ Vigna ささげ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4089 ササゲの一種 ササゲ Vigna じぶり 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4090 ササゲの一種 ササゲ Vigna しぶろ 日高 和歌山縣方言

4091 ササゲの一種 ササゲ Vigna じぶろ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

4092 ササゲの一種 ササゲ Vigna じぶろ 日高郡 和歌山県植物方言集

4093 ササゲの一種 ササゲ Vigna みず 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4094 ササゲの一種 ササゲ Vigna みずささげ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4095 リョクトウ ササゲ Vigna ぶんどう 太地 熊野太地の伝承

4096 リョクトウ ササゲ Vigna ぶんどうまめ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

4097 リョクトウ ササゲ Vigna ぶんどー 古座地域 古座地域のはなしことば集

4098 フジ フジ Wisteria おにふじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4099 フジ フジ Wisteria ふじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4100 フジ フジ Wisteria ふじ 竜神・花園・清水・高野、全和歌山県的 紀伊植物誌１

4101 フジ フジ Wisteria ふじかずら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4102 フジ フジ Wisteria ふじかずら 花園村 紀伊植物誌 II

4103 フジ フジ Wisteria ふじかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4104 フジ フジ Wisteria ふじかずら 西牟婁 和歌山縣方言

4105 フジ フジ Wisteria やまふじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4106 ヤマフジ フジ Wisteria おにふじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4107 ヤマフジ フジ Wisteria ふじ 竜神・花園・清水・高野山 紀伊植物誌１

4108 豆 － まめこ 紀北、紀南 紀州の方言

4109 豆 － まめこ 海草・日高 和歌山縣方言

バラ科
4110 キンミズヒキ キンミズヒキ Agrimonia いちび 七川郷 紀伊植物誌１

4111 キンミズヒキ キンミズヒキ Agrimonia こまつなぎ 七川郷 紀伊植物誌１

4112 キンミズヒキ キンミズヒキ Agrimonia ちょうぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

4113 キンミズヒキ キンミズヒキ Agrimonia つかみ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4114 キンミズヒキ キンミズヒキ Agrimonia つかみぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4115 キンミズヒキ キンミズヒキ Agrimonia ひっつきぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

4116 ザイフリボク ザイフリボク Amelanchier しで 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

4117 ザイフリボク ザイフリボク Amelanchier しでざくら 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・日高 和歌山縣方言

4118 ザイフリボク ザイフリボク Amelanchier しびとばな 志賀方面 日高町誌（下巻）

4119 ザイフリボク ザイフリボク Amelanchier そうしきばな 志賀方面 日高町誌（下巻）

4120 ザイフリボク ザイフリボク Amelanchier てんぐしば 伊都地方 紀伊植物誌 II

4121 ザイフリボク ザイフリボク Amelanchier まめざくら 福嶋 紀州採薬紀

4122 サンザシ サンザシ Crataegus さんざらし 有田郡宮原・五西月 和歌山県植物方言集

コード
番号 標準和名 属名（和） 属名（ラテン） 方　　言 分 布 地 域 文　　　献

－ 80 －



4123 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea いぬいちご 不明 和歌山県植物方言集

4124 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea いぬいちご 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

4125 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea からすのいちご 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4126 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea ぐちないちご 花園村 紀伊植物誌 II

4127 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea くちなわいちご 紀北、紀南 紀州の方言

4128 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea くちなわいちご 日高町 日高町誌（下巻）

4129 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea くちなわいちご 海草郡南野上、日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

4130 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea くちなわいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4131 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea くちなわいちご 和歌山県 和歌山方言集

4132 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea くぢなわいちご 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

4133 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea ぐちなわいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4134 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea くわないちご 龍神・その他 紀伊植物誌１

4135 ヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea へびいちご 敷屋 紀伊植物誌１

4136 ヤブヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea ぐちないちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4137 ヤブヘビイチゴ ヘビイチゴ Duchesnea ぐちなわいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4138 ビワ ビワ Eriobotrya びや 紀北、紀南 紀州の方言

4139 ビワ ビワ Eriobotrya びや 古座地域 古座地域のはなしことば集

4140 ビワ ビワ Eriobotrya びや 印南町 印南町史（資料編）

4141 ビワ ビワ Eriobotrya びや 海草郡南野上、日高郡海岸地方 和歌山県植物方言集

4142 ビワ ビワ Eriobotrya びや 龍神 紀伊植物誌１

4143 ビワ ビワ Eriobotrya びや 伊都地方 紀伊植物誌 II

4144 ビワ ビワ Eriobotrya びや 橋本 橋本の方言

4145 ビワ ビワ Eriobotrya びや 和歌山市・海草・那賀・有田・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

4146 ビワ ビワ Eriobotrya びわ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4147 イチゴ オランダイチゴ Fragaria いちねご 紀南 紀州の方言

4148 イチゴ オランダイチゴ Fragaria いちりご 紀南 紀州の方言

4149 イチゴ オランダイチゴ Fragaria いちりご 西牟婁 和歌山縣方言

4150 イチゴ オランダイチゴ Fragaria いちりんこ 西牟婁 和歌山縣方言

4151 イチゴ オランダイチゴ Fragaria いちりんご 西牟婁 和歌山縣方言

4152 イチゴ類 オランダイチゴ Fragaria いちりご 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

4153 イチゴ類 オランダイチゴ Fragaria いちりんご 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

4154 オランダイチゴ オランダイチゴ Fragaria いちご 日高郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

4155 オランダイチゴ オランダイチゴ Fragaria くさいちご 新宮市 和歌山県植物方言集

4156 オランダイチゴ オランダイチゴ Fragaria せいよーいちご 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

4157 ダイコンソウ ダイコンソウ Geum だいこんそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

4158 ダイコンソウ ダイコンソウ Geum どくすいばな 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

4159 ヤマブキ ヤマブキ Kerria すっぽん 日高町 日高町誌（下巻）

4160 ヤマブキ ヤマブキ Kerria すっぽん 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4161 ヤマブキ ヤマブキ Kerria すっぽん 伊都地方 紀伊植物誌 II

4162 ヤマブキ ヤマブキ Kerria とーしんそー 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

4163 ヤマブキ ヤマブキ Kerria やまぶき 七川郷 紀伊植物誌１

4164 ヤマブキ ヤマブキ Kerria やまぶき 花園村 紀伊植物誌 II

4165 ヤマブキ ヤマブキ Kerria やまぶき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4166 オオズミ リンゴ Malus やまあり 和歌山県 和歌山県植物方言集

4167 カナメモチ カナメモチ Photinia あかめ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

4168 カナメモチ カナメモチ Photinia あかめ 海草郡南野上、東牟婁郡、新宮市 和歌山県植物方言集

4169 カナメモチ カナメモチ Photinia いもぎ 小浦 紀州採薬紀

4170 カナメモチ カナメモチ Photinia かたこしき 七川郷 紀伊植物誌１

4171 カナメモチ カナメモチ Photinia かなめ 新宮市 和歌山県植物方言集

4172 カナメモチ カナメモチ Photinia かなめのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4173 カナメモチ カナメモチ Photinia そば 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4174 カナメモチ カナメモチ Photinia そばがし 和歌山県 和歌山県植物方言集

4175 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 紀伊 和歌山縣方言（其二）

4176 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 紀北 紀州の方言

4177 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 小口郷 信愛紀要・第３号

4178 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）
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4179 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 海草郡南野上、日高郡、田辺市、西牟婁郡近野、東牟婁郡色川・

北山・四村、新宮市 和歌山県植物方言集

4180 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 小口郷 紀伊植物誌１

4181 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 竜神 紀伊植物誌１

4182 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 鮎川 紀伊植物誌１

4183 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 七川郷 紀伊植物誌１

4184 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4185 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

4186 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

4187 カナメモチ カナメモチ Photinia そばのき 和歌山県 和歌山方言集

4188 カナメモチ カナメモチ Photinia ひつんぜう 市江阿瀧～周参見 紀州採薬紀

4189 ミツモトソウ キジムシロ Potentilla みなもとそう 伊都 和歌山縣方言

4190 カマツカ カマツカ Pourthiaea あんこざくら 和歌山市加太方面 紀伊植物誌１

4191 カマツカ カマツカ Pourthiaea うしたたき 日高郡竜神村方面 紀伊植物誌１

4192 カマツカ カマツカ Pourthiaea うしたたき 花園村 紀伊植物誌１

4193 カマツカ カマツカ Pourthiaea うしたたき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4194 カマツカ カマツカ Pourthiaea うしたたき 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

4195 カマツカ カマツカ Pourthiaea うでがえし 日高郡竜神村方面 紀伊植物誌１

4196 カマツカ カマツカ Pourthiaea うでがえし 紀北の山間部 紀伊植物誌１

4197 カマツカ カマツカ Pourthiaea うでがえし 伊都地方 紀伊植物誌 II

4198 カマツカ カマツカ Pourthiaea うでがえし 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

4199 カマツカ カマツカ Pourthiaea うまぐみ 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

4200 カマツカ カマツカ Pourthiaea うまぐみ 有田郡津木・宮原 和歌山県植物方言集

4201 カマツカ カマツカ Pourthiaea おこしごめ 日高町 日高町誌（下巻）

4202 カマツカ カマツカ Pourthiaea おじころし 竜神 紀伊植物誌１

4203 カマツカ カマツカ Pourthiaea おじころし 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

4204 カマツカ カマツカ Pourthiaea おつぎ 紀ノ川筋 紀伊植物誌１

4205 カマツカ カマツカ Pourthiaea おつぎ 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

4206 カマツカ カマツカ Pourthiaea おつぎ 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

4207 カマツカ カマツカ Pourthiaea かたこしき 鮎川 紀伊植物誌１

4208 カマツカ カマツカ Pourthiaea かたごしき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

4209 カマツカ カマツカ Pourthiaea かまつぶし 小口郷 信愛紀要・第３号

4210 カマツカ カマツカ Pourthiaea かまつぶし 日高郡竜神村方面 紀伊植物誌１

4211 カマツカ カマツカ Pourthiaea かまつぶし 和歌山県 紀伊植物誌１

4212 カマツカ カマツカ Pourthiaea かまつぶし 小口郷 紀伊植物誌１

4213 カマツカ カマツカ Pourthiaea かまつぶし 竜神 紀伊植物誌１

4214 カマツカ カマツカ Pourthiaea かまつぶし 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

4215 カマツカ カマツカ Pourthiaea かまねじ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

4216 カマツカ カマツカ Pourthiaea かまねぶり 日高郡竜神村方面 紀伊植物誌１

4217 カマツカ カマツカ Pourthiaea かまねぶり 和歌山県 紀伊植物誌１

4218 カマツカ カマツカ Pourthiaea かまねぶり 竜神 紀伊植物誌１

4219 カマツカ カマツカ Pourthiaea かまねぶり 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

4220 カマツカ カマツカ Pourthiaea こしき 日高町 日高町誌（下巻）

4221 カマツカ カマツカ Pourthiaea こしき 紀南 紀伊植物誌１

4222 カマツカ カマツカ Pourthiaea こしき 日高・西牟婁方面 紀伊植物誌１

4223 カマツカ カマツカ Pourthiaea こしき 鮎川 紀伊植物誌１

4224 カマツカ カマツカ Pourthiaea こしき 日高郡山路、西牟婁郡和深 和歌山県植物方言集

4225 カマツカ カマツカ Pourthiaea こしき 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

4226 カマツカ カマツカ Pourthiaea こしき 西牟婁郡岩田 和歌山県植物方言集

4227 カマツカ カマツカ Pourthiaea こしき 岩田 和歌山縣方言（其二）

4228 カマツカ カマツカ Pourthiaea こしき 西牟婁 和歌山縣方言

4229 カマツカ カマツカ Pourthiaea ごしき 印南町 印南町史（資料編）

4230 カマツカ カマツカ Pourthiaea こしこ 紀南 紀伊植物誌１

4231 カマツカ カマツカ Pourthiaea こしこ 山村 紀伊植物誌１

4232 カマツカ カマツカ Pourthiaea こしこ 日高郡平野地帯 和歌山県植物方言集

4233 カマツカ カマツカ Pourthiaea こめばな 紀北 紀伊植物誌１
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4234 カマツカ カマツカ Pourthiaea こめばな 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

4235 カマツカ カマツカ Pourthiaea こめばな 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

4236 カマツカ カマツカ Pourthiaea てりはうしころし 西牟婁 和歌山縣方言

4237 カマツカ カマツカ Pourthiaea てんぐしば 日高郡竜神村方面 紀伊植物誌１

4238 カマツカ カマツカ Pourthiaea てんぐしば 山村 紀伊植物誌１

4239 カマツカ カマツカ Pourthiaea てんぐしば 伊都地方 紀伊植物誌 II

4240 カマツカ カマツカ Pourthiaea てんぐしば 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

4241 カマツカ カマツカ Pourthiaea とりのみ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4242 カマツカ カマツカ Pourthiaea ねじき 花園村 紀伊植物誌１

4243 カマツカ カマツカ Pourthiaea やまじゃくろ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4244 カマツカ類 カマツカ Pourthiaea かまつぶし 七川郷 紀伊植物誌１

4245 イヌザクラ サクラ Prunus いぬざくら 七川郷 紀伊植物誌１

4246 イヌザクラ サクラ Prunus せいきゅう 和歌山県 和歌山県植物方言集

4247 イヌザクラ サクラ Prunus せいきゅーざくら 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

4248 イヌザクラ サクラ Prunus せいきょうざくら 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

4249 イヌザクラ サクラ Prunus せいきょうざくら 竜神 紀伊植物誌１

4250 イヌザクラ サクラ Prunus せいきょうざくら 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

4251 イヌザクラ サクラ Prunus せいきょうざくら 山村 紀伊植物誌 II

4252 イヌザクラ サクラ Prunus せいきょうざくら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4253 ウメ サクラ Prunus うめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4254 ウメ サクラ Prunus んめ 紀北、紀南 紀州の方言

4255 ウメ サクラ Prunus んめ 紀北一帯 和歌山県植物方言集

4256 ウメ サクラ Prunus んめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4257 ウメの実 サクラ Prunus はじまり 那智、天満 那智地区方言集

4258 ウワミズザクラ サクラ Prunus さくら 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4259 ウワミズザクラ サクラ Prunus せいきゅうざくら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4260 ウワミズザクラ サクラ Prunus せいきょうざくら 山村 紀伊植物誌 II

4261 ウワミズザクラ サクラ Prunus みずざくら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4262 ウワミズザクラ サクラ Prunus みずざくら 高野山 紀伊植物誌 III（小川由一）

4263 コウメ サクラ Prunus こんめ 日高町 日高町誌（下巻）

4264 サクラ サクラ Prunus けや 山路 和歌山縣方言（其二）

4265 サクラ サクラ Prunus しゃくら 紀北 紀州の方言

4266 サトザクラ サクラ Prunus ぼたんさくら 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4267 ニワウメ サクラ Prunus いくり 伊都地方 紀伊植物誌 II

4268 ニワウメ サクラ Prunus こうめ 海草郡南野上、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4269 ニワウメ サクラ Prunus こんめ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

4270 ニワウメ サクラ Prunus こんめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4271 バクチノキ サクラ Prunus おんのき 那智 和歌山県植物方言集

4272 バクチノキ サクラ Prunus けいま 和歌山県 和歌山県植物方言集

4273 バクチノキ サクラ Prunus ずいぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

4274 バクチノキ サクラ Prunus はだかのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

4275 バクチノキ サクラ Prunus びらんじ 海草・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

4276 モモ サクラ Prunus けもも 紀北 紀州の方言

4277 モモ サクラ Prunus もんも 日高郡 和歌山県植物方言集

4278 モモ サクラ Prunus もんも 日高 和歌山縣方言

4279 モモの一種 サクラ Prunus にくもも 和歌山県 和歌山方言集

4280 ヤマザクラ サクラ Prunus さくら 日高町 日高町誌（下巻）

4281 ヤマザクラ サクラ Prunus さくら 全県下 和歌山県植物方言集

4282 ヤマザクラ サクラ Prunus さくら 和歌山県下各地 紀伊植物誌１

4283 ヤマザクラ サクラ Prunus さくら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4284 ヤマザクラ サクラ Prunus ほんざくら 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

4285 ヤマザクラ サクラ Prunus やまざくら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4286 ユスラウメ バラ Prunus ゆすらんめ 日高町 日高町誌（下巻）

4287 ユスラウメ バラ Prunus ゆすらんめ 日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

4288 ユスラウメ バラ Prunus ゆすらんめ 七川郷 紀伊植物誌１

4289 ユスラウメ バラ Prunus ゆすらんめ 花園村 紀伊植物誌 II
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4290 ユスラウメ バラ Prunus ゆすらんめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4291 ユスラウメ バラ Prunus ゆずらんめ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

4292 リンボク バラ Prunus うしほうか 小口郷 信愛紀要・第３号

4293 リンボク バラ Prunus うしほうか 小口郷 紀伊植物誌１

4294 リンボク バラ Prunus うしほうか 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

4295 リンボク バラ Prunus うしぼうこ 鮎川 紀伊植物誌１

4296 リンボク バラ Prunus うしぼうこ 七川郷 紀伊植物誌１

4297 リンボク バラ Prunus うしぼーか 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

4298 リンボク バラ Prunus うしぼーか 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4299 リンボク バラ Prunus うしぼーく 和歌山県 和歌山県植物方言集

4300 リンボク バラ Prunus うしぼっかう 牟婁の深山 和歌山縣方言（其二）

4301 リンボク バラ Prunus うしぼっこう 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

4302 リンボク バラ Prunus おにのめつき 花園村 紀伊植物誌 II

4303 リンボク バラ Prunus おにのめつきのめす 花園村 紀伊植物誌 II

4304 リンボク バラ Prunus おにのめつきのめす 伊都地方 紀伊植物誌 II

4305 リンボク バラ Prunus かたざくら 和歌山県 和歌山県植物方言集

4306 リンボク バラ Prunus たんがら 七川郷 紀伊植物誌１

4307 リンボク バラ Prunus はずさ 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

4308 リンボク バラ Prunus はんさざくら 和歌山県 和歌山県植物方言集

4309 リンボク バラ Prunus ひらぎがし 西牟婁 和歌山縣方言

4310 リンボク バラ Prunus ほうかのき 小口郷 信愛紀要・第３号

4311 リンボク バラ Prunus ほうかのき 小口郷 紀伊植物誌１

4312 リンボク バラ Prunus ほーかのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

4313 リンボク バラ Prunus ぽかいき 紀伊 和歌山縣方言（其二）

4314 リンボク バラ Prunus ほかのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

4315 リンボク バラ Prunus ほかのき 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

4316 リンボク バラ Prunus ぼかのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

4317 リンボク バラ Prunus ぼっか 和歌山県 和歌山県植物方言集

4318 リンボク バラ Prunus めひらぎ 紀北 紀州の方言

4319 リンボク バラ Prunus めんのめつき 花園村 紀伊植物誌 II

4320 リンボク バラ Prunus めんのめつき 花園村 紀伊植物誌 II

4321 リンボク バラ Prunus めんのめつき 花園村 紀伊植物誌 II

4322 リンボク バラ Prunus めんのめつき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4323 サクラ類 バラ Prunus？ やえざくら 鳥井峠 紀州採薬紀

4324 ナシ ナシ Pyrus あり 上三栖 紀州採薬紀

4325 ヤマナシ ナシ Pyrus ありなし 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

4326 ヤマナシ ナシ Pyrus ありなし 有田郡八幡、西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

4327 ヤマナシ ナシ Pyrus ありのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

4328 ヤマナシ ナシ Pyrus いぬなし 紀南 紀州の方言

4329 ヤマナシ ナシ Pyrus いぬなし 伊都・有田・日高 和歌山縣方言

4330 ヤマナシ ナシ Pyrus うらじろ 和歌山県 和歌山県植物方言集

4331 ヤマナシ ナシ Pyrus たかなし 和歌山県 和歌山県植物方言集

4332 ヤマナシの実？ ナシ Pyrus こんこん梨 那智、天満 那智地区方言集

4333 シャリンバイ シャリンバイ Rhaphiolepis いそじ 田辺、荘辺 和歌山縣方言（其二）

4334 シャリンバイ シャリンバイ Rhaphiolepis いそじ 古座地域 古座地域のはなしことば集

4335 シャリンバイ シャリンバイ Rhaphiolepis いそじ 田原 田原の方言・第二輯

4336 シャリンバイ シャリンバイ Rhaphiolepis いそのき 印南美 紀州採薬紀

4337 シャリンバイ シャリンバイ Rhaphiolepis いそもっこく 日高町 日高町誌（下巻）

4338 シャリンバイ シャリンバイ Rhaphiolepis いそもっこく 日高郡海岸地方 和歌山県植物方言集

4339 シャリンバイ シャリンバイ Rhaphiolepis いそんげ 印南美 紀州採薬紀

4340 シャリンバイ シャリンバイ Rhaphiolepis いそんじ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

4341 シャリンバイ シャリンバイ Rhaphiolepis いとじい 市江阿瀧～周参見 紀州採薬紀

4342 シャリンバイ シャリンバイ Rhaphiolepis はまもっこく 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

4343 マルバシャリンバイ シャリンバイ Rhaphiolepis はまもっこく 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

4344 セイヨウバラ バラ Rosa いばらぼたん 伊都地方 紀伊植物誌 II

4345 テリハノイバラ バラ Rosa いばら 日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集
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4346 テリハノイバラ バラ Rosa いばら 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4347 テリハノイバラ バラ Rosa そこぐされ 小口郷 信愛紀要・第３号

4348 テリハノイバラ バラ Rosa そこぐされ 小口郷 紀伊植物誌１

4349 テリハノイバラ バラ Rosa はいばら 紀北 紀伊植物誌１

4350 テリハノイバラ バラ Rosa はいばら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4351 テリハノイバラ バラ Rosa はいばら 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

4352 テリハノイバラ バラ Rosa やしょび 小口郷 信愛紀要・第３号

4353 テリハノイバラ バラ Rosa やしょび 小口郷 紀伊植物誌１

4354 ノイバラ バラ Rosa あおざるいばら 小口郷 信愛紀要・第３号

4355 ノイバラ バラ Rosa あおざるいばら 小口郷 紀伊植物誌１

4356 ノイバラ バラ Rosa あおざるいばら 熊野川町小口 紀伊植物誌 III（小川由一）

4357 ノイバラ バラ Rosa いばら 日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4358 ノイバラ バラ Rosa いばら 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4359 ノイバラ バラ Rosa いばら 花園村 紀伊植物誌 II

4360 ノイバラ バラ Rosa いばら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4361 ノイバラ バラ Rosa はいばら 紀南 紀州の方言

4362 ノイバラ バラ Rosa はいばら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4363 ノイバラ バラ Rosa はいばら 東牟婁 和歌山縣方言

4364 ノイバラ、テリハノイバラなど バラ Rosa いばら 日高町 日高町誌（下巻）

4365 ノイバラ、テリハノイバラなど バラ Rosa さるとりいばら 日高町 日高町誌（下巻）

4366 バラ バラ Rosa いばらぼたん 日高町 日高町誌（下巻）

4367 バラ バラ Rosa いばらぼたん 印南町 印南町史（資料編）

4368 バラ バラ Rosa いばらぼたん 海草郡南野上、日高郡 和歌山県植物方言集

4369 バラ バラ Rosa いばらぼたん 和歌山県 和歌山方言集

4370 バラ バラ Rosa いばらぼたん 海草・日高 和歌山縣方言

4371 バラ バラ Rosa ぼたん 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

4372 ミヤコイバラ バラ Rosa いばら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4373 ミヤコイバラ バラ Rosa のいばら 七川郷 紀伊植物誌１

4374 ヤブイバラ バラ Rosa いばら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4375 ヤブイバラ バラ Rosa においいばら 西牟婁 和歌山縣方言

4376 ヤブイバラ バラ Rosa にがいばら 七川郷 紀伊植物誌１

4377 ヤブイバラ バラ Rosa はえばら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4378 ウラジロイチゴ キイチゴ Rubus えぼしいちご 花園村 紀伊植物誌 II

4379 エビガライチゴ キイチゴ Rubus えぼしいちご 伊都郡高野山 和歌山県植物方言集

4380 エビガライチゴ キイチゴ Rubus えぼしいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4381 エビガライチゴ キイチゴ Rubus くまいちご 有田郡岩倉 和歌山県植物方言集

4382 エビガライチゴ キイチゴ Rubus ひげいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4383 エビガライチゴ キイチゴ Rubus ふくろいちご 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

4384 カジイチゴ キイチゴ Rubus きいちご 新宮市 和歌山県植物方言集

4385 カジイチゴ キイチゴ Rubus とのさまいちご 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

4386 キイチゴ キイチゴ Rubus あはいちご 鳥井峠 紀州採薬紀

4387 キイチゴ キイチゴ Rubus あわいちご 新宮市高津気 紀伊植物誌１

4388 キイチゴ キイチゴ Rubus いちご 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4389 キイチゴ キイチゴ Rubus いちごいばら 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

4390 キイチゴ キイチゴ Rubus いばらいちご 七川郷 紀伊植物誌１

4391 キイチゴ キイチゴ Rubus きいちご 紀ノ川筋 紀伊植物誌１

4392 キイチゴ キイチゴ Rubus きいちご 紀ノ川筋 信愛紀要・第３号

4393 キイチゴ キイチゴ Rubus きしゅういちご 紀北 紀州の方言

4394 キイチゴ キイチゴ Rubus きしゅういちご 北 和歌山縣方言

4395 キイチゴ キイチゴ Rubus くまいちご 鳥井峠 紀州採薬紀

4396 キイチゴ キイチゴ Rubus さんがりいちご 紀北の山村 紀伊植物誌１

4397 キイチゴ キイチゴ Rubus さんがりいちご 紀北の山村 信愛紀要・第３号

4398 キイチゴ キイチゴ Rubus たうえいちご 小口郷 紀伊植物誌１

4399 キイチゴ キイチゴ Rubus たうえいちご 小口郷 信愛紀要・第３号

4400 キイチゴ キイチゴ Rubus のうしろいちご 七川郷 紀伊植物誌１

4401 キイチゴ キイチゴ Rubus のごしろいちご 七川郷 紀伊植物誌１
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4402 キイチゴ キイチゴ Rubus ほーろくいちご 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

4403 キイチゴ キイチゴ Rubus まいちご 宮腰 紀州採薬紀

4404 キイチゴ キイチゴ Rubus やまいちご 日高町 日高町誌（下巻）

4405 クサイチゴ キイチゴ Rubus あかいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4406 クサイチゴ キイチゴ Rubus いちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4407 クサイチゴ キイチゴ Rubus かなかないちご 花園村 紀伊植物誌 II

4408 クサイチゴ キイチゴ Rubus かなかないちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4409 クサイチゴ キイチゴ Rubus からからいちご 花園村 紀伊植物誌 II

4410 クサイチゴ キイチゴ Rubus からからいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4411 クサイチゴ キイチゴ Rubus つるがしわ 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

4412 クサイチゴ キイチゴ Rubus のいちご 花園村 紀伊植物誌 II

4413 クサイチゴ キイチゴ Rubus のいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4414 クサイチゴ キイチゴ Rubus はいいちご 新宮市 和歌山県植物方言集

4415 クサイチゴ キイチゴ Rubus はいいちご 東牟婁 和歌山縣方言

4416 クサイチゴ キイチゴ Rubus ほうらくいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4417 クサイチゴ キイチゴ Rubus ほうらくいちご 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

4418 クサイチゴ キイチゴ Rubus ほーらくいちご 那賀郡奥安楽川 和歌山県植物方言集

4419 クサイチゴ キイチゴ Rubus やぶいちご 和歌山県 和歌山県植物方言集

4420 クサイチゴ キイチゴ Rubus やぶいちご 紀北、紀南 紀州の方言

4421 クサイチゴ キイチゴ Rubus やぶいちご 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁

和歌山縣方言

4422 クマイチゴ キイチゴ Rubus くまいちご 小口郷 信愛紀要・第３号

4423 クマイチゴ キイチゴ Rubus くまいちご 小口郷 紀伊植物誌１

4424 クマイチゴ キイチゴ Rubus くまいちご 竜神・花園 紀伊植物誌１

4425 クマイチゴ キイチゴ Rubus くまいちご 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

4426 クマイチゴ キイチゴ Rubus くまいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4427 クマイチゴ キイチゴ Rubus くまいばら 和歌山県 和歌山県植物方言集

4428 クマイチゴ キイチゴ Rubus くまいばら 小口郷 信愛紀要・第３号

4429 クマイチゴ キイチゴ Rubus くまいばら 小口郷 紀伊植物誌１

4430 クマイチゴ キイチゴ Rubus ししいちご 花園村 紀伊植物誌 II

4431 クマイチゴ キイチゴ Rubus ししいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4432 クマイチゴ キイチゴ Rubus ちょーちんいちご 和歌山県 和歌山県植物方言集

4433 ナガバキイチゴ キイチゴ Rubus あわいちご 花園村 紀伊植物誌 II

4434 ナガバモミジイチゴ キイチゴ Rubus あわいちご 花園 紀伊植物誌１

4435 ナガバモミジイチゴ キイチゴ Rubus あわいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4436 ナガバモミジイチゴ キイチゴ Rubus きいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4437 ナガバモミジイチゴ キイチゴ Rubus きないちご 高野山 紀伊植物誌１

4438 ナガバモミジイチゴ キイチゴ Rubus さがり 花園村 紀伊植物誌 II

4439 ナガバモミジイチゴ キイチゴ Rubus さがり 伊都地方 紀伊植物誌 II

4440 ナガバモミジイチゴ キイチゴ Rubus さがりいちご 花園村 紀伊植物誌 II

4441 ナガバモミジイチゴ キイチゴ Rubus さがりいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4442 ナガバモミジイチゴ キイチゴ Rubus たいちご 敷屋 紀伊植物誌１

4443 ナガバモミジイチゴ キイチゴ Rubus ちょうちんいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4444 ナガバモミジイチゴ キイチゴ Rubus やまいちご 鮎川 紀伊植物誌１

4445 ナガバモミジイチゴ キイチゴ Rubus やまいちご 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

4446 ナワシロイチゴ キイチゴ Rubus いちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4447 ナワシロイチゴ キイチゴ Rubus きいちご 伊都郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

4448 ナワシロイチゴ キイチゴ Rubus きいちご 伊都・東牟婁 和歌山縣方言

4449 ナワシロイチゴ キイチゴ Rubus さいちご 鳥井峠 紀州採薬紀

4450 ナワシロイチゴ キイチゴ Rubus じいちご 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

4451 ナワシロイチゴ キイチゴ Rubus じいちご 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4452 ナワシロイチゴ キイチゴ Rubus なわしろいちご 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4453 ナワシロイチゴ キイチゴ Rubus のいちご 七川郷 紀伊植物誌１

4454 ナワシロイチゴ キイチゴ Rubus はいばら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4455 ナワシロイチゴ キイチゴ Rubus やまいちご 新宮市 和歌山県植物方言集

4456 ナワシロイチゴ キイチゴ Rubus やまいちご 東牟婁 和歌山縣方言
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4457 ニガイチゴ キイチゴ Rubus あいたいちご 有田郡津木 和歌山県植物方言集

4458 ニガイチゴ キイチゴ Rubus うらじろいちご 和歌山県 和歌山県植物方言集

4459 ニガイチゴ キイチゴ Rubus かないちご 七川郷 紀伊植物誌１

4460 ニガイチゴ キイチゴ Rubus かないちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4461 ニガイチゴ キイチゴ Rubus くまいちご 和歌山県 和歌山県植物方言集

4462 ニガイチゴ キイチゴ Rubus くまいちご 竜神 紀伊植物誌１

4463 ニガイチゴ キイチゴ Rubus くまいちご 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

4464 ニガイチゴ キイチゴ Rubus にがいちご 花園 紀伊植物誌１

4465 ニガイチゴ キイチゴ Rubus にがいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4466 ニガイチゴ キイチゴ Rubus のしろいちご 北山郷 紀伊植物誌１

4467 ニガイチゴ キイチゴ Rubus ゆまいちご 和歌山県 和歌山県植物方言集

4468 フユイチゴ キイチゴ Rubus あかいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4469 フユイチゴ キイチゴ Rubus いちご 海草郡南野上、日高郡山路（上・中）・白崎・船着・高城、有田郡八幡・箕島、

西牟婁郡佐本・川添・串本、東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

4470 フユイチゴ キイチゴ Rubus いちご 敷屋 紀伊植物誌１

4471 フユイチゴ キイチゴ Rubus いちご 七川郷 紀伊植物誌１

4472 フユイチゴ キイチゴ Rubus いちご 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4473 フユイチゴ キイチゴ Rubus いちごいばら 西牟婁郡、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4474 フユイチゴ キイチゴ Rubus いちにご 西牟婁郡串本 和歌山県植物方言集

4475 フユイチゴ キイチゴ Rubus いちねご 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

4476 フユイチゴ キイチゴ Rubus いばらいちご 日高郡内原、西牟婁郡和深・生馬 和歌山県植物方言集

4477 フユイチゴ キイチゴ Rubus えびいちご 日高郡湯川 和歌山県植物方言集

4478 フユイチゴ キイチゴ Rubus おにいちご 有田郡五村 和歌山県植物方言集

4479 フユイチゴ キイチゴ Rubus かいもりば 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

4480 フユイチゴ キイチゴ Rubus かしゃば 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4481 フユイチゴ キイチゴ Rubus かしやば 東牟婁 和歌山縣方言

4482 フユイチゴ キイチゴ Rubus かしわ 有田郡広、日高郡印南、田辺市 和歌山県植物方言集

4483 フユイチゴ キイチゴ Rubus かしわいちご 西牟婁郡来栖川・三舞・日置、東牟婁郡七川・小川 和歌山県植物方言集

4484 フユイチゴ キイチゴ Rubus かしわいちご 七川郷 紀伊植物誌１

4485 フユイチゴ キイチゴ Rubus かなけいちご 花園 紀伊植物誌１

4486 フユイチゴ キイチゴ Rubus かんいちご 和歌山市、日高郡龍神・上山路・川上、西牟婁郡近野、東牟婁郡九重・請川

和歌山県植物方言集

4487 フユイチゴ キイチゴ Rubus かんいちご 七川郷 紀伊植物誌１

4488 フユイチゴ キイチゴ Rubus きいちご 伊都郡紀見・橋本 和歌山県植物方言集

4489 フユイチゴ キイチゴ Rubus ぐちなーいちご 西牟婁郡田並 和歌山県植物方言集

4490 フユイチゴ キイチゴ Rubus くまいちご 鮎川 紀伊植物誌１

4491 フユイチゴ キイチゴ Rubus じはいいちご 日高郡真妻 和歌山県植物方言集

4492 フユイチゴ キイチゴ Rubus しわすいちご 日高郡寒川 和歌山県植物方言集

4493 フユイチゴ キイチゴ Rubus しわすいちご 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

4494 フユイチゴ キイチゴ Rubus つるいちご 龍神 紀伊植物誌１

4495 フユイチゴ キイチゴ Rubus つるいちご 花園村 紀伊植物誌 II

4496 フユイチゴ キイチゴ Rubus つるいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4497 フユイチゴ キイチゴ Rubus つるかしわ 和歌山県 和歌山県植物方言集

4498 フユイチゴ キイチゴ Rubus のいちご 西牟婁郡生馬 和歌山県植物方言集

4499 フユイチゴ キイチゴ Rubus やぶいちご 伊都郡九度山、日高郡切目・龍神、西牟婁郡富里、新宮市

和歌山県植物方言集

4500 フユイチゴ キイチゴ Rubus やぶいちご 花園村 紀伊植物誌 II

4501 フユイチゴ キイチゴ Rubus やぶいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4502 フユイチゴ キイチゴ Rubus やまいちご 伊都郡高野・隅田、海草郡巽、西牟婁郡三栖・鮎川、東牟婁郡太地

和歌山県植物方言集

4503 フユイチゴ キイチゴ Rubus やまいちご 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4504 フユイチゴ キイチゴ Rubus やまいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4505 フユイチゴ キイチゴ Rubus やまどりいちご 龍神 紀伊植物誌１

4506 フユイチゴ キイチゴ Rubus わたいちご 花園村 紀伊植物誌 II

4507 フユイチゴ キイチゴ Rubus わたいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4508 ホウロクイチゴ キイチゴ Rubus かしはいちご 紀南地方 和歌山縣方言（其二）
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4509 ホウロクイチゴ キイチゴ Rubus かしわ 西牟婁郡南部 紀伊植物誌 II

4510 ホウロクイチゴ キイチゴ Rubus かしわ 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

4511 ホウロクイチゴ キイチゴ Rubus かしわいちご 和歌山県 和歌山県植物方言集

4512 ホウロクイチゴ キイチゴ Rubus かしわいちご 東西両牟婁郡沿岸地帯 紀伊植物誌１

4513 ホウロクイチゴ キイチゴ Rubus かしわいちご 西牟婁郡南部・潮岬・和深・大島 紀伊植物誌 II

4514 ホウロクイチゴ キイチゴ Rubus かしわいちご 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

4515 ホウロクイチゴ キイチゴ Rubus ほーらくいちご 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

4516 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus いたちいちご 花園村 紀伊植物誌 II

4517 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus いたちいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4518 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus かなけいちご 花園 紀伊植物誌１

4519 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus かなげいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4520 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus しわすいちご 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

4521 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus つるいちご 龍神 紀伊植物誌１

4522 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus つるいちご 花園村 紀伊植物誌 II

4523 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus つるいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4524 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus まるばふゆいちご 伊都・東牟婁 和歌山縣方言

4525 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus やぶいちご 花園村 紀伊植物誌 II

4526 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus やぶいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4527 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus やまいちご 伊都地方 紀伊植物誌 II

4528 ミヤマフユイチゴ キイチゴ Rubus やまどりいちご 龍神 紀伊植物誌１

4529 モミジイチゴ キイチゴ Rubus あわいちご 伊都郡花園、有田郡八幡 和歌山県植物方言集

4530 モミジイチゴ キイチゴ Rubus いちご 海草郡南野上、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4531 モミジイチゴ キイチゴ Rubus きいちご 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

4532 モミジイチゴ キイチゴ Rubus さがりいちご 不明 和歌山県植物方言集

4533 モミジイチゴ キイチゴ Rubus とのさんいちご 有田郡津木 和歌山県植物方言集

4534 モミジイチゴ キイチゴ Rubus やまいちご 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4535 ワレモコウ ワレモコウ Sanguisorba かるかや 田辺 和歌山縣方言（其二）

4536 ワレモコウ ワレモコウ Sanguisorba てんびさう 日高郡 和歌山縣方言（其二）

4537 ワレモコウ ワレモコウ Sanguisorba 天目さう 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

4538 ワレモコウ ワレモコウ Sanguisorba わんさう 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

4539 アズキナシ ナナカマド Sorbus あずきじんだ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4540 アズキナシ ナナカマド Sorbus あずきじんだ 竜神 紀伊植物誌１

4541 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus ありのき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

4542 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus ありのき 竜神 紀伊植物誌１

4543 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus くえぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

4544 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus しばのき 伊都郡高野山 和歌山県植物方言集

4545 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus しばのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4546 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus しらき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

4547 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus しらき 竜神 紀伊植物誌１

4548 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus まめなし 花園 紀伊植物誌１

4549 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus まめなし 伊都地方 紀伊植物誌 II

4550 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus やまあり 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

4551 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus やまあり 竜神 紀伊植物誌１

4552 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus やまあり 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

4553 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus やまあり 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

4554 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus やまなし 小口郷 信愛紀要・第３号

4555 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus やまなし 有田郡八幡・五西月 和歌山県植物方言集

4556 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus やまなし 小口郷 紀伊植物誌１

4557 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus やまなし 清水 紀伊植物誌１

4558 ウラジロノキ ナナカマド Sorbus やまなし 伊都地方 紀伊植物誌 II

4559 ナナカマド ナナカマド Sorbus おほはぎ 妙法山周辺 紀州採薬紀

4560 ナンキンナナカマド ナナカマド Sorbus ななかまど 花園 紀伊植物誌１

4561 ナンキンナナカマド ナナカマド Sorbus ななかまど 伊都地方 紀伊植物誌 II

4562 ナンキンナナカマド ナナカマド Sorbus ねじき 高野山 紀伊植物誌１

4563 ナンキンナナカマド ナナカマド Sorbus ねじき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4564 ナンキンナナカマド ナナカマド Sorbus やまざんしょう 伊都地方 紀伊植物誌 II
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4565 キイシモツケ シモツケ Spiraea いわこでまり 和歌山市 和歌山県植物方言集

4566 キイシモツケ シモツケ Spiraea いわはぎ 那賀郡龍門・奥安楽川 和歌山県植物方言集

4567 キイシモツケ シモツケ Spiraea いわはぎ 桃山町奥安楽川、粉河町鞆淵辺 紀伊植物誌 III（小川由一）

4568 キイシモツケ シモツケ Spiraea けずら 那賀郡龍門・奥安楽川 和歌山県植物方言集

4569 キイシモツケ シモツケ Spiraea けずら 竜門山周辺 紀伊植物誌 III（小川由一）

4570 キイシモツケ シモツケ Spiraea こめばな 那賀郡龍門・奥安楽川 和歌山県植物方言集

4571 キイシモツケ シモツケ Spiraea こめばな 岩出町、和歌山市小倉辺 紀伊植物誌 III（小川由一）

4572 キイシモツケ シモツケ Spiraea やまこでまり 和歌山市 紀伊植物誌 III（小川由一）

4573 キイシモツケ シモツケ Spiraea やまこでまり 和歌山市 和歌山県植物方言集

4574 キイシモツケ シモツケ Spiraea やまのこめばな 岩出町、和歌山市小倉辺 紀伊植物誌 III（小川由一）

4575 コデマリ シモツケ Spiraea こでんまり 日高町 日高町誌（下巻）

4576 コデマリ シモツケ Spiraea こでんまり 海草郡南野上、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4577 コデマリ シモツケ Spiraea こでんまり 伊都地方 紀伊植物誌 II

4578 コデマリ シモツケ Spiraea こめばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

4579 コデマリ シモツケ Spiraea てんまりばな 新宮 和歌山県植物方言集

4580 ユキヤナギ シモツケ Spiraea こごめばな 紀南 紀州の方言

4581 ユキヤナギ シモツケ Spiraea こごめばな 西牟婁郡、新宮市 和歌山県植物方言集

4582 ユキヤナギ シモツケ Spiraea こごめばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

4583 ユキヤナギ シモツケ Spiraea こごめばな 紀北、紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

4584 ユキヤナギ シモツケ Spiraea こごめばな 東牟婁 和歌山縣方言

4585 ユキヤナギ シモツケ Spiraea こごもばな 日高町 日高町誌（下巻）

4586 ユキヤナギ シモツケ Spiraea こめざくら 日高町 日高町誌（下巻）

4587 ユキヤナギ シモツケ Spiraea こめばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

4588 ユキヤナギ シモツケ Spiraea こめばな 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

4589 ユキヤナギ シモツケ Spiraea ゆきざくら 新宮市 和歌山県植物方言集

4590 ユキヤナギ シモツケ Spiraea ゆきざくら 紀南 紀伊植物誌 III（小川由一）

4591 ユキヤナギ シモツケ Spiraea ゆきすだれ 小口郷 信愛紀要・第３号

4592 ユキヤナギ シモツケ Spiraea ゆきすだれ 小口郷 紀伊植物誌１

4593 ユキヤナギ シモツケ Spiraea ゆきすだれ 熊野川町小口川沿い 紀伊植物誌 III（小川由一）

4594 コゴメウツギ コゴメウツギ Stephanandra こごめのき 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

4595 コゴメウツギ コゴメウツギ Stephanandra こめこめうつぎ 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

トベラ科
4596 トベラ トベラ Pittosporum うしとべら 和歌山県 和歌山県植物方言集

ユキノシタ科
4597 アカショウマ チダケサシ Astilbe とちぐさ 竜神 紀伊植物誌１

4598 クサアジサイ クサアジサイ Cardiandra とちしば 大雲取 紀州採薬紀

4599 ギンバイソウ ギンバイソウ Deinanthe やまたばこ 岩坂邊 紀州採薬紀

4600 ウツギ ウツギ Deutzia あなそ 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

4601 ウツギ ウツギ Deutzia あなそ 清水 紀伊植物誌１

4602 ウツギ ウツギ Deutzia あなそ 花園村 紀伊植物誌 II

4603 ウツギ ウツギ Deutzia あなそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4604 ウツギ ウツギ Deutzia あなっそ 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

4605 ウツギ ウツギ Deutzia あなっそ 紀北の山村、龍神方面 紀伊植物誌１

4606 ウツギ ウツギ Deutzia あなっそ 花園 紀伊植物誌１

4607 ウツギ ウツギ Deutzia あなっそ 花園村 紀伊植物誌 II

4608 ウツギ ウツギ Deutzia あなつそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4609 ウツギ ウツギ Deutzia あなっぽ 伊都郡河根、有田郡湯浅・津木 和歌山県植物方言集

4610 ウツギ ウツギ Deutzia あなっぽ 紀北の山村、龍神方面 紀伊植物誌１

4611 ウツギ ウツギ Deutzia あなっぽ 花園村 紀伊植物誌 II

4612 ウツギ ウツギ Deutzia あなっぽ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4613 ウツギ ウツギ Deutzia いぬううぎ 東牟婁 和歌山縣方言

4614 ウツギ ウツギ Deutzia いぬうつぎ 紀南 紀州の方言

4615 ウツギ ウツギ Deutzia いぬうつぎ 新宮市 和歌山県植物方言集

4616 ウツギ ウツギ Deutzia うつぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

コード
番号 標準和名 属名（和） 属名（ラテン） 方　　言 分 布 地 域 文　　　献

－ 89 －



4617 ウツギ ウツギ Deutzia うつぎ 新宮市、紀南各地、東牟婁郡小口 紀伊植物誌１

4618 ウツギ ウツギ Deutzia うつぎ 小口郷 紀伊植物誌１

4619 ウツギ ウツギ Deutzia うつぎ 清水 紀伊植物誌１

4620 ウツギ ウツギ Deutzia うつぎ 七川郷 紀伊植物誌１

4621 ウツギ ウツギ Deutzia うのき 七川郷 紀伊植物誌１

4622 ウツギ ウツギ Deutzia うのはな 海草郡南野上、西牟婁郡、東牟婁郡、新宮市 和歌山県植物方言集

4623 ウツギ ウツギ Deutzia うのはな 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

4624 ウツギ ウツギ Deutzia おつぎ 那賀郡、伊都郡紀ノ川筋 和歌山県植物方言集

4625 ウツギ ウツギ Deutzia おつぎ 紀北一帯 紀伊植物誌１

4626 ウツギ ウツギ Deutzia おつぎ 紀北 紀伊植物誌 II

4627 ウツギ ウツギ Deutzia おつぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4628 ウツギ ウツギ Deutzia おつげ 紀北 紀伊植物誌 II

4629 ウツギ ウツギ Deutzia こうぼれ 七川郷 紀伊植物誌１

4630 ウツギ ウツギ Deutzia こめばな 紀北一帯 紀伊植物誌１

4631 ウツギ ウツギ Deutzia こめばな かつらぎ町四郷 紀伊植物誌 II

4632 ウツギ ウツギ Deutzia たにうつぎ 七川郷 紀伊植物誌１

4633 ウツギ ウツギ Deutzia たにうつぎ 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

4634 ウツギ ウツギ Deutzia たにうつぎ 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

4635 ウツギ ウツギ Deutzia ねこのまくら 橋本 橋本の方言

4636 ウツギ ウツギ Deutzia ねこやなぎ 橋本 橋本の方言

4637 ウツギ ウツギ Deutzia ふえ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

4638 ウツギ ウツギ Deutzia ほんうつぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

4639 ウツギ ウツギ Deutzia ほんうつぎ 東牟婁郡小口 紀伊植物誌１

4640 ウツギ ウツギ Deutzia ほんうつぎ 小口郷 紀伊植物誌１

4641 ウツギ ウツギ Deutzia みつばあなっそ 花園村 紀伊植物誌１

4642 ウツギ ウツギ Deutzia みつばあなっそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4643 ウツギ ウツギ Deutzia むぎおつぎ 伊都郡河根 和歌山県植物方言集

4644 ウツギ ウツギ Deutzia むぎおつぎ 河根村（九度山町） 紀伊植物誌１

4645 ウツギ ウツギ Deutzia むぎおつぎ 河根村（現九度山町） 紀伊植物誌 II

4646 ウツギ ウツギ Deutzia むぎおつぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4647 ウツギ ウツギ Deutzia むぎおつぎ 九度山町河根 紀伊植物誌 III（小川由一）

4648 ウツギ ウツギ Deutzia むぎばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

4649 ウツギ類 ウツギ Deutzia あなそ 有田郡八幡村・伊都郡花園村 紀伊植物誌 II

4650 ウツギ類 ウツギ Deutzia あなっそ 有田郡八幡村・伊都郡花園村 紀伊植物誌 II

4651 ウツギ類 ウツギ Deutzia あなっぽ 河根村（現九度山町） 紀伊植物誌 II

4652 ウツギ類 ウツギ Deutzia いぬうつぎ 新宮市 紀伊植物誌 II

4653 マルバウツギ ウツギ Deutzia うつぎ 花園 紀伊植物誌１

4654 マルバウツギ ウツギ Deutzia うつぎ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

4655 マルバウツギ ウツギ Deutzia うつぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4656 マルバウツギ ウツギ Deutzia うのはな 日高町 日高町誌（下巻）

4657 マルバウツギ ウツギ Deutzia うのはな 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4658 マルバウツギ ウツギ Deutzia うのはな 七川郷 紀伊植物誌１

4659 マルバウツギ ウツギ Deutzia こめうつぎ 花園 紀伊植物誌１

4660 マルバウツギ ウツギ Deutzia こめおつぎ 河根村（九度山町） 紀伊植物誌１

4661 マルバウツギ ウツギ Deutzia こめおつぎ 河根村（現九度山町） 紀伊植物誌 II

4662 マルバウツギ ウツギ Deutzia こめおつぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4663 マルバウツギ ウツギ Deutzia こめおつぎ 九度山町河根 紀伊植物誌 III（小川由一）

4664 マルバウツギ ウツギ Deutzia ごめごめ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

4665 マルバウツギ ウツギ Deutzia こめばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

4666 マルバウツギ ウツギ Deutzia むぎばな かつらぎ町四郷 紀伊植物誌 II

4667 ガクウツギ アジサイ Hydrangea うのはな 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4668 ガクウツギ アジサイ Hydrangea こんてりぎ 田辺市 和歌山県植物方言集

4669 ガクウツギ アジサイ Hydrangea ついでのき 有田郡 和歌山県植物方言集

4670 ガクウツギ アジサイ Hydrangea つくでのき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

4671 ガクウツギ アジサイ Hydrangea つくでのき 竜神 紀伊植物誌１

4672 ガクウツギ アジサイ Hydrangea つくでのき 日高郡竜神 紀伊植物誌 II
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4673 ガクウツギ アジサイ Hydrangea つげつげ 花園 紀伊植物誌１

4674 ガクウツギ アジサイ Hydrangea つげつつげ 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

4675 ガクウツギ アジサイ Hydrangea とーしん 田辺市 和歌山県植物方言集

4676 ガクウツギ アジサイ Hydrangea としめ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4677 コアジサイ アジサイ Hydrangea あじさい 花園 紀伊植物誌１

4678 コアジサイ アジサイ Hydrangea あじさい 伊都地方 紀伊植物誌 II

4679 コアジサイ アジサイ Hydrangea いどち 清水 紀伊植物誌１

4680 コアジサイ アジサイ Hydrangea いどち 有田郡八幡村 紀伊植物誌 II

4681 コアジサイ アジサイ Hydrangea おにつくで 竜神 紀伊植物誌１

4682 コアジサイ アジサイ Hydrangea おにつくで 日高郡竜神 紀伊植物誌 II

4683 コアジサイ アジサイ Hydrangea ごんずい 高野山 紀伊植物誌１

4684 コアジサイ アジサイ Hydrangea ごんずい 伊都地方 紀伊植物誌 II

4685 コアジサイ アジサイ Hydrangea とちぐさ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

4686 コアジサイ アジサイ Hydrangea なないろぐさ 竜神 紀伊植物誌１

4687 コアジザイ アジサイ Hydrangea しばあじさい 那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

4688 コガクウツギ アジサイ Hydrangea すっぽん 七川郷 紀伊植物誌１

4689 コガクウツギ アジサイ Hydrangea つきつきぼうず 七川郷 紀伊植物誌１

4690 コガクウツギ アジサイ Hydrangea つくでのき 竜神 紀伊植物誌１

4691 コガクウツギ アジサイ Hydrangea つげつげ 花園 紀伊植物誌１

4692 コガクウツギ アジサイ Hydrangea つげつげ 花園村 紀伊植物誌 II

4693 コガクウツギ アジサイ Hydrangea つげつげ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4694 コガクウツギ アジサイ Hydrangea とうしん 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

4695 コガクウツギ アジサイ Hydrangea とうしんぎ 七川郷 紀伊植物誌１

4696 コガクウツギ アジサイ Hydrangea とうしんのき 小口郷 信愛紀要・第３号

4697 コガクウツギ アジサイ Hydrangea とうしんのき 小口郷 紀伊植物誌１

4698 コガクウツギ アジサイ Hydrangea とーしんのき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

4699 コガクウツギ アジサイ Hydrangea むしだし 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

4700 コガクウツギ アジサイ Hydrangea むしつぎのき 花園村 紀伊植物誌 II

4701 コガクウツギ アジサイ Hydrangea むしつぎのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4702 ツルアジサイ アジサイ Hydrangea つたかずら 竜神 紀伊植物誌１

4703 ツルアジサイ アジサイ Hydrangea つるあじさい 伊都・有田・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

4704 ノリウツギ アジサイ Hydrangea あなっぽ 高野山 紀伊植物誌１

4705 ノリウツギ アジサイ Hydrangea あなっぽ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4706 ノリウツギ アジサイ Hydrangea すっぽん 高野山 紀伊植物誌１

4707 ノリウツギ アジサイ Hydrangea すっぽん 伊都地方 紀伊植物誌 II

4708 ノリウツギ アジサイ Hydrangea にべ 小口郷 信愛紀要・第３号

4709 ノリウツギ アジサイ Hydrangea にべ 日高郡山路、西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

4710 ノリウツギ アジサイ Hydrangea にべ 小口郷 紀伊植物誌１

4711 ノリウツギ アジサイ Hydrangea にべ 竜神・花園・清水・高野山、その他山村 紀伊植物誌１

4712 ノリウツギ アジサイ Hydrangea にべ 七川郷 紀伊植物誌１

4713 ノリウツギ アジサイ Hydrangea にべ 花園村 紀伊植物誌 II

4714 ノリウツギ アジサイ Hydrangea にべ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4715 ノリウツギ アジサイ Hydrangea にべうつぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

4716 ノリウツギ アジサイ Hydrangea にべうつぎ 小口郷 紀伊植物誌１

4717 ノリウツギ アジサイ Hydrangea にべのき 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4718 ノリウツギ アジサイ Hydrangea にべのき 東牟婁 和歌山縣方言

4719 ノリウツギ アジサイ Hydrangea ねべ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4720 ノリウツギ アジサイ Hydrangea のりぎ 山路 紀伊植物誌１

4721 ノリウツギ アジサイ Hydrangea のりのき 龍神 紀伊植物誌１

4722 ノリウツギ アジサイ Hydrangea やまあじさい 七川郷 紀伊植物誌１

4723 ヤハズアジサイ アジサイ Hydrangea うりき 高野山 紀伊植物誌１

4724 ヤハズアジサイ アジサイ Hydrangea うりき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4725 ヤハズアジサイ アジサイ Hydrangea うりな 龍神 紀伊植物誌１

4726 ヤハズアジサイ アジサイ Hydrangea うりな 伊都地方 紀伊植物誌 II

4727 ヤハズアジサイ アジサイ Hydrangea うりのき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

4728 ヤハズアジサイ アジサイ Hydrangea うりのき 龍神 紀伊植物誌１
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4729 ヤハズアジサイ アジサイ Hydrangea うりば 伊都地方 紀伊植物誌 II

4730 ヤハズアジサイ アジサイ Hydrangea うりぱ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

4731 ヤマアジサイ アジサイ Hydrangea あいばな 和歌山県 和歌山県植物方言集

4732 ヤマアジサイ アジサイ Hydrangea あじさい 花園 紀伊植物誌１

4733 ヤマアジサイ アジサイ Hydrangea いわがさ 和歌山県 和歌山県植物方言集

4734 ヤマアジサイ アジサイ Hydrangea とちしば 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4735 ヤマアジサイ アジサイ Hydrangea はなな 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4736 ヤマアジサイ アジサイ Hydrangea やまあじさい 伊都郡、有田郡、日高郡、西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

4737 ヤマアジサイ アジサイ Hydrangea やまあじさい 伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

4738 スイナ ズイナ Itea すっぽん 日高町 日高町誌（下巻）

4739 ズイナ ズイナ Itea きよめな 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

4740 ズイナ ズイナ Itea きよめな 竜神 紀伊植物誌１

4741 ズイナ ズイナ Itea きよめな 鮎川 紀伊植物誌１

4742 ズイナ ズイナ Itea きよめな 七川郷 紀伊植物誌１

4743 ズイナ ズイナ Itea きよめな 竜神、敷屋、七川など 紀伊植物誌 II

4744 ズイナ ズイナ Itea こきな 七川郷 紀伊植物誌１

4745 ズイナ ズイナ Itea こきな 和歌山県 紀伊植物誌 II

4746 ズイナ ズイナ Itea ごめな 花園 紀伊植物誌１

4747 ズイナ ズイナ Itea ごめな 花園 紀伊植物誌 II

4748 ズイナ ズイナ Itea ごめな 伊都地方 紀伊植物誌 II

4749 ズイナ ズイナ Itea さかやむすめ 新宮方面 紀伊植物誌 II

4750 ズイナ ズイナ Itea さかやむすめ 新宮市 和歌山県植物方言集

4751 ズイナ ズイナ Itea さかやよめ 和歌山県 和歌山県植物方言集

4752 ズイナ ズイナ Itea すいな 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

4753 ズイナ ズイナ Itea だんぎな 小口郷 信愛紀要・第３号

4754 ズイナ ズイナ Itea だんぎな 小口郷 紀伊植物誌１

4755 ズイナ ズイナ Itea だんぎな 小口 紀伊植物誌 II

4756 ズイナ ズイナ Itea むすめな 新宮方面 紀伊植物誌 II

4757 ズイナ ズイナ Itea むすめな 小口郷 信愛紀要・第３号

4758 ズイナ ズイナ Itea むすめな 東牟婁郡色川、新宮市 和歌山県植物方言集

4759 ズイナ ズイナ Itea むすめな 小口郷 紀伊植物誌１

4760 ズイナ ズイナ Itea むすめな 小口 紀伊植物誌 II

4761 ズイナ ズイナ Itea やまな 新宮方面 紀伊植物誌 II

4762 ズイナ ズイナ Itea やまな 新宮市 和歌山県植物方言集

4763 ズイナ ズイナ Itea よめな 小口郷 信愛紀要・第３号

4764 ズイナ ズイナ Itea よめな 日高郡山路 和歌山県植物方言集

4765 ズイナ ズイナ Itea よめな 小口郷 紀伊植物誌１

4766 ズイナ ズイナ Itea よめな 竜神 紀伊植物誌１

4767 ズイナ ズイナ Itea よめな 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

4768 ズイナ ズイナ Itea よめな 小口、七川、竜神など 紀伊植物誌 II

4769 ズイナ ズイナ Itea よめなのき 竜神 紀伊植物誌１

4770 ズイナ ズイナ Itea よめなのき 伊都・有田・日高などの山村 紀伊植物誌 II

4771 ズイナ ズイナ Itea よめなのき 西牟婁 和歌山縣方言

4772 ズイナ ズイナ Itea よめなはぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

4773 ズイナ ズイナ Itea よめなはぎ 小口郷 紀伊植物誌１

4774 ズイナ ズイナ Itea よめなはぎ 小口 紀伊植物誌 II

4775 ズイナ ズイナ Itea よめのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

4776 ウメバチソウ ウメバチソウ Parnassia うめばち 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

4777 バイカウツギ バイカウツギ Philadelphus ふすまうつぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

4778 バイカアマチャ バイカアマチャ Platycrater たにふさぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

4779 バイカアマチャ バイカアマチャ Platycrater たにふさぎ 小口郷 紀伊植物誌１

4780 バイカアマチャ バイカアマチャ Platycrater もくこうばな 伊都・東牟婁 和歌山縣方言

4781 スグリ スグリ Ribes すいごー 伊都地方 紀伊植物誌 II

4782 ヤシャビシャク スグリ Ribes やしお 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

4783 ヤシャビシャク スグリ Ribes やしお 伊都郡、日高郡寒川・山路 和歌山県植物方言集

4784 ヤシャビシャク スグリ Ribes やしお 龍神 紀伊植物誌１
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4785 ヤシャビシャク スグリ Ribes やしお 七川郷 紀伊植物誌１

4786 ヤシャビシャク スグリ Ribes やしお 山 紀伊植物誌 II

4787 ヤシャビシャク スグリ Ribes やしお 伊都地方 紀伊植物誌 II

4788 ヤシャビシャク スグリ Ribes やしほ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

4789 ヤシャビシャク スグリ Ribes やしほ 那智 紀州採薬紀

4790 ヤシャビシャク スグリ Ribes やしょ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4791 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga いどばす 伊都地方 紀伊植物誌 II

4792 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga かたつけ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4793 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga かみなりぐさ 紀南 紀州の方言

4794 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga かみなりぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

4795 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga ちゃんちゃんぐさ 紀南 紀州の方言

4796 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga ちゃんちゃんぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

4797 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga ちゃんちゃんぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

4798 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga ゆきのした 日高町 日高町誌（下巻）

4799 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga ゆきのした 七川郷 紀伊植物誌１

4800 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga ゆきのした 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4801 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga ゆきのした 花園村 紀伊植物誌 II

4802 ユキノシタ ユキノシタ Saxifraga ゆきのした 伊都地方 紀伊植物誌 II

4803 イワガラミ イワガラミ Schizophragma つたかずら 竜神 紀伊植物誌１

ベンケイソウ科
4804 アオベンケイ ムラサキベンケイソウ Hylotelephium やまべんけいそう 伊都 和歌山縣方言

4805 ミセバヤ ムラサキベンケイソウ Hylotelephium たまのお 日高郡山路 和歌山県植物方言集

4806 イワレンゲ イワレンゲ Orostachys やねぐさ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4807 ツメレンゲ イワレンゲ Orostachys やねくさ 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

4808 ツメレンゲ イワレンゲ Orostachys やねくさ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

4809 ツメレンゲ イワレンゲ Orostachys やねくさ 和歌山市 和歌山県植物方言集

4810 ツメレンゲ イワレンゲ Orostachys やねくさ 和歌山市 和歌山縣方言

4811 オノマンネングサ マンネングサ Sedum ねこのつめ 岩田 和歌山縣方言（其二）

4812 オノマンネングサ マンネングサ Sedum ねこのつめ 西牟婁郡岩田 和歌山県植物方言集

4813 オノマンネングサ マンネングサ Sedum ねこのつめ 西牟婁 和歌山縣方言

4814 オノマンネングサ マンネングサ Sedum みずすべり 伊都地方 紀伊植物誌 II

4815 オノマンネングサ マンネングサ Sedum むかでぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4816 オノマンネングサ マンネングサ Sedum よばいくさ 山路 和歌山縣方言（其二）

4817 オノマンネングサ マンネングサ Sedum よばいぐさ 日高郡山路 和歌山県植物方言集

4818 オノマンネングサ マンネングサ Sedum よばいそー 日高郡中山路 和歌山県植物方言集

4819 キリンソウ マンネングサ Sedum ちとめそう 花園村 紀伊植物誌 II

4820 キリンソウ マンネングサ Sedum ちとめそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

4821 コモチマンネングサ マンネングサ Sedum ほうたろぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4822 コモチマンネングサ マンネングサ Sedum ほしくさ 七川郷 紀伊植物誌１

4823 タイトゴメ マンネングサ Sedum きあか 牟婁 和歌山縣方言（其二）

マンサク科
4824 コウヤミズキ トサミズキ Corylopsis きりしまみずき 伊都 和歌山縣方言

4825 コウヤミズキ トサミズキ Corylopsis みやまとさみずき 伊都 和歌山縣方言

4826 イスノキ イスノキ Distylium ひょんのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

4827 イスノキ イスノキ Distylium ひょんのき 日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

4828 イスノキ イスノキ Distylium へんのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

4829 イスノキ イスノキ Distylium ゆす 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

4830 イスノキ イスノキ Distylium ゆす 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4831 イスノキ イスノキ Distylium ゆす 七川郷 紀伊植物誌１

4832 イスノキ イスノキ Distylium ゆすのき 田辺市 和歌山県植物方言集

アブラナ科
4833 アブラナ アブラナ Brassica たね 伊都地方 紀伊植物誌 II

4834 アブラナ アブラナ Brassica なたね 日高町 日高町誌（下巻）
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4835 アブラナ アブラナ Brassica なたね 伊都地方 紀伊植物誌 II

4836 カブ アブラナ Brassica かぶら 日高町 日高町誌（下巻）

4837 カブ アブラナ Brassica かぶら 橋本 橋本の方言

4838 カブ アブラナ Brassica かぼら 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

4839 カブ アブラナ Brassica かぼら 東牟婁 和歌山縣方言

4840 カラシナ アブラナ Brassica からし 日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

4841 カラシナ アブラナ Brassica みがらし 田辺市 和歌山県植物方言集

4842 カラシナ アブラナ Brassica みがらし 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

4843 カラシナ アブラナ Brassica みがらし 西牟婁 和歌山縣方言

4844 キョウナ アブラナ Brassica みずな 紀北 紀州の方言

4845 キョウナ アブラナ Brassica みずな 和歌山県 和歌山方言集

4846 コマツナ アブラナ Brassica まな 紀北 紀州の方言

4847 コマツナ アブラナ Brassica まな 橋本 橋本の方言

4848 コマツナ アブラナ Brassica まな 和歌山県 和歌山方言集

4849 タイサイ アブラナ Brassica しゃくしな 伊都地方 紀伊植物誌 II

4850 タカナ アブラナ Brassica ろくさな 大島須江 紀伊植物誌１

4851 オオガラシ アブラナ？ Brassica？ じょーな 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4852 オオガラシ アブラナ？ Brassica？ たかな 全県下 和歌山県植物方言集

4853 オオガラシ アブラナ？ Brassica？ はりな 田辺付近 和歌山縣方言（其二）

4854 オオガラシ アブラナ？ Brassica？ はるな 岩田 和歌山縣方言（其二）

4855 ナズナ ナズナ Capsella しゃみせんぐさ 有田郡宮原、日高郡御坊、田辺市 和歌山県植物方言集

4856 ナズナ ナズナ Capsella すずくさ 和歌山市 和歌山県植物方言集

4857 ナズナ ナズナ Capsella なあ 海草 和歌山縣方言

4858 ナズナ ナズナ Capsella ななくさ 和歌山県 和歌山県植物方言集

4859 ナズナ ナズナ Capsella ななくさ 花園村 紀伊植物誌 II

4860 ナズナ ナズナ Capsella ななくさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4861 ナズナ ナズナ Capsella ななぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4862 ナズナ ナズナ Capsella ぴんぴんぐさ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

4863 ナズナ ナズナ Capsella ぴんぴんぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4864 ナズナ ナズナ Capsella ぺんぺんぐさ 日高町 日高町誌（下巻）

4865 ナズナ ナズナ Capsella ぺんぺんぐさ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

4866 ナズナ ナズナ Capsella ぺんぺんぐさ 海草郡南野上、有田郡宮原、日高郡御坊、西牟婁郡、田辺市

和歌山県植物方言集

4867 ナズナ ナズナ Capsella ぺんぺんぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4868 ナズナ ナズナ Capsella ぺんぺんぐさ 西牟婁 和歌山縣方言

4869 ダイコン ダイコン Raphanus おだい 和歌山県 和歌山方言集

4870 ダイコン ダイコン Raphanus おだい 日高 和歌山縣方言

4871 ダイコン ダイコン Raphanus がいこ 西牟婁 和歌山縣方言

4872 ダイコン ダイコン Raphanus だいこ 口熊野 口熊野の方言

4873 ダイコン ダイコン Raphanus だいこ 紀北、紀南 紀州の方言

4874 ダイコン ダイコン Raphanus だいこ 日高町 日高町誌（下巻）

4875 ダイコン ダイコン Raphanus だいこ 古座地域 古座地域のはなしことば集

4876 ダイコン ダイコン Raphanus だいこ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

4877 ダイコン ダイコン Raphanus だいこ 太地 熊野太地の伝承

4878 ダイコン ダイコン Raphanus だいこ 印南町 印南町史（資料編）

4879 ダイコン ダイコン Raphanus だいこ 日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

4880 ダイコン ダイコン Raphanus だいこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4881 ダイコン ダイコン Raphanus だいこ 橋本 橋本の方言

4882 ダイコン ダイコン Raphanus だいこ 和歌山市・海草・那賀・伊都・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

4883 ダイコン ダイコン Raphanus らいこ 紀北、紀南 紀州の方言

4884 ダイコン ダイコン Raphanus らいこ 那賀・有田 和歌山縣方言

4885 ダイコン ダイコン Raphanus らいこん 紀北、紀南 紀州の方言

4886 ダイコン ダイコン Raphanus らいこん 那賀・有田 和歌山縣方言

4887 ダイコン、赤ダイコン ダイコン Raphanus あかだいこ 紀北 紀州の方言

4888 ダイコンの葉 ダイコン Raphanus ほしな 日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

4889 ダイコンの一種 ダイコン Raphanus あおみだいこ 和歌山県 和歌山方言集
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4890 ダイコン、カブの間引き菜 － こな 日高郡 和歌山縣方言（其二）

ケシ科
4891 クサノオウ クサノオウ Chelidonium ちどめぐさ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

4892 クサノオウ クサノオウ Chelidonium ちどめぐさ 竜神 紀伊植物誌１

4893 ムラサキケマン キケマン Corydalis あたまいた 花園村 紀伊植物誌 II

4894 ムラサキケマン キケマン Corydalis あたまいた 伊都地方 紀伊植物誌 II

4895 ヤマエンゴサク キケマン Corydalis かちかちばな 小口郷 信愛紀要・第３号

4896 ヤマエンゴサク キケマン Corydalis かちかちばな 小口郷 紀伊植物誌１

4897 ヤマエンゴサク キケマン Corydalis すもとりばな 敷屋 紀伊植物誌１

4898 ヤマキケマン キケマン Corydalis あたまいたぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4899 ケマンソウ コマクサ Dicentra かけだいそー 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

4900 ケマンソウ コマクサ Dicentra たいつりそー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4901 ケマンソウ コマクサ Dicentra ふじぼたん 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

4902 タケニグサ タケニグサ Macleaya あしがる 高野山やその付近の山村 紀伊植物誌１

4903 タケニグサ タケニグサ Macleaya あしがる 伊都地方 紀伊植物誌 II

4904 タケニグサ タケニグサ Macleaya いとそめくさ 牟婁の深山 和歌山縣方言（其二）

4905 タケニグサ タケニグサ Macleaya いぼとりぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

4906 タケニグサ タケニグサ Macleaya がくうど 鳥井峠 紀州採薬紀

4907 タケニグサ タケニグサ Macleaya かじのは 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

4908 タケニグサ タケニグサ Macleaya がらがら 高野口方面、和深村 紀伊植物誌１

4909 タケニグサ タケニグサ Macleaya がらがら 七川郷 紀伊植物誌１

4910 タケニグサ タケニグサ Macleaya がらがら 伊都地方 紀伊植物誌 II

4911 タケニグサ タケニグサ Macleaya からからさう 牟婁 和歌山縣方言（其二）

4912 タケニグサ タケニグサ Macleaya こうらぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

4913 タケニグサ タケニグサ Macleaya こうらぎ 小口郷 紀伊植物誌１

4914 タケニグサ タケニグサ Macleaya こうらご 北山峡地方 紀伊植物誌１

4915 タケニグサ タケニグサ Macleaya こうらご 七川郷 紀伊植物誌１

4916 タケニグサ タケニグサ Macleaya こうらご 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

4917 タケニグサ タケニグサ Macleaya こうろぎ 七川郷 紀伊植物誌１

4918 タケニグサ タケニグサ Macleaya こうろぎ 大和坪の内 紀伊植物誌１

4919 タケニグサ タケニグサ Macleaya こうろご 小口郷 信愛紀要・第３号

4920 タケニグサ タケニグサ Macleaya こうろご 小口郷 紀伊植物誌１

4921 タケニグサ タケニグサ Macleaya さむらいぐさ 池田村 紀伊植物誌１

4922 タケニグサ タケニグサ Macleaya たけころし 七川郷 紀伊植物誌１

4923 タケニグサ タケニグサ Macleaya たて 竜神・山路・花園・高野山、和歌山県各地の山村 紀伊植物誌１

4924 タケニグサ タケニグサ Macleaya たて 伊都地方 紀伊植物誌 II

4925 タケニグサ タケニグサ Macleaya たてばこ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

4926 タケニグサ タケニグサ Macleaya たてばこ 日高郡山路、西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

4927 タケニグサ タケニグサ Macleaya たてばこ 和歌山県 紀伊植物誌１

4928 タケニグサ タケニグサ Macleaya たてばこ 和歌山県 紀伊植物誌１

4929 タケニグサ タケニグサ Macleaya たてばこ 竜神・山路・花園・高野山、和歌山県各地の山村 紀伊植物誌１

4930 タケニグサ タケニグサ Macleaya たてばこ 七川郷 紀伊植物誌１

4931 タケニグサ タケニグサ Macleaya たてばこ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

4932 タケニグサ タケニグサ Macleaya たてばこ 花園村 紀伊植物誌 II

4933 タケニグサ タケニグサ Macleaya たてばこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4934 タケニグサ タケニグサ Macleaya たてばこ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

4935 タケニグサ タケニグサ Macleaya ちゃんぱぎく 西牟婁 和歌山縣方言

4936 タケニグサ タケニグサ Macleaya ちゃんぱぎく 紀北、紀南 紀州の方言

4937 タケニグサ タケニグサ Macleaya ひきおこし 敷屋 紀伊植物誌１

4938 タケニグサ タケニグサ Macleaya ひとこえおめき 小口郷 信愛紀要・第３号

4939 タケニグサ タケニグサ Macleaya ひとこえおめき 小口郷 紀伊植物誌１

モウセンゴケ科
4940 イシモチソウ モウセンゴケ Drosera いしもち 日高郡御坊 和歌山県植物方言集
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オトギリソウ科
4941 オトギリソウ オトギリソウ Hypericum おとぎりす 那賀郡、日高郡山路、東牟婁郡色川、新宮市 和歌山県植物方言集

4942 オトギリソウ オトギリソウ Hypericum おとぎりす 竜神・山路 紀伊植物誌１

4943 オトギリソウ オトギリソウ Hypericum おとぎりす 七川郷 紀伊植物誌１

4944 オトギリソウ オトギリソウ Hypericum おとぎりす 花園村 紀伊植物誌 II

4945 オトギリソウ オトギリソウ Hypericum おとぎりす 伊都地方 紀伊植物誌 II

4946 オトギリソウ オトギリソウ Hypericum おとぎりす 日高・東牟婁 和歌山縣方言

4947 オトギリソウ オトギリソウ Hypericum おとぎりそう 七川郷 紀伊植物誌１

4948 オトギリソウ オトギリソウ Hypericum おとぎりそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

4949 オトギリソウ オトギリソウ Hypericum ほとぎりす 花園村 紀伊植物誌 II

4950 オトギリソウ オトギリソウ Hypericum ほとぎりす 伊都地方 紀伊植物誌 II

4951 オトギリソウ オトギリソウ Hypericum ほととぎす 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

4952 ビヨウヤナギ オトギリソウ Hypericum びじょうやなぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4953 ビヨウヤナギ オトギリソウ Hypericum びじょーやなぎ 新宮市 和歌山県植物方言集

4954 ビヨウヤナギ オトギリソウ Hypericum びじょやなぎ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

ツバキ科
4955 サザンカ ツバキ Camellia さざんか 伊都地方 紀伊植物誌 II

4956 サザンカ ツバキ Camellia ほんつばき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4957 チャノキ ツバキ Camellia おちゃ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4958 チャノキ ツバキ Camellia ちゃ 七川郷 紀伊植物誌１

4959 チャノキ ツバキ Camellia ちゃぁ 紀北、紀南 紀州の方言

4960 チャノキ ツバキ Camellia ちゃー 海草郡、有田郡、日高郡御坊、西牟婁郡、東牟婁郡色川

和歌山県植物方言集

4961 チャノキ ツバキ Camellia ちゃあ 橋本 橋本の方言

4962 チャノキ ツバキ Camellia ちゃちゃ 和歌山市、海草郡、那賀郡、有田郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

4963 チャノキ ツバキ Camellia ちゃのき 七川郷 紀伊植物誌１

4964 チャノキ ツバキ Camellia ちゃんちゃ 原谷 和歌山縣方言（其二）

4965 チャノキ ツバキ Camellia ちゃんぽろのき 七川郷 紀伊植物誌１

4966 チャノキ ツバキ Camellia ちゃんぽろのみ 七川郷 紀伊植物誌１

4967 ツバキ ツバキ Camellia きのみ 日高町 日高町誌（下巻）

4968 ツバキ ツバキ Camellia つ 古座地域 古座地域のはなしことば集

4969 ツバキの果実 ツバキ Camellia きのみ 日高郡 和歌山県植物方言集

4970 ツバキの実 ツバキ Camellia きのみ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

4971 ツバキの実 ツバキ Camellia きのみ 和歌山県 和歌山方言集

4972 ツバキの実 ツバキ Camellia きのみ 紀北、紀南 紀州の方言

4973 ヤエツバキ ツバキ Camellia せんよつばき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4974 ヤエツバキ ツバキ Camellia せんよのつばき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4975 ヤブツバキ ツバキ Camellia きのみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

4976 ヤブツバキ ツバキ Camellia きのみのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4977 ヤブツバキ ツバキ Camellia つばき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4978 ヤブツバキ ツバキ Camellia やまつばき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4979 サカキ サカキ Cleyera かみさかき 和歌山県 和歌山県植物方言集

4980 サカキ サカキ Cleyera かみしば 和歌山県 和歌山県植物方言集

4981 サカキ サカキ Cleyera さかき 小口郷 信愛紀要・第３号

4982 サカキ サカキ Cleyera さかき 小口郷 紀伊植物誌１

4983 サカキ サカキ Cleyera さかき 伊都地方 紀伊植物誌 II

4984 サカキ サカキ Cleyera しゃかき 紀南 紀州の方言

4985 サカキ サカキ Cleyera しゃかき 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

4986 ハマヒサカキ ヒサカキ Eurya いそばべ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

4987 ハマヒサカキ ヒサカキ Eurya いそばべ 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

4988 ハマヒサカキ ヒサカキ Eurya いそびしゃこ 日高郡海岸地方 和歌山県植物方言集

4989 ハマヒサカキ ヒサカキ Eurya いそむばめ 和歌山県 和歌山県植物方言集

4990 ハマヒサカキ ヒサカキ Eurya こめしば 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

4991 ハマヒサカキ ヒサカキ Eurya こめしば 西牟婁 和歌山縣方言
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4992 ハマヒサカキ ヒサカキ Eurya こめびしゃこ 日高町 日高町誌（下巻）

4993 ハマヒサカキ ヒサカキ Eurya はまうまべ 新宮市 和歌山県植物方言集

4994 ハマヒサカキ ヒサカキ Eurya はまびしゃかき 新宮市 和歌山県植物方言集

4995 ハマヒサカキ ヒサカキ Eurya はまびしゃこ 日高町 日高町誌（下巻）

4996 ハマヒサカキ ヒサカキ Eurya はまびしゃこ 新宮市 和歌山県植物方言集

4997 ヒサカキ ヒサカキ Eurya あおばな 太地 熊野太地の伝承

4998 ヒサカキ ヒサカキ Eurya あくしば 新宮市 和歌山県植物方言集

4999 ヒサカキ ヒサカキ Eurya あくしば 紀南、新宮方面 紀伊植物誌 II

5000 ヒサカキ ヒサカキ Eurya いんき 日高町 日高町誌（下巻）

5001 ヒサカキ ヒサカキ Eurya いんきのき 花園村 紀伊植物誌 II

5002 ヒサカキ ヒサカキ Eurya いんきのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

5003 ヒサカキ ヒサカキ Eurya こめしば 西牟婁郡潮岬 和歌山県植物方言集

5004 ヒサカキ ヒサカキ Eurya しゅーしばな 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

5005 ヒサカキ ヒサカキ Eurya しゅーしんば 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

5006 ヒサカキ ヒサカキ Eurya にがびしゃこ 紀州 紀伊植物誌 II

5007 ヒサカキ ヒサカキ Eurya はな 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

5008 ヒサカキ ヒサカキ Eurya ひさかき 小口 紀伊植物誌 II

5009 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びさかき 東牟婁郡七川・小口 和歌山県植物方言集

5010 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃかき 小口郷 信愛紀要・第３号

5011 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃかき 東牟婁郡太田・太地・高池、新宮市 和歌山県植物方言集

5012 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃかき 小口郷 紀伊植物誌１

5013 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃかき 七川郷 紀伊植物誌１

5014 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃかき 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

5015 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃかき 新宮方面 紀伊植物誌 II

5016 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃかき 東牟婁 和歌山縣方言

5017 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃがき 紀伊 和歌山縣方言（其二）

5018 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃがき 紀北 紀州の方言

5019 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃがき 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

5020 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃがき 下田原 田原の方言・第一輯

5021 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃがき 東牟婁郡色川・田原・古座・那智 和歌山県植物方言集

5022 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃかけ 小口郷 信愛紀要・第３号

5023 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃかけ 東牟婁郡北山 和歌山県植物方言集

5024 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃかけ 小口郷 紀伊植物誌１

5025 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃかけ 七川郷 紀伊植物誌１

5026 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃかけ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5027 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃく 龍神 紀伊植物誌１

5028 ヒサカキ ヒサカキ Eurya ひしゃこ 那賀 和歌山縣方言

5029 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

5030 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 口熊野 口熊野の方言

5031 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 日高町 日高町誌（下巻）

5032 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

5033 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5034 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 印南町 印南町史（資料編）

5035 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 和歌山市、伊都郡笠田・紀見・九度山・隅田、那賀郡安楽川・名手・田中・小倉、

日高郡南部・御坊・稲原・和田・高城・印南・松原・内原・志賀・矢田・白崎・

船着・三尾・切目、海草郡野上（南・北・東）・下津・塩津・東山東・岡崎、

有田郡広・湯浅・石垣・箕島・八幡・鳥屋城、西牟婁郡田並・三栖・新庄・

生馬・近野・岩田、東牟婁郡小口・古座・七川・小川・請川・太地、新宮市

和歌山県植物方言集

5036 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 龍神・清水 紀伊植物誌１

5037 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

5038 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 七川郷 紀伊植物誌１

5039 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

5040 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 紀州 紀伊植物誌 II

5041 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 花園村 紀伊植物誌 II

5042 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 伊都地方 紀伊植物誌 II
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5043 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 橋本 橋本の方言

5044 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこ 和歌山県 和歌山方言集

5045 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこう 小口 紀伊植物誌 II

5046 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこう 小口郷 信愛紀要・第３号

5047 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃこう 小口郷 紀伊植物誌１

5048 ヒサカキ ヒサカキ Eurya ひしゃしゃき 東牟婁 和歌山縣方言

5049 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃしゃき 新宮市 和歌山県植物方言集

5050 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃしゃき 新宮方面 紀伊植物誌 II

5051 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃっこ 西牟婁郡近野・三舞・来栖川、田辺市、東牟婁郡四村

和歌山県植物方言集

5052 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びしゃっこー 日高郡上山路 和歌山県植物方言集

5053 ヒサカキ ヒサカキ Eurya びっしゃっこ 田辺市、西牟婁郡二川 和歌山県植物方言集

5054 ヒサカキ ヒサカキ Eurya まめちゃ 海草郡中野上 和歌山県植物方言集

5055 シャラノキ ナツツバキ Stewartia えんた 花園・清水 紀伊植物誌１

5056 シャラノキ ナツツバキ Stewartia さらそうじゅ 高野山 紀伊植物誌１

5057 シャラノキ ナツツバキ Stewartia さらそうじゅ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5058 シャラノキ ナツツバキ Stewartia つくばね 伊都地方 紀伊植物誌 II

5059 シャラノキ ナツツバキ Stewartia なつつばき 花園 紀伊植物誌１

5060 シャラノキ ナツツバキ Stewartia なつつばき 伊都地方 紀伊植物誌 II

5061 ヒコサンヒメシャラ ナツツバキ Stewartia あかぎ 龍神・花園 紀伊植物誌１

5062 ヒコサンヒメシャラ ナツツバキ Stewartia えんた 龍神・清水 紀伊植物誌１

5063 ヒコサンヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるすべり 龍神・清水 紀伊植物誌１

5064 ヒコサンヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるた 龍神 紀伊植物誌１

5065 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia あかぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

5066 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia あかぎ 龍神・花園 紀伊植物誌１

5067 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia あかぎ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5068 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia あかぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5069 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia えんた 和歌山県 和歌山県植物方言集

5070 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia えんた 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5071 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia えんた 龍神・清水 紀伊植物誌１

5072 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia えんた 伊都地方 紀伊植物誌 II

5073 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia えんたのき 新宮市 和歌山県植物方言集

5074 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia こなつつばき 伊都地方 紀伊植物誌 II

5075 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるすべり 栗栖川、二川、那智 和歌山縣方言（其二）

5076 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるすべり 日高町 日高町誌（下巻）

5077 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるすべり 小口郷 信愛紀要・第３号

5078 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるすべり 伊都郡、日高郡山路、西牟婁郡近野、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

5079 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるすべり 小口郷 紀伊植物誌１

5080 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるすべり 龍神・清水 紀伊植物誌１

5081 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるすべり 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5082 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるた 栗栖川、二川、那智 和歌山縣方言（其二）

5083 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるた 伊都郡、日高郡山路、西牟婁郡近野、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5084 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるた 龍神 紀伊植物誌１

5085 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるた 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5086 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia さるたのき 新宮市 和歌山県植物方言集

5087 ヒメシャラ ナツツバキ Stewartia すべり 和歌山県 和歌山県植物方言集

5088 モッコク モッコク Ternstroemia もっこく 日高町 日高町誌（下巻）

5089 モッコク モッコク Ternstroemia もっこく 小口郷 信愛紀要・第３号

5090 モッコク モッコク Ternstroemia もっこく 小口郷 紀伊植物誌１

マタタビ科
5091 サルナシ マタタビ Actinidia こんこ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

5092 サルナシ マタタビ Actinidia しらくち 高野山 紀伊植物誌１

5093 サルナシ マタタビ Actinidia しらくち 七川郷 紀伊植物誌１

5094 サルナシ マタタビ Actinidia しらくち 伊都地方 紀伊植物誌 II

5095 サルナシ マタタビ Actinidia しらくちかずら 竜神 紀伊植物誌１
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5096 サルナシ マタタビ Actinidia しらくちかずら 七川郷 紀伊植物誌１

5097 サルナシ マタタビ Actinidia しらくちづる 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5098 サルナシ マタタビ Actinidia にべ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5099 サルナシ マタタビ Actinidia まかづら 八鬼山 紀州採薬紀

5100 シマサルナシ マタタビ Actinidia こくわう 大嶌 紀州採薬紀

5101 シマサルナシ マタタビ Actinidia すここかずら 彩ノ本～長嶋 紀州採薬紀

5102 マタタビ マタタビ Actinidia ほどかずら 七川郷 紀伊植物誌１

5103 マタタビ マタタビ Actinidia またたび 小口郷 信愛紀要・第３号

5104 マタタビ マタタビ Actinidia またたび 小口郷 紀伊植物誌１

5105 マタタビ マタタビ Actinidia またたび 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

5106 マタタビ マタタビ Actinidia またたび 七川郷 紀伊植物誌１

5107 マタタビ マタタビ Actinidia またたび 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

5108 マタタビ マタタビ Actinidia またたび 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

5109 マタタビ マタタビ Actinidia またたび 伊都地方 紀伊植物誌 II

5110 マタタビ マタタビ Actinidia またたびかずら 龍神 紀伊植物誌１

ボタン科
5111 ボタン ボタン Paeonia ほんぼたん 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

ウマノスズクサ科
5112 フタバアオイ フタバアオイ Asarum 御所葵 牟婁 和歌山縣方言（其二）

5113 フタバアオイ フタバアオイ Asarum ほうそうばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

5114 カンアオイ類 カンアオイ Heterotropa さいしん 七川郷 紀伊植物誌１

センリョウ科
5115 フタリシズカ チャラン Chloranthus しきんす 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

5116 フタリシズカ チャラン Chloranthus ひとりしずか 花園 紀伊植物誌１

5117 センリョウ センリョウ Sarcandra みやましきぶ 七川郷 紀伊植物誌１

コショウ科
5118 フウトウカズラ コショウ Piper ふとかずら 新宮市 和歌山県植物方言集

ドクダミ科
5119 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅぅやく 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

5120 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅーやく 太地 熊野太地の伝承

5121 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅーやく 海草郡南野上、有田郡、日高郡、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5122 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅうやく 紀北 紀州の方言

5123 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅうやく 日高町 日高町誌（下巻）

5124 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅうやく 古座地域 古座地域のはなしことば集

5125 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅうやく 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

5126 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅうやく 下田原 田原の方言・第一輯

5127 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅうやく 印南町 印南町史（資料編）

5128 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅうやく 竜神・花園・清水・山路・その他 紀伊植物誌１

5129 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅうやく 敷屋 紀伊植物誌１

5130 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅうやく 七川郷 紀伊植物誌１

5131 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅうやく 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5132 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅうやく 花園村 紀伊植物誌 II

5133 ドクダミ ドクダミ Houttuynia じゅうやく 伊都地方 紀伊植物誌 II

5134 ドクダミ ドクダミ Houttuynia どくだみ 敷屋 紀伊植物誌１

5135 ドクダミ ドクダミ Houttuynia どくだみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5136 ハンゲショウ ハンゲショウ Saururus かたしろぐさ 西牟婁 和歌山縣方言

5137 ハンゲショウ ハンゲショウ Saururus げしじろ 日高町 日高町誌（下巻）

5138 ハンゲショウ ハンゲショウ Saururus はげ 小口郷 信愛紀要・第３号

5139 ハンゲショウ ハンゲショウ Saururus はげ 小口郷 紀伊植物誌１
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マツモ科
5140 マツモ マツモ Ceratophyllum まつも 西牟婁 和歌山縣方言

ハス科
5141 ハスの根 ハス Nelumbo でんこん 紀北 紀州の方言

5142 ハスの根 ハス Nelumbo でんこん 那賀郡 和歌山県植物方言集

5143 ハスの根 ハス Nelumbo でんこん 那賀 和歌山縣方言

スイレン科
5144 ジュンサイ ジュンサイ Brasenia しやろのふた 御坊市熊野 日高町誌（下巻）

5145 コウホネ コウホネ Nuphar こうほね 海草・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

5146 ヒツジグサ スイレン Nymphaea じゅんさい 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

5147 ヒツジグサ スイレン Nymphaea すいれん 海草郡南野上、那賀郡、田辺市、伊都郡、日高郡 和歌山県植物方言集

ツヅラフジ科
5148 アオツヅラフジ アオツヅラフジ Cocculus あおつづら 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5149 アオツヅラフジ アオツヅラフジ Cocculus あおびかずら 小口郷 信愛紀要・第３号

5150 アオツヅラフジ アオツヅラフジ Cocculus あおびかずら 小口郷 紀伊植物誌１

5151 アオツヅラフジ アオツヅラフジ Cocculus おばつずら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5152 アオツヅラフジ アオツヅラフジ Cocculus つずら 和歌山市、海草郡、伊都郡、西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

5153 アオツヅラフジ アオツヅラフジ Cocculus どくぶどう 新宮市高津気 紀伊植物誌１

5154 ツヅラフジ ツヅラフジ Sinomenium つずら 和歌山市、海草郡、那賀郡、西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

5155 ツヅラフジ ツヅラフジ Sinomenium つずら 花園村 紀伊植物誌 II

5156 ツヅラフジ ツヅラフジ Sinomenium つずら 七川郷 紀伊植物誌１

5157 ツヅラフジ ツヅラフジ Sinomenium つずら 和歌山市・海草・那賀・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

5158 ツヅラフジ ツヅラフジ Sinomenium つづら 伊都地方 紀伊植物誌 II

5159 ツヅラフジ ツヅラフジ Sinomenium ほんつずら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5160 ハスノハカズラ ハスノハカズラ Stephania いぬつずら 和歌山県 和歌山県植物方言集

5161 ハスノハカズラ ハスノハカズラ Stephania おばかずら 紀南 紀州の方言

5162 ハスノハカズラ ハスノハカズラ Stephania おばかずら 新宮市 和歌山県植物方言集

5163 ハスノハカズラ ハスノハカズラ Stephania ちゃがちゃがかずら 和歌山県 和歌山県植物方言集

アケビ科
5164 アケビ アケビ Akebia あおべそかずら 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5165 アケビ アケビ Akebia あきび 田辺市 和歌山県植物方言集

5166 アケビ アケビ Akebia あきび 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5167 アケビ アケビ Akebia あきび 花園村 紀伊植物誌 II

5168 アケビ アケビ Akebia あきび 伊都地方 紀伊植物誌 II

5169 アケビ アケビ Akebia あきぶどう 小口郷 信愛紀要・第３号

5170 アケビ アケビ Akebia あきぶどう 小口郷 紀伊植物誌１

5171 アケビ アケビ Akebia あけび 七川郷 紀伊植物誌１

5172 アケビ アケビ Akebia あけび 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

5173 アケビ アケビ Akebia あけび 伊都地方 紀伊植物誌 II

5174 アケビ アケビ Akebia あけびかずら 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

5175 アケビ アケビ Akebia あけびかずら 竜神 紀伊植物誌１

5176 アケビ アケビ Akebia あけびそ 有田郡八幡、日高郡龍神 和歌山県植物方言集

5177 アケビ アケビ Akebia あけびそ 清水 紀伊植物誌１

5178 アケビ アケビ Akebia あけびそ 高野山 紀伊植物誌 II

5179 アケビ アケビ Akebia あけべ 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

5180 アケビ アケビ Akebia しろあきび 那賀郡奥安楽川 和歌山県植物方言集

5181 アケビ アケビ Akebia しろあけび 高野山 紀伊植物誌１

5182 アケビ アケビ Akebia しろあけび 伊都地方 紀伊植物誌 II

5183 アケビ アケビ Akebia なつあきび 伊都地方 紀伊植物誌 II

5184 アケビ アケビ Akebia はんたつ 伊都地方 紀伊植物誌 II
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5185 アケビ アケビ Akebia はんだつ 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

5186 アケビ アケビ Akebia はんだつ 花園村 紀伊植物誌 II

5187 アケビ アケビ Akebia はんだつ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5188 アケビ アケビ Akebia わくび 七川郷 紀伊植物誌１

5189 アケビ アケビ Akebia わけび 日高町 日高町誌（下巻）

5190 アケビ アケビ Akebia わけび 日高郡山路 和歌山県植物方言集

5191 アケビ アケビ Akebia わけび 伊都地方 紀伊植物誌 II

5192 アケビ アケビ Akebia わけびかずら 小口郷 信愛紀要・第３号

5193 アケビ アケビ Akebia わけびかずら 小口郷 紀伊植物誌１

5194 ミツバアケビ アケビ Akebia あかあけび 伊都地方 紀伊植物誌 II

5195 ミツバアケビ アケビ Akebia あきびそかずら 龍神 紀伊植物誌１

5196 ミツバアケビ アケビ Akebia あけび 龍神 紀伊植物誌１

5197 ミツバアケビ アケビ Akebia あけび 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

5198 ミツバアケビ アケビ Akebia あけび 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

5199 ミツバアケビ アケビ Akebia あけび 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5200 ミツバアケビ アケビ Akebia あけび 伊都地方 紀伊植物誌 II

5201 ミツバアケビ アケビ Akebia あけびそ 龍神 紀伊植物誌１

5202 ミツバアケビ アケビ Akebia いもあけび 敷屋 紀伊植物誌１

5203 ミツバアケビ アケビ Akebia おとこあけび 和歌山県 和歌山県植物方言集

5204 ミツバアケビ アケビ Akebia きあけび 小口郷 信愛紀要・第３号

5205 ミツバアケビ アケビ Akebia きあけび 小口郷 紀伊植物誌１

5206 ミツバアケビ アケビ Akebia ごまめのき 高野山 紀伊植物誌１

5207 ミツバアケビ アケビ Akebia さるび 東牟婁郡下里方面 紀伊植物誌１

5208 ミツバアケビ アケビ Akebia はんだつかずら 龍神 紀伊植物誌１

5209 ミツバアケビ アケビ Akebia みつばあけび 伊都地方 紀伊植物誌 II

5210 ミツバアケビ アケビ Akebia むらさきあけび 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5211 ミツバアケビ アケビ Akebia わけび 日高町 日高町誌（下巻）

5212 ムベ ムベ Stauntonia あけび 東牟婁郡田原 紀伊植物誌１

5213 ムベ ムベ Stauntonia うべ 龍神 紀伊植物誌１

5214 ムベ ムベ Stauntonia ぐべ 有田郡津木 和歌山県植物方言集

5215 ムベ ムベ Stauntonia ししあけび 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5216 ムベ ムベ Stauntonia しまあけび 敷屋 紀伊植物誌１

5217 ムベ ムベ Stauntonia しもあけび 鮎川 紀伊植物誌１

5218 ムベ ムベ Stauntonia ときわあけび 西牟婁 和歌山縣方言

5219 ムベ ムベ Stauntonia ぬで 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

5220 ムベ ムベ Stauntonia ふゆあきび 伊都地方 紀伊植物誌 II

5221 ムベ ムベ Stauntonia まるあけび 日高町 日高町誌（下巻）

5222 ムベ ムベ Stauntonia まるわくび 八鬼山～尾鷲浦 紀州採薬紀

メギ科
5223 ヘビノボラズ メギ Berberis かこぎ 日高 和歌山縣方言

5224 ヘビノボラズ メギ Berberis さばいばら 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

5225 メギ メギ Berberis えんじ 龍神 紀伊植物誌１

5226 メギ メギ Berberis えんじ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5227 メギ メギ Berberis えんじゅ 七川郷 紀伊植物誌１

5228 メギ メギ Berberis おにのめっこ 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

5229 メギ メギ Berberis かこぎ 日高郡 和歌山県植物方言集

5230 メギ メギ Berberis かこぎ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

5231 メギ メギ Berberis こがねえんじゅ 紀伊 和歌山縣方言（其二）

5232 メギ メギ Berberis ことりとまらず 那賀・伊都・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

5233 ナンテン ナンテン Nandina ないてん 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

5234 ナンテン ナンテン Nandina なってん 紀北 紀州の方言

5235 ナンテン ナンテン Nandina なってん 那賀郡、海草郡長谷毛原 和歌山県植物方言集

5236 ナンテン ナンテン Nandina なってん 伊都地方 紀伊植物誌 II

5237 ナンテン ナンテン Nandina なってん 橋本 橋本の方言

5238 ナンテン ナンテン Nandina なつてん 花園村 紀伊植物誌 II
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5239 ナンテン ナンテン Nandina なつてん 那賀 和歌山縣方言

5240 ナンテン ナンテン Nandina なりてん 紀北、紀南 紀州の方言

5241 ナンテン ナンテン Nandina なりてん 和歌山市、海草郡、那賀郡、有田郡、日高郡御坊・藤田

和歌山県植物方言集

5242 ナンテン ナンテン Nandina なりてん 和歌山市・海草・那賀・有田・日高 和歌山縣方言

5243 ナンテン ナンテン Nandina なるてん 口熊野 口熊野の方言

5244 ナンテン ナンテン Nandina なるてん 紀北、紀南 紀州の方言

5245 ナンテン ナンテン Nandina なるてん 那智、天満 那智地区方言集

5246 ナンテン ナンテン Nandina なるてん 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

5247 ナンテン ナンテン Nandina なるてん 和歌山市、海草郡南野上、那賀郡、田辺市、東牟婁郡色川・那智・四村

和歌山県植物方言集

5248 ナンテン ナンテン Nandina なるてん 花園村 紀伊植物誌 II

5249 ナンテン ナンテン Nandina なるてん 伊都地方 紀伊植物誌 II

5250 ナンテン ナンテン Nandina なるてん 和歌山県 和歌山方言集

5251 ナンテン ナンテン Nandina なるてん 和歌山市・海草・那賀・日高・東牟婁 和歌山縣方言

5252 ナンテン ナンテン Nandina なんてん 花園村 紀伊植物誌 II

5253 ナンテン ナンテン Nandina なんてん 伊都地方 紀伊植物誌 II

キンポウゲ科
5254 カワチブシ トリカブト Aconitum かぶとぎく 花園村 紀伊植物誌 II

5255 カワチブシ トリカブト Aconitum かぶとぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II

5256 トリカブト トリカブト Aconitum かぶとぎく 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

5257 イチリンソウ イチリンソウ Anemone いちげそう 伊都 和歌山縣方言

5258 シュウメイギク イチリンソウ Anemone いわぎく 七川郷 紀伊植物誌１

5259 シュウメイギク イチリンソウ Anemone いわさかぎく 花園村 紀伊植物誌 II

5260 シュウメイギク イチリンソウ Anemone いわさかぎく 伊都地方 紀伊植物誌 II

5261 シュウメイギク イチリンソウ Anemone さかなぎく 七川郷 紀伊植物誌１

5262 シュウメイギク イチリンソウ Anemone さかなぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

5263 ヤマオダマキ オダマキ Aquilegia おだまき 伊都地方 紀伊植物誌 II

5264 キイセンニンソウ センニンソウ Clematis みのかずら 和歌山県 和歌山県植物方言集

5265 キイセンニンソウ センニンソウ Clematis みのかずら 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

5266 キイセンニンソウ センニンソウ Clematis みのかずら 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

5267 センニチソウ センニンソウ Clematis うしのはもじき 新宮市 和歌山県植物方言集

5268 センニチソウ センニンソウ Clematis くつくさ 伊都郡 和歌山県植物方言集

5269 センニチソウ センニンソウ Clematis だんごばな 田辺付近 和歌山縣方言（其二）

5270 センニチソウ センニンソウ Clematis はもじ 新宮市 和歌山県植物方言集

5271 センニチソウ センニンソウ Clematis はもじき 新宮市 和歌山県植物方言集

5272 センニチソウ センニンソウ Clematis ふつ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

5273 センニチソウ センニンソウ Clematis ふつくさ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

5274 センニンソウ センニンソウ Clematis うしのはおれ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5275 センニンソウ センニンソウ Clematis うしのはこぼれ 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

5276 センニンソウ センニンソウ Clematis うしのはもじき 伊都地方 紀伊植物誌 II

5277 センニンソウ センニンソウ Clematis うしのはもじき 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

5278 センニンソウ センニンソウ Clematis うまくわず 伊都地方 紀伊植物誌 II

5279 センニンソウ センニンソウ Clematis うまのはおれぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5280 センニンソウ センニンソウ Clematis くつくさ 紀北 紀州の方言

5281 センニンソウ センニンソウ Clematis くつぐさ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

5282 センニンソウ センニンソウ Clematis くつぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5283 センニンソウ センニンソウ Clematis はもじ 紀南 紀州の方言

5284 センニンソウ センニンソウ Clematis ふつくさ 花園村 紀伊植物誌 II

5285 センニンソウ センニンソウ Clematis ふつくさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5286 センニンソウ センニンソウ Clematis ふつくさ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

5287 センニンソウ センニンソウ Clematis ふつくさかずら 三尾川 紀伊植物誌１

5288 センニンソウ センニンソウ Clematis ふつくさかずら 熊野川町敷屋 紀伊植物誌１

5289 ボタンヅル センニンソウ Clematis がにかずら 七川郷 紀伊植物誌１

5290 ボタンヅル センニンソウ Clematis がりがりかずら 小口郷 信愛紀要・第３号
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5291 ボタンヅル センニンソウ Clematis がりがりかずら 小口郷 紀伊植物誌１

5292 ボタンヅル センニンソウ Clematis はらへたらん 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

5293 ボタンヅル センニンソウ Clematis ぱりぱり 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

5294 ボタンヅル センニンソウ Clematis ふつくさ 七川郷 紀伊植物誌１

5295 バイカオウレン オウレン Coptis これん 小口郷 信愛紀要・第３号

5296 バイカオウレン オウレン Coptis これん 小口郷 紀伊植物誌１

5297 バイカオウレン オウレン Coptis ばいかおうれん 伊都・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

5298 ヒエンソウ ヒエンソウ Delphinium ちどりそー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

5299 シロカネソウ シロカネソウ Dichocarpum しろばなさばのお 和歌山県 和歌山県植物方言集

5300 シロカネソウ シロカネソウ Dichocarpum みやまからまつ 和歌山県 和歌山県植物方言集

5301 シロカネソウ シロカネソウ Dichocarpum みやまからまつ 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

5302 シロカネソウ シロカネソウ Dichocarpum みやまからまつ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

5303 スハマソウ ミスミソウ Hepatica みすみそう 伊都 和歌山縣方言

5304 オキナグサ オキナグサ Pulsatilla おおさかやっこ 小口郷 紀伊植物誌１

5305 オキナグサ オキナグサ Pulsatilla おーさかやっこ 小口郷 信愛紀要・第３号

5306 ウマノアシガタ キンポウゲ Ranunculus あたまいた 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

5307 ウマノアシガタ キンポウゲ Ranunculus きんそー 新宮市 和歌山県植物方言集

5308 ウマノアシガタ キンポウゲ Ranunculus こんぺとぐさ 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

5309 ウマノアシガタ キンポウゲ Ranunculus こんぺんとー 新宮市 和歌山県植物方言集

5310 ウマノアシガタ キンポウゲ Ranunculus とーだいぐさ 田辺市 和歌山県植物方言集

5311 ウマノアシガタ キンポウゲ Ranunculus とくぐさ 日高郡切目 和歌山県植物方言集

5312 ウマノアシガタ キンポウゲ Ranunculus はっぽーくさ 田辺市 和歌山県植物方言集

5313 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus いぬぜり 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5314 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus うしぜり 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

5315 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus おにぜり 七川郷 紀伊植物誌１

5316 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus きんそう 新宮市方面 紀伊植物誌１

5317 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus きんそう 東牟婁 和歌山縣方言

5318 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus きんそー 新宮市 和歌山県植物方言集

5319 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus きんぽうげ 花園村 紀伊植物誌 II

5320 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus きんぽうげ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5321 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus こんぺとぐさ 日高町 日高町誌（下巻）

5322 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus こんぺとぐさ 西牟婁郡近野、日高郡三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5323 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus こんぺとぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

5324 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus こんぺとそう 高野山 紀伊植物誌１

5325 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus こんぺんそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

5326 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus こんぺんとう 伊都地方 紀伊植物誌 II

5327 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus こんぺんとうぐさ 竜神 紀伊植物誌１

5328 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus こんぺんとー 紀北一帯 和歌山県植物方言集

5329 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus こんぺんとぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5330 キツネノボタン キンポウゲ Ranunculus ししぜり 七川郷 紀伊植物誌１

5331 アキカラマツ カラマツソウ Thalictrum うしのつのがえ 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

5332 アキカラマツ カラマツソウ Thalictrum ものくさ 有田郡五西月 和歌山県植物方言集

カツラ科
5333 カツラ カツラ Cercidiphyllum かつら 七川郷 紀伊植物誌１

フサザクラ科
5334 フサザクラ フサザクラ Euptelea さはぐは 岩坂邊 紀州採薬紀

5335 フサザクラ フサザクラ Euptelea たにがし 龍神 紀伊植物誌１

5336 フサザクラ フサザクラ Euptelea たにぐわ 龍神・花園 紀伊植物誌１

5337 フサザクラ フサザクラ Euptelea たにぐわ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5338 フサザクラ フサザクラ Euptelea たにぐわ 伊都地方 紀伊植物誌 II

ヤマグルマ科
5339 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron おーとりもちのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

5340 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron おーもち 和歌山県 和歌山県植物方言集
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5341 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron おーもちのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

5342 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron とりもちのき 紀北、紀南 紀州の方言

5343 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron とりもちのき 伊都郡、日高郡、西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

5344 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron とりもちのき 伊都・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

5345 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron ほんもうち 七川郷 紀伊植物誌１

5346 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron ほんもーち 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

5347 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron ほんもち 東牟婁郡色川・太田 和歌山県植物方言集

5348 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron もうちのき 七川郷 紀伊植物誌１

5349 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron もーち 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5350 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron もちのき 小口郷 信愛紀要・第３号

5351 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron もちのき 東牟婁郡色川、新宮市 和歌山県植物方言集

5352 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron もちのき 小口郷 紀伊植物誌１

5353 ヤマグルマ ヤマグルマ Trochodendron もちのき 龍神 紀伊植物誌１

クスノキ科
5354 クスノキ ニッケイ Cinnamomum くす 日高町 日高町誌（下巻）

5355 クスノキ ニッケイ Cinnamomum くす 全県下 和歌山県植物方言集

5356 ニッケイ ニッケイ Cinnamomum にっき 口熊野 口熊野の方言

5357 ニッケイ ニッケイ Cinnamomum にっき 紀北、紀南 紀州の方言

5358 ニッケイ ニッケイ Cinnamomum にっき 日高町 日高町誌（下巻）

5359 ニッケイ ニッケイ Cinnamomum にっき 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

5360 ニッケイ ニッケイ Cinnamomum にっき 全県下 和歌山県植物方言集

5361 ニッケイ ニッケイ Cinnamomum にっき 伊都地方 紀伊植物誌 II

5362 ニッケイ ニッケイ Cinnamomum にっき 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁

和歌山縣方言

5363 ニッケイ ニッケイ Cinnamomum にっけ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

5364 ニッケイ ニッケイ Cinnamomum にっけ 海草郡南野上、日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5365 ニッケイ ニッケイ Cinnamomum にっけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5366 ニッケイの皮 ニッケイ Cinnamomum にっき 和歌山県 和歌山方言集

5367 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum あおき 串本 和歌山県植物方言集

5368 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum あおき 串本 信愛紀要・第３号

5369 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum あおき 串本 紀伊植物誌１

5370 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum つるぐす 和歌山県 和歌山県植物方言集

5371 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum とーぐす 日高郡一般 和歌山県植物方言集

5372 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やぶぐす 汐見峠 和歌山県植物方言集

5373 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やぶぐす 紀北 信愛紀要・第３号

5374 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やぶぐす 紀北 紀伊植物誌１

5375 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やぶぐす 上三栖 紀州採薬紀

5376 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やぶにっき 新宮市 和歌山県植物方言集

5377 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やぶにっき 小口郷 信愛紀要・第３号

5378 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やぶにっき 小口郷 紀伊植物誌１

5379 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やぶにっけ 小口郷 信愛紀要・第３号

5380 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やぶにっけ 小口郷 紀伊植物誌１

5381 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やぶにっけい 伊都地方 紀伊植物誌 II

5382 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やぶにっけのき 新宮市 和歌山県植物方言集

5383 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やまにっき 龍神 紀伊植物誌１

5384 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やまにっき 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

5385 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やまにっき 花園村 紀伊植物誌 II

5386 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やまにっき 伊都地方 紀伊植物誌 II

5387 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やまにっけ 日高郡龍神 信愛紀要・第３号

5388 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やまにっけ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5389 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やまにっけ 龍神 紀伊植物誌１

5390 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やまにっけ 花園村 紀伊植物誌 II

5391 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やまにっけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5392 ヤブニッケイ ニッケイ Cinnamomum やまにっけー 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5393 アブラチャン クロモジ Lindera ふきだまのき 和歌山県 和歌山県植物方言集
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5394 アブラチャン クロモジ Lindera むらだち 小口郷 信愛紀要・第３号

5395 アブラチャン クロモジ Lindera むらだち 小口郷 紀伊植物誌１

5396 アブラチャン クロモジ Lindera むらだち 七川郷 紀伊植物誌１

5397 カナクギノキ クロモジ Lindera あわがらのき 熊野高原 和歌山県植物方言集

5398 カナクギノキ クロモジ Lindera そばのき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

5399 カナクギノキ クロモジ Lindera そばのき 竜神 紀伊植物誌１

5400 クロモジ クロモジ Lindera あぶらぎ 小口郷 信愛紀要・第３号

5401 クロモジ クロモジ Lindera あぶらぎ 小口郷 紀伊植物誌１

5402 クロモジ クロモジ Lindera くろもじ 小口郷 信愛紀要・第３号

5403 クロモジ クロモジ Lindera くろもじ 小口郷 紀伊植物誌１

5404 クロモジ クロモジ Lindera くろもじ 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

5405 クロモジ クロモジ Lindera くろもじ 七川郷 紀伊植物誌１

5406 クロモジ クロモジ Lindera くろもじ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

5407 クロモジ クロモジ Lindera くろもじ 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

5408 クロモジ クロモジ Lindera くろもじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5409 クロモジの一種 クロモジ Lindera いもぎ 妙法山周辺 紀州採薬紀

5410 シロモジ クロモジ Lindera あかぢしゃ 岩坂邊 紀州採薬紀

5411 シロモジ クロモジ Lindera さるで 竜神 紀伊植物誌１

5412 シロモジ クロモジ Lindera さるで 紀州の山里 紀伊植物誌 III（小川由一）

5413 シロモジ クロモジ Lindera さるでのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

5414 シロモジ クロモジ Lindera さるでのき 高野、清川、那智 和歌山縣方言（其二）

5415 シロモジ クロモジ Lindera とりあし 高野山 紀伊植物誌１

5416 シロモジ クロモジ Lindera とりあし 紀州の山里 紀伊植物誌 III（小川由一）

5417 シロモジ クロモジ Lindera とりのあし 清水 紀伊植物誌１

5418 シロモジ クロモジ Lindera とりのあし 伊都地方 紀伊植物誌 II

5419 シロモジ クロモジ Lindera とりのあし 紀州の山里 紀伊植物誌 III（小川由一）

5420 ダンコウバイ クロモジ Lindera うこんばな 紀南 紀州の方言

5421 ダンコウバイ クロモジ Lindera にわとこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5422 ダンコウバイ クロモジ Lindera まんさく 花園 紀伊植物誌１

5423 ダンコウバイ クロモジ Lindera まんさく 花園村 紀伊植物誌 II

5424 ダンコウバイ クロモジ Lindera まんさく 伊都地方 紀伊植物誌 II

5425 テンダイウヤク クロモジ Lindera うやく 花園村 紀伊植物誌 II

5426 テンダイウヤク クロモジ Lindera うやく 伊都地方 紀伊植物誌 II

5427 ヤマコウバシ クロモジ Lindera こーばち 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

5428 カゴノキ ハマビワ Litsea あおかごのき 紀南 紀州の方言

5429 カゴノキ ハマビワ Litsea かごのき 小口郷 紀伊植物誌１

5430 カゴノキ ハマビワ Litsea かごのき 小口郷 信愛紀要・第３号

5431 カゴノキ ハマビワ Litsea くるまぎ 小口郷 紀伊植物誌１

5432 カゴノキ ハマビワ Litsea こが 小口郷 紀伊植物誌１

5433 カゴノキ ハマビワ Litsea こが 小口郷 信愛紀要・第３号

5434 カゴノキ ハマビワ Litsea こが 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5435 カゴノキ ハマビワ Litsea こが 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5436 カゴノキ ハマビワ Litsea こが 竜神 紀伊植物誌１

5437 カゴノキ ハマビワ Litsea こが 鮎川 紀伊植物誌１

5438 カゴノキ ハマビワ Litsea こかのき 川上 和歌山縣方言（其二）

5439 カゴノキ ハマビワ Litsea こがのき 市江阿瀧～周参見、妙法山周辺 紀州採薬紀

5440 カゴノキ ハマビワ Litsea もんつくば 小口郷 信愛紀要・第３号

5441 カゴノキ ハマビワ Litsea もんつくば 小口郷 紀伊植物誌１

5442 カゴノキ ハマビワ Litsea ゆかご 伊都地方 紀伊植物誌 II

5443 バリバリノキ ハマビワ Litsea しらきめんどー 和歌山県 和歌山県植物方言集

5444 タブノキ タブノキ Machilus おふどーのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

5445 タブノキ タブノキ Machilus こが 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

5446 タブノキ タブノキ Machilus こが 竜神 紀伊植物誌１

5447 タブノキ タブノキ Machilus こぬぐす 和歌山県 和歌山県植物方言集

5448 タブノキ タブノキ Machilus たぶのき 七川郷 紀伊植物誌１

5449 タブノキ タブノキ Machilus たまぐす 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集
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5450 タブノキ タブノキ Machilus たまぐす 七川郷 紀伊植物誌１

5451 タブノキ タブノキ Machilus たまぐす 小口郷 信愛紀要・第３号

5452 タブノキ タブノキ Machilus たまぐす 小口郷 紀伊植物誌１

5453 タブノキ タブノキ Machilus たまのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

5454 タブノキ タブノキ Machilus とーぐす 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5455 タブノキ タブノキ Machilus とぐす 日高町 日高町誌（下巻）

5456 タブノキ タブノキ Machilus ななしのき 東牟婁郡七川－古座川奥 和歌山県植物方言集

5457 タブノキ タブノキ Machilus のりしば 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5458 イヌガシ シロダモ Neolitsea いまめがし 紀南 紀州の方言

5459 イヌガシ シロダモ Neolitsea まつらにっけい 那賀・伊都・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

5460 シロダモ シロダモ Neolitsea おきみのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

5461 シロダモ シロダモ Neolitsea かるめんどう 若山 紀州採薬紀

5462 シロダモ シロダモ Neolitsea たまのき 新宮市 和歌山県植物方言集

5463 シロダモ シロダモ Neolitsea とうきしだ 敷屋 紀伊植物誌１

5464 シロダモ シロダモ Neolitsea とうぐす 鮎川 紀伊植物誌１

5465 シロダモ シロダモ Neolitsea ひよどりぐす 辨天の山 紀州採薬紀

5466 シロダモ シロダモ Neolitsea やぶにっけい 新宮市 和歌山県植物方言集

5467 シロダモ シロダモ Neolitsea やまにっき 伊都地方 紀伊植物誌 II

5468 シロダモ シロダモ Neolitsea やまにっけ 敷屋 紀伊植物誌１

シキミ科
5469 シキミ シキミ Illicium あおばな 太地 熊野太地の伝承

5470 シキミ シキミ Illicium こうのき 小口郷 信愛紀要・第３号

5471 シキミ シキミ Illicium こうのき 小口郷 紀伊植物誌１

5472 シキミ シキミ Illicium こうのき 竜神・清水、その他和歌山県山村各地 紀伊植物誌１

5473 シキミ シキミ Illicium こうのき 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5474 シキミ シキミ Illicium こうのはな 小口郷 信愛紀要・第３号

5475 シキミ シキミ Illicium こうのはな 小口郷 紀伊植物誌１

5476 シキミ シキミ Illicium こうのはな 敷屋 紀伊植物誌１

5477 シキミ シキミ Illicium こうはな 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5478 シキミ シキミ Illicium こーのき 日高郡山路、西牟婁郡近野、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5479 シキミ シキミ Illicium こーのきはな 和歌山県 和歌山県植物方言集

5480 シキミ シキミ Illicium こーのはな 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5481 シキミ シキミ Illicium こーのはな 日高郡龍神・上山路・下山路、川上・真妻、西牟婁郡近野、田辺市、

東牟婁郡七川・三尾川・九重・四村 和歌山県植物方言集

5482 シキミ シキミ Illicium このはな 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

5483 シキミ シキミ Illicium このはな 口熊野 口熊野の方言

5484 シキミ シキミ Illicium このはな 紀南 紀州の方言

5485 シキミ シキミ Illicium このはな 西牟婁郡日置・栗栖川・田並・三栖・生馬・岩田・二川、田辺市、

東牟婁郡色川・小口 和歌山県植物方言集

5486 シキミ シキミ Illicium このはな 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

5487 シキミ シキミ Illicium こはな 東牟婁郡北山 和歌山県植物方言集

5488 シキミ シキミ Illicium しきび 紀北、紀南 紀州の方言

5489 シキミ シキミ Illicium しきび 日高町 日高町誌（下巻）

5490 シキミ シキミ Illicium しきび 印南町 印南町史（資料編）

5491 シキミ シキミ Illicium しきび 和歌山市、那賀郡小倉・中貴志・田中・名手・安楽川・麻生津・粉河、伊都郡笠田・

高野・四郷・紀見・岸上・花園・九度山・見好・隅田・信太・橋本、海草郡岡崎・

塩津・巽・東山東・西脇野・野上・長谷毛原・下神野、有田郡広・保田・湯浅・石垣・

城山・箕島・八幡・五村・鳥屋城・宮原・藤並、日高郡御坊・切目・名田・真妻・

志賀・三尾・内原・早蘇・龍神・南部・稲原・和田・高城・印南・上山路・寒川・

船着・矢田・切目川・川上・湯川、西牟婁郡和深・新庄・佐本・串本・鮎川・有田・

富里、東牟婁郡那智・田原・西向、新宮市 和歌山県植物方言集

5492 シキミ シキミ Illicium しきび 紀北 紀伊植物誌 II

5493 シキミ シキミ Illicium しきび 花園村 紀伊植物誌 II

5494 シキミ シキミ Illicium しきび 伊都地方 紀伊植物誌 II

5495 シキミ シキミ Illicium しきぶ 那賀郡、東牟婁郡太地・小口・那智 和歌山県植物方言集
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5496 シキミ シキミ Illicium はなのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

5497 シキミ シキミ Illicium はなのき 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

5498 シキミ シキミ Illicium はなのき 紀南 紀州の方言

5499 シキミ シキミ Illicium はなのき 紀北 紀伊植物誌 II

5500 シキミ シキミ Illicium まっこう 敷屋 紀伊植物誌１

5501 シキミ シキミ Illicium まっこのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

5502 シキミ シキミ Illicium まっこのき 紀北 紀伊植物誌 II

マツブサ科
5503 サネカズラ サネカズラ Kadsura あたまはげ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5504 サネカズラ サネカズラ Kadsura うしのちち 伊都地方 紀伊植物誌 II

5505 サネカズラ サネカズラ Kadsura かんろかずら 東牟婁郡敷屋 紀伊植物誌１

5506 サネカズラ サネカズラ Kadsura かんろかずら 敷屋 紀伊植物誌１

5507 サネカズラ サネカズラ Kadsura さねかずら 紀南 紀州の方言

5508 サネカズラ サネカズラ Kadsura とろろ 七川郷 紀伊植物誌１

5509 サネカズラ サネカズラ Kadsura とろろかずら 岩田 和歌山縣方言（其二）

5510 サネカズラ サネカズラ Kadsura とろろかずら 西牟婁郡鮎川 紀伊植物誌１

5511 サネカズラ サネカズラ Kadsura とろろかずら 鮎川 紀伊植物誌１

5512 サネカズラ サネカズラ Kadsura とろろかずら 七川郷 紀伊植物誌１

5513 サネカズラ サネカズラ Kadsura はげもも 東牟婁郡敷屋 紀伊植物誌１

5514 サネカズラ サネカズラ Kadsura はげもも 敷屋 紀伊植物誌１

5515 サネカズラ サネカズラ Kadsura びがんかずら 高野山 紀伊植物誌１

5516 サネカズラ サネカズラ Kadsura びがんかずら 花園村 紀伊植物誌 II

5517 サネカズラ サネカズラ Kadsura びがんかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

5518 サネカズラ サネカズラ Kadsura ひなんかずら 日高町 日高町誌（下巻）

5519 サネカズラ サネカズラ Kadsura びなんかずら 小口郷 信愛紀要・第３号

5520 サネカズラ サネカズラ Kadsura びなんかずら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5521 サネカズラ サネカズラ Kadsura びなんかずら 小口郷 紀伊植物誌１

5522 サネカズラ サネカズラ Kadsura びらんかずら 紀北 紀州の方言

5523 サネカズラ サネカズラ Kadsura びらんかずら 日高町 日高町誌（下巻）

5524 サネカズラ サネカズラ Kadsura びらんかずら 小口郷 信愛紀要・第３号

5525 サネカズラ サネカズラ Kadsura びらんかずら 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

5526 サネカズラ サネカズラ Kadsura びらんかずら 和歌山県 紀伊植物誌１

5527 サネカズラ サネカズラ Kadsura びらんかずら 小口郷 紀伊植物誌１

5528 サネカズラ サネカズラ Kadsura びらんかずら 清水 紀伊植物誌１

5529 サネカズラ サネカズラ Kadsura びらんかずら 七川郷 紀伊植物誌１

5530 サネカズラ サネカズラ Kadsura びらんかずら 花園村 紀伊植物誌 II

5531 サネカズラ サネカズラ Kadsura びらんかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

5532 サネカズラ サネカズラ Kadsura びらんかずら 和歌山県 和歌山方言集

5533 サネカズラ サネカズラ Kadsura りゅーべいとろろ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5534 サネカズラ サネカズラ Kadsura わたかずら 竜神・清水 紀伊植物誌１

5535 マツブサ マツブサ Schisandra びがんかずら 高野山 紀伊植物誌１

5536 マツブサ マツブサ Schisandra びらんかずら 小口郷 信愛紀要・第３号

5537 マツブサ マツブサ Schisandra びらんかずら 小口郷 紀伊植物誌１

5538 マツブサ マツブサ Schisandra びらんかずら 清水 紀伊植物誌１

5539 マツブサ マツブサ Schisandra わかたずら 市江阿瀧～周参見、八鬼山～尾鷲浦 紀州採薬紀

5540 マツブサ マツブサ Schisandra わたかずら 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5541 マツブサ マツブサ Schisandra わたかずら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5542 マツブサ マツブサ Schisandra わたかずら 竜神・清水 紀伊植物誌１

5543 マツブサ マツブサ Schisandra わたかずら 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5544 マツブサ マツブサ Schisandra わたかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

モクレン科
5545 コブシ モクレン Magnolia おかやなぎ 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

5546 コブシ モクレン Magnolia やまたばこ 宮腰 紀州採薬紀

5547 タイサンボク モクレン Magnolia たいはくれん 新宮市 和歌山県植物方言集
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5548 タムシバ モクレン Magnolia かむしば 西牟婁 和歌山縣方言

5549 タムシバ モクレン Magnolia こぶし 竜神・花園 紀伊植物誌１

5550 タムシバ モクレン Magnolia こぶし 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5551 タムシバ モクレン Magnolia こぶし 伊都地方 紀伊植物誌 II

5552 タムシバ モクレン Magnolia においこぶし 龍神村 紀伊植物誌 III（小川由一）

5553 ダムシバ モクレン Magnolia かむしば 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

5554 ダムシバ モクレン Magnolia かむしば 西牟婁郡上秋津 和歌山県植物方言集

5555 ホオノキ モクレン Magnolia かたなぎ 高野山 紀伊植物誌１

5556 ホオノキ モクレン Magnolia ほう 龍神・その他 紀伊植物誌１

5557 ホオノキ モクレン Magnolia ほう 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5558 ホオノキ モクレン Magnolia ほうのき 龍神・その他 紀伊植物誌１

5559 ホオノキ モクレン Magnolia ほうのき 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5560 ホオノキ モクレン Magnolia ほうのき 花園村 紀伊植物誌 II

5561 ホオノキ モクレン Magnolia ほうのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

5562 モクレン モクレン Magnolia うしのした 花園村 紀伊植物誌 II

5563 モクレン モクレン Magnolia うしのした 伊都地方 紀伊植物誌 II

5564 オガタマノキ オガタマノキ Michelia おかたまのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

サボテン科
5565 ヒモサボテン ヒモサボテン Aporocactus ひもしゃぼてん 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

5566 カニバサボテン カニバサボテン Schlumbergera かにしゃぼてん 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

5567 サボテン － しゃぼてん 紀北、紀南 紀州の方言

5568 サボテン － しゃぼてん 當地方 田邊方言訛語便覧

5569 サボテン － しゃぼてん 和歌山市、海草郡南野上、有田郡、西牟婁郡、日高郡御坊、東牟婁郡色川

和歌山県植物方言集

5570 サボテン類 － おほづつ 岩田 和歌山縣方言（其二）

ヒユ科
5571 イノコズチ イノコズチ Achyranthes いちび 日高郡山路 和歌山県植物方言集

5572 イノコズチ イノコズチ Achyranthes いちび 七川郷 紀伊植物誌１

5573 イノコズチ イノコズチ Achyranthes いちび 十津川 紀伊植物誌１

5574 イノコズチ イノコズチ Achyranthes いちべ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

5575 イノコズチ イノコズチ Achyranthes いぬのはり 日高町 日高町誌（下巻）

5576 イノコズチ イノコズチ Achyranthes いぬのはり 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

5577 イノコズチ イノコズチ Achyranthes いのこずち 七川郷 紀伊植物誌１

5578 イノコズチ イノコズチ Achyranthes いのこずち 伊都地方 紀伊植物誌 II

5579 イノコズチ イノコズチ Achyranthes くさのみ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5580 イノコズチ イノコズチ Achyranthes ごしつ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5581 イノコズチ イノコズチ Achyranthes しゅりけんいちび 日高郡寒川 紀伊植物誌１

5582 イノコズチ イノコズチ Achyranthes つかみ 小口 紀伊植物誌１

5583 イノコズチ イノコズチ Achyranthes のみくさ 敷屋・三里 紀伊植物誌１

5584 イノコズチ イノコズチ Achyranthes ひっつきむし 日高町 日高町誌（下巻）

5585 イノコズチ イノコズチ Achyranthes ふしぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5586 イノコズチ イノコズチ Achyranthes ふしぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

5587 イノコズチ イノコズチ Achyranthes ふしだか 小口郷 信愛紀要・第３号

5588 イノコズチ イノコズチ Achyranthes ふしだか 新宮市 和歌山県植物方言集

5589 イノコズチ イノコズチ Achyranthes ふしだか 小口郷 紀伊植物誌１

5590 イノコズチ イノコズチ Achyranthes ふしだか 敷屋 紀伊植物誌１

5591 イノコズチ イノコズチ Achyranthes ふしだか 七川郷 紀伊植物誌１

5592 イノコズチ イノコズチ Achyranthes ふしだか 東牟婁 和歌山縣方言

5593 イノコズチ イノコズチ Achyranthes ふしだかいちび 七川 紀伊植物誌１

5594 イノコズチ イノコズチ Achyranthes ふしだかいちび 七川郷 紀伊植物誌１

5595 ヒナタイノコズチ イノコズチ Achyranthes いぬのはり 日高町 日高町誌（下巻）

5596 ヒナタイノコズチ イノコズチ Achyranthes しゅりけんいちべ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5597 ヒナタイノコズチ イノコズチ Achyranthes ひっつきむし 日高町 日高町誌（下巻）

5598 イヌビユ ヒユ Amaranthus おんびょーな 新宮市 和歌山県植物方言集
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5599 イヌビユ ヒユ Amaranthus かみなりびょーな 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

5600 イヌビユ ヒユ Amaranthus しょうな 敷屋 紀伊植物誌１

5601 イヌビユ ヒユ Amaranthus ひょうな 花園村 紀伊植物誌 II

5602 イヌビユ ヒユ Amaranthus ひょうな 伊都地方 紀伊植物誌 II

5603 イヌビユ ヒユ Amaranthus ひょーな 日高郡南部、西牟婁郡近野、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5604 イヌビユ ヒユ Amaranthus べにぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5605 ハゲイトウ ヒユ Amaranthus はあげえと 伊都地方 紀伊植物誌 II

5606 ヒユ ヒユ Amaranthus ひゅーな 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5607 ヒユ ヒユ Amaranthus ひょうな 小口郷、紀北の山村 信愛紀要・第３号

5608 ヒユ ヒユ Amaranthus ひょうな 小口郷 紀伊植物誌１

5609 ヒユ ヒユ Amaranthus ひょうな 龍神 紀伊植物誌１

5610 ヒユ ヒユ Amaranthus ひょうな 伊都地方 紀伊植物誌 II

5611 ヒユ ヒユ Amaranthus ひょうな 東牟婁 和歌山縣方言

5612 ヒユ ヒユ Amaranthus ひょーな 日高町 日高町誌（下巻）

5613 ヒユ ヒユ Amaranthus ひょーな 日高郡南部、西牟婁郡近野、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5614 ヒユ ヒユ Amaranthus めんびょーな 新宮市 和歌山県植物方言集

5615 ケイトウ ケイトウ Celosia けいと 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5616 ケイトウ ケイトウ Celosia けえと 伊都地方 紀伊植物誌 II

5617 ケイトウ ケイトウ Celosia けーと 日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5618 ケイトウ ケイトウ Celosia けーと 紀北 紀伊植物誌１

5619 ケイトウ ケイトウ Celosia けっとう 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5620 ケイトウ ケイトウ Celosia けと 日高町 日高町誌（下巻）

5621 ケイトウ ケイトウ Celosia けと 海草郡長谷毛原、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

5622 ケイトウ ケイトウ Celosia けと 紀北 紀伊植物誌１

5623 ケイトウ ケイトウ Celosia けと 伊都地方 紀伊植物誌 II

5624 ノゲイトウ ケイトウ Celosia かわらげえと 伊都地方 紀伊植物誌 II

5625 センニチコウ センニチコウ Gomphrena せんにちこ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

5626 センニチコウ センニチコウ Gomphrena ぼうすばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

アカザ科
5627 アリタソウ アリタソウ Ambrina るうだそう 有田・日高・西牟婁 和歌山縣方言

5628 フダンソウ フダンソウ Beta とうじしゃ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5629 フダンソウ フダンソウ Beta とじしゃ 海草郡南野上、日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5630 フダンソウ フダンソウ Beta ふだんな 伊都地方 紀伊植物誌 II

5631 フダンソウ フダンソウ Beta ふらんそー 和歌山市 和歌山県植物方言集

5632 アカザ アカザ Chenopodium あかぎぎ 紀北 紀州の方言

5633 アカザ アカザ Chenopodium あかざ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5634 アカザ アカザ Chenopodium あかだ 海草郡南野上、日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5635 アカザ アカザ Chenopodium あかねぎ 伊都郡 和歌山県植物方言集

5636 アカザ類 アカザ Chenopodium あかだ 七川郷 紀伊植物誌１

5637 マルバアカザ アカザ Chenopodium あかざ 有田郡御霊・湯浅 和歌山県植物方言集

5638 ホウキギ ホウキギ Kochia なぜぎ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5639 ホウキギ ホウキギ Kochia なでぎ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5640 ホウキギ ホウキギ Kochia ほうきぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5641 ホウキギ ホウキギ Kochia ほーきぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

5642 ホウキギ ホウキギ Kochia ほーけぐさ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

ナデシコ科
5643 ミミナグサ ミミナグサ Cerastium みみな 小口郷 信愛紀要・第３号

5644 ミミナグサ ミミナグサ Cerastium みみな 小口郷 紀伊植物誌１

5645 ナンバンハコベ ナンバンハコベ Cucubalus つるせんのう 和歌山市・伊都・東牟婁 和歌山縣方言

5646 ナンバンハコベ ナンバンハコベ Cucubalus つるせんのぉ 紀北、紀南 紀州の方言

5647 アメリカナデシコ ナデシコ Dianthus たまらんこ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

5648 アメリカナデシコ ナデシコ Dianthus なでしこ 日高郡和田、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5649 カワラナデシコ ナデシコ Dianthus なでしこ 日高町 日高町誌（下巻）

5650 ナデシコ ナデシコ Dianthus なぜしこ 東牟婁 和歌山縣方言
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5651 ウシハコベ ウシハコベ Myosoton はこべ 日高町 日高町誌（下巻）

5652 ウシハコベ ウシハコベ Myosoton はこべ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5653 ウシハコベ ウシハコベ Myosoton はこべ 花園村 紀伊植物誌 II

5654 ウシハコベ ウシハコベ Myosoton はこべ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5655 ツメクサ ツメクサ Sagina ひっつきぐさ 紀南 紀州の方言

5656 ツメクサ ツメクサ Sagina ほうたろぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5657 ツメクサ ツメクサ Sagina ほたるぐさ 御坊 和歌山縣方言（其二）

5658 ツメクサ ツメクサ Sagina ほたるぐさ 志賀 日高町誌（下巻）

5659 ツメクサ ツメクサ Sagina ほたるぐさ 日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

5660 ツメクサ ツメクサ Sagina ほたるぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

5661 ツメクサ ツメクサ Sagina ほたるぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5662 ツメクサ ツメクサ Sagina まつばぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

5663 ツメクサ ツメクサ Sagina まつばぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5664 オオヤマハコベ ハコベ Stellaria とうじんかずら 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

5665 オオヤマハコベ ハコベ Stellaria とうじんかずら 本宮 紀州採薬紀

5666 コハコベ ハコベ Stellaria はこべ 花園村 紀伊植物誌 II

5667 ノミノフスマ ハコベ Stellaria ほたろぐさ 紀北 紀州の方言

5668 ノミノフスマ ハコベ Stellaria ほたろぐさ 和歌山県 和歌山方言集

5669 ハコベ ハコベ Stellaria はこべ 日高町 日高町誌（下巻）

5670 ハコベ ハコベ Stellaria はこべ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5671 ハコベ ハコベ Stellaria はこべ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5672 ハコベ ハコベ Stellaria はこべら 紀南 紀州の方言

5673 ハコベ ハコベ Stellaria はこべら 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

5674 ハコベ ハコベ Stellaria はこべら 西牟婁 和歌山縣方言

5675 ハコベ ハコベ Stellaria はっこべ 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

5676 ハコベ ハコベ Stellaria はつこべ 西牟婁 和歌山縣方言

5677 ミドリハコベ ハコベ Stellaria はこべ 花園村 紀伊植物誌 II

5678 ミドリハコベ ハコベ Stellaria はこべ 伊都地方 紀伊植物誌 II

スベリヒユ科
5679 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca すべり 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

5680 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca すべり 口熊野 口熊野の方言

5681 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca すべり 有田郡宮原、日高郡御坊、田辺市 和歌山県植物方言集

5682 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca すべり 花園 紀伊植物誌１

5683 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca すべり 伊都地方 紀伊植物誌 II

5684 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca すべりぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5685 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca すべりな 花園村 紀伊植物誌 II

5686 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca すべりな 伊都地方 紀伊植物誌 II

5687 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca すべりひゆ 花園 紀伊植物誌１

5688 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca すべりひょーな 新宮市 和歌山県植物方言集

5689 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca たこのあし 紀北 信愛紀要・第３号

5690 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca とんぼぐさ 日高郡塩屋 和歌山県植物方言集

5691 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca ひょーな 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5692 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca みみずぐさ 小口郷 信愛紀要・第３号

5693 スベリヒユ スベリヒユ Portulaca みみずぐさ 小口郷 紀伊植物誌１

5694 マツバボタン スベリヒユ Portulaca からくさ 新宮市 和歌山県植物方言集

5695 マツバボタン スベリヒユ Portulaca すっせそう 紀北 紀伊植物誌１

5696 マツバボタン スベリヒユ Portulaca すべり 海草郡南野上、田辺市 和歌山県植物方言集

5697 マツバボタン スベリヒユ Portulaca すべり 紀北 紀伊植物誌１

5698 マツバボタン スベリヒユ Portulaca すべり 伊都地方 紀伊植物誌 II

5699 マツバボタン スベリヒユ Portulaca すべりそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

5700 マツバボタン スベリヒユ Portulaca ちょうせんすべり 伊都地方 紀伊植物誌 II

5701 マツバボタン スベリヒユ Portulaca つめきりそう 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

5702 マツバボタン スベリヒユ Portulaca つめきりそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

5703 マツバボタン スベリヒユ Portulaca つめきりそう 東牟婁 和歌山縣方言

5704 マツバボタン スベリヒユ Portulaca つめきりそー 海草郡南野上、日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集
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5705 マツバボタン スベリヒユ Portulaca つめきりばな 紀北 紀伊植物誌１

5706 マツバボタン スベリヒユ Portulaca つめりぐさ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

5707 マツバボタン スベリヒユ Portulaca にっちばな 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5708 マツバボタン スベリヒユ Portulaca にっちゅーばな 新宮市 和歌山県植物方言集

5709 マツバボタン スベリヒユ Portulaca にっちゅうばな 東牟婁 和歌山縣方言

5710 マツバボタン スベリヒユ Portulaca にってんそう 紀北 紀伊植物誌１

5711 マツバボタン スベリヒユ Portulaca ひでりそう 紀北 紀伊植物誌１

5712 マツバボタン スベリヒユ Portulaca ひなたそぉ 紀北 紀州の方言

5713 マツバボタン スベリヒユ Portulaca ひなたそー 和歌山県 和歌山方言集

5714 マツバボタン スベリヒユ Portulaca ひるみっちゃ 印南町 印南町史（資料編）

5715 マツバボタン スベリヒユ Portulaca ほうろへえそ 東牟婁 和歌山縣方言

5716 マツバボタン スベリヒユ Portulaca ほーろへーそ 新宮市 和歌山県植物方言集

5717 マツバボタン スベリヒユ Portulaca まつぼたん 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5718 マツバボタン スベリヒユ Portulaca まつぼたん 東牟婁 和歌山縣方言

ツルナ科
5719 マツバギク マツバギク Lampranthus つめきりそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

5720 ツルナ ツルナ Tetragonia はまじしゃ 日高郡御坊・三尾、西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

5721 ツルナ ツルナ Tetragonia はまぢしゃ 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

5722 ツルナ ツルナ Tetragonia はまぢしゃ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

5723 ツルナ ツルナ Tetragonia はまぢしゃ 日高町 日高町誌（下巻）

ザクロソウ科
5724 ザクロソウ ザクロソウ Mollugo ももぐさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

5725 ザクロ ザクロソウ Punica じゃくろ 紀北 紀州の方言

5726 ザクロ ザクロソウ Punica じゃくろ 海草郡南野上、日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

5727 ザクロ ザクロソウ Punica じゃくろ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5728 ザクロ ザクロソウ Punica じゃくろ 和歌山県 和歌山方言集

5729 ザクロ ザクロソウ Punica だくろ 紀北、紀南 紀州の方言

5730 ザクロ ザクロソウ Punica だくろ 海草郡南野上、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

5731 ザクロ ザクロソウ Punica だくろ 海草・東牟婁 和歌山縣方言

オシロイバナ科
5732 オシロイバナ オシロイバナ Mirabilis おしろい 紀北 紀伊植物誌１

5733 オシロイバナ オシロイバナ Mirabilis おしろいぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

ヤマゴボウ科
5734 ヤマゴボウ ヤマゴボウ Phytolacca やまごんぼ 紀北、紀南 紀州の方言

5735 ヤマゴボウ ヤマゴボウ Phytolacca やまごんぼ 花園 紀伊植物誌１

5736 ヤマゴボウ ヤマゴボウ Phytolacca やまごんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5737 ヤマゴボウ ヤマゴボウ Phytolacca やまごんぼ 海草・那賀・日高・東牟婁 和歌山縣方言

タデ科
5738 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron げたのお 七川郷 紀伊植物誌１

5739 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron げたのはな 七川郷 紀伊植物誌１

5740 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron こうぼうだいしのふでふき 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

5741 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron こうぼうだいしのふでふきぐさ 龍神 紀伊植物誌１

5742 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron こうぼうのふでふきぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

5743 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron こーぼーのふでふきぐさ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5744 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron つでふきぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

5745 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron ふでつきぐさ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

5746 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron ふでつきぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

5747 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron ふでふきぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5748 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron ふでふきぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

5749 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron みずそば 清水 紀伊植物誌１

5750 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron みずひき 敷屋 紀伊植物誌１
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5751 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron みずひき 七川郷 紀伊植物誌１

5752 ミズヒキ ミズヒキ Antenoron みずひきぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5753 アキノウナギツカミ イヌラデ Persicaria すじかずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

5754 イヌタデ イヌタデ Persicaria あかまま 和歌山市、海草郡、那賀郡一帯（小児） 和歌山県植物方言集

5755 イヌタデ イヌタデ Persicaria あかまま 伊都地方 紀伊植物誌 II

5756 イヌタデ イヌタデ Persicaria いぬたで 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5757 イヌタデ イヌタデ Persicaria こんぺとぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

5758 イヌタデ イヌタデ Persicaria たで 伊都地方 紀伊植物誌 II

5759 イヌタデ イヌタデ Persicaria はなぎれぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5760 オオイヌタデ イヌタデ Persicaria かわたで 伊都郡恋野 和歌山県植物方言集

5761 オオイヌタデ イヌタデ Persicaria かわたで 伊都地方 紀伊植物誌 II

5762 サナエタデ イヌタデ Persicaria あいばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

5763 サナエタデ イヌタデ Persicaria いぬたで 七川郷 紀伊植物誌１

5764 ハナタデ イヌタデ Persicaria たて 伊都地方 紀伊植物誌 II

5765 ハナタデ イヌタデ Persicaria たで 伊都地方 紀伊植物誌 II

5766 ハナタデ イヌタデ Persicaria ふでふきぐさ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

5767 ハナタデ イヌタデ Persicaria みぞそば 伊都地方 紀伊植物誌 II

5768 ハルタデ イヌタデ Persicaria あかまんま 有田郡鳥屋城 和歌山県植物方言集

5769 ハルタデ イヌタデ Persicaria はなすり 七川郷 紀伊植物誌１

5770 ボントクタデ イヌタデ Persicaria かわたで 伊都地方 紀伊植物誌 II

5771 マタデ イヌタデ Persicaria からし 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5772 マタデ イヌタデ Persicaria たで 七川郷 紀伊植物誌１

5773 ママコノシリヌグイ イヌタデ Persicaria とげそば 西牟婁 和歌山縣方言

5774 ママコノシリヌグイ イヌタデ Persicaria はりそば 日高町 日高町誌（下巻）

5775 ママコノシリヌグイ イヌタデ Persicaria はりそば 新宮市 和歌山県植物方言集

5776 ママコノシリヌグイ イヌタデ Persicaria はりそば 東牟婁 和歌山縣方言

5777 ミゾソバ イヌタデ Persicaria きゃるぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

5778 ミゾソバ イヌタデ Persicaria きやるぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

5779 ミゾソバ イヌタデ Persicaria たにそば 七川郷 紀伊植物誌１

5780 ミゾソバ イヌタデ Persicaria みずぐさ 有田郡宮原・御霊 和歌山県植物方言集

5781 ミゾソバ イヌタデ Persicaria みずそーば 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5782 ミゾソバ イヌタデ Persicaria みずそば 日高町 日高町誌（下巻）

5783 ミゾソバ イヌタデ Persicaria みずそば 新宮市 和歌山県植物方言集

5784 ミゾソバ イヌタデ Persicaria みずそば 花園村 紀伊植物誌 II

5785 ミゾソバ イヌタデ Persicaria みずそば 伊都地方 紀伊植物誌 II

5786 ミゾソバ イヌタデ Persicaria みぞそば 伊都地方 紀伊植物誌 II

5787 ムラサキタデ イヌタデ Persicaria ほんたで 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

5788 ヤナギタデ イヌタデ Persicaria からし 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5789 ミチヤナギ ミチヤナギ Polygonum ととくさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

5790 ミチヤナギ ミチヤナギ Polygonum みちやなぎ 西牟婁 和歌山縣方言

5791 イタドリ イタドリ Reynoutria あかっぽ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

5792 イタドリ イタドリ Reynoutria あなっぽ 紀北 紀州の方言

5793 イタドリ イタドリ Reynoutria あなっぽ 和歌山市、海草郡長谷毛原・六十谷・東山東、那賀郡田中・安楽川・

名手・小倉・麻生津、伊都郡笠田・四郷・九度山・高野・見好・橋本

和歌山県植物方言集

5794 イタドリ イタドリ Reynoutria あなっぽ 岩出 紀伊植物誌１

5795 イタドリ イタドリ Reynoutria あなっぽ 岩出町付近 紀伊植物誌 II

5796 イタドリ イタドリ Reynoutria あなっぽ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5797 イタドリ イタドリ Reynoutria あなっぽ 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

5798 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずら 由良内原 和歌山縣方言（其二）

5799 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずら 紀南 紀州の方言

5800 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずら 小口郷 信愛紀要・第３号

5801 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずら 和歌山市、日高郡由良・白崎・内原・志賀 和歌山県植物方言集

5802 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずら 小口郷 紀伊植物誌１

5803 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずら 伊都地方 紀伊植物誌 II

5804 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずら 日高 和歌山縣方言
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5805 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずり 和歌山市、海草郡西脇野、東牟婁郡太地 和歌山県植物方言集

5806 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずる 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

5807 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずる 八幡村 紀伊植物誌１

5808 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずる 清水 紀伊植物誌１

5809 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずる 有田郡八幡 紀伊植物誌 II

5810 イタドリ イタドリ Reynoutria いたずろ 日高郡比井崎、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5811 イタドリ イタドリ Reynoutria いたつっぽ 那賀郡調月 紀伊植物誌 II

5812 イタドリ イタドリ Reynoutria いたっぽ 海草郡長谷毛原、那賀郡奥楽川・鞆淵 和歌山県植物方言集

5813 イタドリ イタドリ Reynoutria いたっぽ 紀北 紀州の方言

5814 イタドリ イタドリ Reynoutria いたっぽ 奥安楽川、鞆淵 紀伊植物誌１

5815 イタドリ イタドリ Reynoutria いたっぽ 敷屋 紀伊植物誌１

5816 イタドリ イタドリ Reynoutria いたっぽ 伊都郡高野口町、那賀郡鞆淵、奥安楽川 紀伊植物誌 II

5817 イタドリ イタドリ Reynoutria いたっぽ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5818 イタドリ イタドリ Reynoutria いたっぽ 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

5819 イタドリ イタドリ Reynoutria いたっぽ 那賀 和歌山縣方言

5820 イタドリ イタドリ Reynoutria いたっぽう 伊都地方 紀伊植物誌 II

5821 イタドリ イタドリ Reynoutria いたづる 伊都地方 紀伊植物誌 II

5822 イタドリ イタドリ Reynoutria いたどり 伊都地方 紀伊植物誌 II

5823 イタドリ イタドリ Reynoutria いたどり 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

5824 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんこ 伊都郡九度山、那賀郡田中、海草郡下津、有田郡鳥屋城・藤並

和歌山県植物方言集

5825 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんこ 橋本市矢倉脇 紀伊植物誌 II

5826 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5827 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんこ 橋本 橋本の方言

5828 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんずっぽ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5829 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんずる 伊都郡橋本 和歌山県植物方言集

5830 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんづる 伊都郡かつらぎ町四郷・高野口町 紀伊植物誌 II

5831 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんづる 伊都地方 紀伊植物誌 II

5832 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんぼ 伊都郡河根・花園・笠田・高野・見好、海草郡南野上、有田郡安諦、日高郡真妻

和歌山県植物方言集

5833 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんぼ 伊都郡河根村 紀伊植物誌１

5834 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんぼ 新宮市高津気 紀伊植物誌１

5835 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんぼ 伊都郡九度山町河根・花園村 紀伊植物誌 II

5836 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんぼ 花園村 紀伊植物誌 II

5837 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5838 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんぼ 橋本 橋本の方言

5839 イタドリ イタドリ Reynoutria いたんぽ 橋本 橋本の方言

5840 イタドリ イタドリ Reynoutria いったんこ 和歌山市紀三井寺、伊都郡紀見・高野・隅田、海草郡塩津・

東山東、海南市黒江 和歌山県植物方言集

5841 イタドリ イタドリ Reynoutria いったんこ 海南市 紀伊植物誌 II

5842 イタドリ イタドリ Reynoutria いったんこいったんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5843 イタドリ イタドリ Reynoutria いったんぼ 伊都郡岸上・隅田 和歌山県植物方言集

5844 イタドリ イタドリ Reynoutria いぬごんぱち 奥安楽川、鞆淵 紀伊植物誌１

5845 イタドリ イタドリ Reynoutria いぬごんぱち 和深村 紀伊植物誌 II

5846 イタドリ イタドリ Reynoutria いぬごんぱち 七川郷 紀伊植物誌１

5847 イタドリ イタドリ Reynoutria ぎしぎし 有田郡 和歌山県植物方言集

5848 イタドリ イタドリ Reynoutria くちなわいたんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

5849 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんじー 那賀郡田中 和歌山県植物方言集

5850 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

5851 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 奥安楽川、鞆淵 紀伊植物誌１

5852 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 日高郡 和歌山縣方言（其二）

5853 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 口熊野 口熊野の方言

5854 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 紀北、紀南 紀州の方言

5855 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 熊野物産初志

5856 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 那智、天満 那智地区方言集

5857 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 日高町 日高町誌（下巻）
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5858 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 古座地域 古座地域のはなしことば集

5859 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 小口郷 信愛紀要・第３号

5860 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 下田原 田原の方言・第一輯

5861 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 太地 熊野太地の伝承

5862 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5863 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 印南町 印南町史（資料編）

5864 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 和歌山市、海草郡塩津・巽・北野上・南野上・中野上・東野上・小川・長谷毛原・

下神野、那賀郡中貴志、有田郡広・湯浅・藤並・石垣・城山・箕島・八幡・五村・

宮原、日高郡御坊・和田・船着・高城・真妻・山路・南部・稲原・矢田・川上・

内原・寒川・切目川・早蘇・印南・松原・湯浅・清川・龍神、西牟婁郡近野・田並・

三栖・新庄・岩田・栗栖川・和深・佐本・市ノ瀬・三舞・日置・周参見・川添・

串本・生馬・鮎川・大都河・潮岬・富里・有田・仁川、田辺市、東牟婁郡那智・

色川・太田・下里・太地・田原・古座・西向・高池・七川・九重・請川・小口・

本宮・三津ノ・北山、新宮市 和歌山県植物方言集

5865 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 紀州 紀伊植物誌１

5866 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 小口郷 紀伊植物誌１

5867 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 竜神・十津川 紀伊植物誌１

5868 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 敷屋 紀伊植物誌１

5869 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 七川郷 紀伊植物誌１

5870 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 奈良県吉野郡十津川村田戸、東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5871 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

5872 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 和歌山市、田辺、生馬、竜神、すさみ、和深、新宮 紀伊植物誌 II

5873 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 伊都地方 紀伊植物誌 II

5874 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

5875 イタドリ イタドリ Reynoutria ごんぱち 那賀・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

5876 イタドリ イタドリ Reynoutria すいすい 和歌山市、海南市黒江、那賀郡安楽川、海草郡東山東・岡崎

和歌山県植物方言集

5877 イタドリ イタドリ Reynoutria すいすい 海南市 紀伊植物誌 II

5878 イタドリ イタドリ Reynoutria すかっぽ 日高郡御坊・白崎 和歌山県植物方言集

5879 イタドリ イタドリ Reynoutria すかっぽ 那賀郡調月村 紀伊植物誌 II

5880 イタドリ イタドリ Reynoutria すかんぼ 伊都郡隅田・河根 和歌山県植物方言集

5881 イタドリ イタドリ Reynoutria すかんぼ 伊都郡河根村 紀伊植物誌１

5882 イタドリ イタドリ Reynoutria すかんぼ 花園村 紀伊植物誌 II

5883 イタドリ イタドリ Reynoutria すかんぽ 日高町 日高町誌（下巻）

5884 イタドリ イタドリ Reynoutria すかんぽ 和歌山市、海草郡岡崎 和歌山県植物方言集

5885 イタドリ イタドリ Reynoutria すかんぽ 伊都郡九度山町河根・花園村 紀伊植物誌 II

5886 イタドリ イタドリ Reynoutria すかんぽ 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

5887 イタドリ イタドリ Reynoutria すっぽん 海草郡塩津、有田郡保田・宮原、日高郡白崎 和歌山県植物方言集

5888 イタドリ イタドリ Reynoutria せんぼん 東牟婁郡太地 和歌山県植物方言集

5889 イタドリ イタドリ Reynoutria たず 日高郡矢田 和歌山県植物方言集

5890 イタドリ イタドリ Reynoutria たちっぽ 那智、天満 那智地区方言集

5891 イタドリ イタドリ Reynoutria ひょろひょろだけ 日高郡名田 和歌山県植物方言集

5892 イタドリ イタドリ Reynoutria へびごんぱち 敷屋郷 紀伊植物誌１

5893 イタドリ イタドリ Reynoutria へびたっぽ 敷屋郷 紀伊植物誌１

5894 イタドリ イタドリ Reynoutria ほうらだけ 日高郡名田 和歌山県植物方言集

5895 イタドリ イタドリ Reynoutria ほけじろ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

5896 イタドリ イタドリ Reynoutria ぽっぽ 海草郡岡崎、那賀郡中貴志 和歌山県植物方言集

5897 イタドリ イタドリ Reynoutria ほほろたけ 日高郡 和歌山県植物方言集

5898 イタドリ イタドリ Reynoutria ほほろだけ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

5899 イタドリ イタドリ Reynoutria ほほろだけ 印南町 印南町史（資料編）

5900 イタドリ イタドリ Reynoutria ほほろだけ 日高郡矢田・稲原・御坊 和歌山県植物方言集

5901 イタドリ イタドリ Reynoutria ほろろだけ 日高郡 和歌山県植物方言集

5902 イタドリ イタドリ Reynoutria ぽんぽんだけ 有田郡保田・箕島 和歌山県植物方言集

5903 イタドリ イタドリ Reynoutria ぽんぽんだけ 有田市方面 紀伊植物誌 III（小川由一）

5904 イタドリ イタドリ Reynoutria やから 竜神村 紀伊植物誌１

5905 イタドリ イタドリ Reynoutria やたら 日高郡龍神 和歌山県植物方言集
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5906 イタドリ イタドリ Reynoutria やたら 竜神村 紀伊植物誌１

5907 イタドリ イタドリ Reynoutria やたら 竜神 紀伊植物誌１

5908 ダイオウ ダイオウ Rheum ぎしぎし 御坊 和歌山縣方言（其二）

5909 ダイオウ ダイオウ Rheum ぎしぎし 西牟婁 和歌山縣方言

5910 ダイオウ ダイオウ Rheum しのね 日高郡 和歌山縣方言（其二）

5911 ダイオウ ダイオウ Rheum すいすい 清川 和歌山縣方言（其二）

5912 エゾノギシギシ ギシギシ Rumex うしげし 伊都地方 紀伊植物誌 II

5913 エゾノギシギシ ギシギシ Rumex おにすいすい 伊都地方 紀伊植物誌 II

5914 エゾノギシギシ ギシギシ Rumex くちなすいすい 伊都地方 紀伊植物誌 II

5915 エゾノギシギシ ギシギシ Rumex くちなすいすい 花園村 紀伊植物誌 II

5916 エゾノギシギシ ギシギシ Rumex だいおう 伊都地方 紀伊植物誌 II

5917 エゾノギシギシ ギシギシ Rumex だいおう 花園村 紀伊植物誌 II

5918 ギシギシ ギシギシ Rumex うしげし 花園村 紀伊植物誌 II

5919 ギシギシ ギシギシ Rumex うしげし 伊都地方 紀伊植物誌 II

5920 ギシギシ ギシギシ Rumex おにすいすい 伊都地方 紀伊植物誌 II

5921 ギシギシ ギシギシ Rumex ぎしぎし 口熊野 口熊野の方言

5922 ギシギシ ギシギシ Rumex ぎしぎし 七川郷 紀伊植物誌１

5923 ギシギシ ギシギシ Rumex ぎしぎし 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5924 ギシギシ ギシギシ Rumex ぎしぎし 伊都地方 紀伊植物誌 II

5925 ギシギシ ギシギシ Rumex くちなわすいすい 伊都地方 紀伊植物誌 II

5926 ギシギシ ギシギシ Rumex さいら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5927 ギシギシ ギシギシ Rumex さば 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

5928 ギシギシ ギシギシ Rumex しなは 東牟婁郡色川・太田 和歌山県植物方言集

5929 ギシギシ ギシギシ Rumex しなは 紀南、有田、日高 紀伊植物誌１

5930 ギシギシ ギシギシ Rumex しのと 那賀郡紀ノ川筋 和歌山県植物方言集

5931 ギシギシ ギシギシ Rumex しのと 紀北 紀伊植物誌１

5932 ギシギシ ギシギシ Rumex しのと 紀北の農村 紀伊植物誌１

5933 ギシギシ ギシギシ Rumex しのね 日高郡山路、東牟婁郡下里・西向・那智 和歌山県植物方言集

5934 ギシギシ ギシギシ Rumex しのね 紀南、有田、日高 紀伊植物誌１

5935 ギシギシ ギシギシ Rumex しのね 山路 紀伊植物誌１

5936 ギシギシ ギシギシ Rumex しのね 七川郷 紀伊植物誌１

5937 ギシギシ ギシギシ Rumex しのね 東牟婁郡太田、下里方面 紀伊植物誌１

5938 ギシギシ ギシギシ Rumex しのは 日高郡龍神、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5939 ギシギシ ギシギシ Rumex しのは 和歌山県 紀伊植物誌１

5940 ギシギシ ギシギシ Rumex しのは 竜神 紀伊植物誌１

5941 ギシギシ ギシギシ Rumex しのは 東牟婁郡太田、下里方面 紀伊植物誌１

5942 ギシギシ ギシギシ Rumex しろしのと 那賀郡紀ノ川筋 和歌山県植物方言集

5943 ギシギシ ギシギシ Rumex すいすい 日高郡清川 和歌山県植物方言集

5944 ギシギシ ギシギシ Rumex すいだし 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5945 ギシギシ ギシギシ Rumex たこのいぼ 和歌山市、海草郡岡崎 和歌山県植物方言集

5946 ギシギシ ギシギシ Rumex へびのすいすい 敷屋 紀伊植物誌１

5947 スイバ ギシギシ Rumex かんごそ 那賀 和歌山縣方言

5948 スイバ ギシギシ Rumex ぎしぎし 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

5949 スイバ ギシギシ Rumex ぎしぎし 海草郡南野上、日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

5950 スイバ ギシギシ Rumex ぎしぎし 七川郷 紀伊植物誌１

5951 スイバ ギシギシ Rumex ぎしぎし 伊都地方 紀伊植物誌 II

5952 スイバ ギシギシ Rumex げし 花園村 紀伊植物誌 II

5953 スイバ ギシギシ Rumex げし 伊都地方 紀伊植物誌 II

5954 スイバ ギシギシ Rumex しぎっと 伊都地方 紀伊植物誌 II

5955 スイバ ギシギシ Rumex しのね 那智、天満 那智地区方言集

5956 スイバ ギシギシ Rumex しのね 七川郷 紀伊植物誌１

5957 スイバ ギシギシ Rumex すいすい 敷屋 紀伊植物誌１

5958 スイバ ギシギシ Rumex すいすい 七川郷 紀伊植物誌１

5959 スイバ ギシギシ Rumex すいすい 伊都地方 紀伊植物誌 II

5960 スイバ ギシギシ Rumex すいすいば 花園村 紀伊植物誌 II

5961 スイバ ギシギシ Rumex すいすいばな 那賀郡、有田郡 和歌山県植物方言集
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5962 スイバ ギシギシ Rumex すいば 伊都地方 紀伊植物誌 II

5963 スイバ ギシギシ Rumex すかんぽ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

5964 スイバ、ギシギシ ギシギシ Rumex ぎしぎし 日高町 日高町誌（下巻）

5965 タデ科一般 － こんぺんとー 有田郡南広、日高郡伊奈・白崎 和歌山県植物方言集

ヤドリギ科
5966 ヒノキバヤドリギ ヒノキバヤドリギ Korthalsella ちょーずのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

5967 マツグミ マツグミ Taxillus とびづた 日高郡塩屋 和歌山県植物方言集

5968 マツグミ マツグミ Taxillus とりのつぎき 奥熊野・平谷 和歌山県植物方言集

5969 マツグミ マツグミ Taxillus ほや 日高郡塩屋 和歌山県植物方言集

5970 マツグミ マツグミ Taxillus みどり 紀ノ川筋 信愛紀要・第３号

5971 マツグミ マツグミ Taxillus みどり 紀ノ川筋 紀伊植物誌１

5972 マツグミ マツグミ Taxillus みどり 紀北の平原区 紀伊植物誌 II

5973 マツグミ マツグミ Taxillus みどり 伊都地方 紀伊植物誌 II

5974 マツグミ マツグミ Taxillus もーち 日高町 日高町誌（下巻）

5975 マツグミ マツグミ Taxillus やどかり 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

5976 マツグミ マツグミ Taxillus やどかり 龍神 紀伊植物誌１

5977 マツグミ マツグミ Taxillus やどり 小口郷 信愛紀要・第３号

5978 マツグミ マツグミ Taxillus やどり 小口郷 紀伊植物誌１

5979 マツグミ マツグミ Taxillus やどりぎ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

5980 マツグミ マツグミ Taxillus よろろ 紀北の山村 信愛紀要・第３号

5981 マツグミ マツグミ Taxillus よろろ 紀北の山村 紀伊植物誌１

5982 マツグミ マツグミ Taxillus よろろ 紀北の平原区 紀伊植物誌 II

5983 ヤドリギ ヤドリギ Viscum ほや 和歌山市、海草郡、那賀郡、有田郡、日高郡 和歌山県植物方言集

ヤマモガシ科
5984 ヤマモガシ ヤマモガシ Helicia ずく 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

イラクサ科
5985 アオカラムシ カラムシ Boehmeria くさまお 伊都 和歌山縣方言

5986 アカソ カラムシ Boehmeria あかわた 宮腰 紀州採薬紀

5987 アカソ カラムシ Boehmeria ぱりぱりのき 那智～石倉村、八鬼山～尾鷲浦 紀州採薬紀

5988 アカソ カラムシ Boehmeria やまあらし 芝村 紀州採薬紀

5989 オニヤブマオ カラムシ Boehmeria おにからむし 新宮市 和歌山県植物方言集

5990 オニヤブマオ カラムシ Boehmeria おにかろじ 新宮市 和歌山県植物方言集

5991 カラムシ カラムシ Boehmeria うしのこめのめし 紀北 紀伊植物誌１

5992 カラムシ カラムシ Boehmeria うらじろ 有田郡御霊 和歌山県植物方言集

5993 カラムシ カラムシ Boehmeria かっこば 伊都郡河根 和歌山県植物方言集

5994 カラムシ カラムシ Boehmeria かっこば 伊都地方 紀伊植物誌 II

5995 カラムシ カラムシ Boehmeria からぼし 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

5996 カラムシ カラムシ Boehmeria からむし 西牟婁 和歌山縣方言

5997 カラムシ カラムシ Boehmeria からもし 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

5998 カラムシ カラムシ Boehmeria かろうじ 東牟婁郡太田 紀伊植物誌１

5999 カラムシ カラムシ Boehmeria かろじ 七川郷 紀伊植物誌１

6000 カラムシ カラムシ Boehmeria くろじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6001 カラムシ カラムシ Boehmeria くわぐさ 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

6002 カラムシ カラムシ Boehmeria しぶた 伊都地方 紀伊植物誌 II

6003 カラムシ カラムシ Boehmeria のそ 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

6004 カラムシ カラムシ Boehmeria のそ 花園村 紀伊植物誌 II

6005 カラムシ カラムシ Boehmeria のそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6006 カラムシ カラムシ Boehmeria はいたんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6007 カラムシ カラムシ Boehmeria ひめんじょ 那賀町方面 紀伊植物誌１

6008 カラムシ カラムシ Boehmeria ひめんじょ 紀北 紀伊植物誌１

6009 カラムシ カラムシ Boehmeria ひめんじょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6010 カラムシ カラムシ Boehmeria ひめんじょう 伊都地方 紀伊植物誌 II

6011 カラムシ カラムシ Boehmeria ひめんじょー 伊都郡、那賀郡山村一帯 和歌山県植物方言集
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6012 カラムシ カラムシ Boehmeria へめんじょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6013 カラムシ カラムシ Boehmeria ほんまお 七川郷 紀伊植物誌１

6014 カラムシ カラムシ Boehmeria まあば 七川郷 紀伊植物誌１

6015 カラムシ カラムシ Boehmeria まお 小口郷 信愛紀要・第３号

6016 カラムシ カラムシ Boehmeria まお 不明 和歌山県植物方言集

6017 カラムシ カラムシ Boehmeria まお 小口郷 紀伊植物誌１

6018 カラムシ カラムシ Boehmeria まお 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

6019 カラムシ カラムシ Boehmeria まお 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

6020 カラムシ カラムシ Boehmeria まお 竜神 紀伊植物誌１

6021 カラムシ カラムシ Boehmeria まお 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

6022 カラムシ カラムシ Boehmeria まおば 七川郷 紀伊植物誌１

6023 カラムシ カラムシ Boehmeria まこばい 有田郡五西月 和歌山県植物方言集

6024 カラムシ カラムシ Boehmeria まこばえ 海草郡野上地方、那賀郡奥安楽川・鞆淵 和歌山県植物方言集

6025 カラムシ カラムシ Boehmeria まごばえ 海草郡野上地方、那賀郡奥安楽川・鞆淵 和歌山県植物方言集

6026 カラムシ カラムシ Boehmeria まごばえ 紀北 紀伊植物誌１

6027 カラムシ カラムシ Boehmeria まごばえ 花園村 紀伊植物誌 II

6028 カラムシ カラムシ Boehmeria まごばえ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6029 カラムシ カラムシ Boehmeria まごばえ 高野 紀伊植物誌１

6030 カラムシ カラムシ Boehmeria まほ 敷屋 紀伊植物誌１

6031 カラムシ カラムシ Boehmeria まぼう 敷屋 紀伊植物誌１

6032 カラムシ カラムシ Boehmeria まほば 七川郷 紀伊植物誌１

6033 カラムシ類 カラムシ Boehmeria ひうち草 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

6034 コアカソ カラムシ Boehmeria おにひめじ 那賀町方面 紀伊植物誌１

6035 コアカソ カラムシ Boehmeria かにぐし 七川 紀伊植物誌１

6036 コアカソ カラムシ Boehmeria かにぐし 七川郷 紀伊植物誌１

6037 コアカソ カラムシ Boehmeria がにくし 七川郷 紀伊植物誌１

6038 コアカソ カラムシ Boehmeria がにぐし 七川 紀伊植物誌１

6039 コアカソ カラムシ Boehmeria かにさし 新宮市 和歌山県植物方言集

6040 コアカソ カラムシ Boehmeria かにさし 新宮市方面 紀伊植物誌１

6041 コアカソ カラムシ Boehmeria がにさし 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6042 コアカソ カラムシ Boehmeria かにさん 東牟婁 和歌山縣方言

6043 コアカソ カラムシ Boehmeria かにしば 七川 紀伊植物誌１

6044 コアカソ カラムシ Boehmeria かにしば 七川郷 紀伊植物誌１

6045 コアカソ カラムシ Boehmeria かにつぶし 小口方面（東牟婁郡熊野川町） 紀伊植物誌１

6046 コアカソ カラムシ Boehmeria かにびしゃ 七川 紀伊植物誌１

6047 コアカソ カラムシ Boehmeria かにびしゃ 七川郷 紀伊植物誌１

6048 コアカソ カラムシ Boehmeria がにびしゃ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6049 コアカソ カラムシ Boehmeria がにびしゃ 七川 紀伊植物誌１

6050 コアカソ カラムシ Boehmeria がにびしゃ 七川郷 紀伊植物誌１

6051 コアカソ カラムシ Boehmeria かにぶし 七川郷 紀伊植物誌１

6052 コアカソ カラムシ Boehmeria がにぶし 小口郷 信愛紀要・第３号

6053 コアカソ カラムシ Boehmeria がにぶし 七川 紀伊植物誌１

6054 コアカソ カラムシ Boehmeria がにぶし 小口郷 紀伊植物誌１

6055 コアカソ カラムシ Boehmeria たにぼうき 花園村 紀伊植物誌 II

6056 コアカソ カラムシ Boehmeria たにぼうき 伊都地方 紀伊植物誌 II

6057 コアカソ カラムシ Boehmeria たにぼき 伊都郡花園村 紀伊植物誌１

6058 コアカソ カラムシ Boehmeria たにぼき 花園 紀伊植物誌１

6059 コアカソ カラムシ Boehmeria たにぼき 伊都地方 紀伊植物誌 II

6060 コアカソ カラムシ Boehmeria みおどろ 竜神 紀伊植物誌１

6061 コアカソ カラムシ Boehmeria みずぐるみ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

6062 コアカソ カラムシ Boehmeria みずぶるい 日高郡中山路 紀伊植物誌１

6063 コアカソ カラムシ Boehmeria みずぶるい 山路 紀伊植物誌１

6064 コアカソ カラムシ Boehmeria みよどろ 北山村方面 紀伊植物誌１

6065 コアカソ カラムシ Boehmeria みよどろ 竜神 紀伊植物誌１

6066 コアカソ カラムシ Boehmeria みよどろ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

6067 コアカソ カラムシ Boehmeria みんどろ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１
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6068 ナガバヤブマオ カラムシ Boehmeria えりまお 七川郷 紀伊植物誌１

6069 ヤブマオ カラムシ Boehmeria おにかろじ 新宮市 和歌山県植物方言集

6070 ヤブマオ カラムシ Boehmeria からむし 日高町 日高町誌（下巻）

6071 ヤブマオ カラムシ Boehmeria まお 七川郷 紀伊植物誌１

6072 ヤブマオ カラムシ Boehmeria めはじき 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

6073 ヤナギイチゴ ヤナギイチゴ Debregeasia こうぼういちご 七川郷 紀伊植物誌１

6074 ヤナギイチゴ ヤナギイチゴ Debregeasia こごめいちご 加田 紀州採薬紀

6075 ヤナギイチゴ ヤナギイチゴ Debregeasia ごぜごぜ 秦佳 紀州採薬紀

6076 ヤナギイチゴ ヤナギイチゴ Debregeasia こめいちご 八鬼山 紀州採薬紀

6077 ヤナギイチゴ ヤナギイチゴ Debregeasia すずめのこうめ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6078 ヤナギイチゴ ヤナギイチゴ Debregeasia すずめのこむめ 加田 紀州採薬紀

6079 ウワバミソウ ウワバミソウ Elatostema いわそば 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

6080 ウワバミソウ ウワバミソウ Elatostema いわそば 竜神 紀伊植物誌１

6081 ウワバミソウ ウワバミソウ Elatostema いわそば 伊都地方 紀伊植物誌 II

6082 ミズ ミズ Pilea みずくさ 七川郷 紀伊植物誌１

クワ科
6083 カジノキ カジノキ Broussonetia おにそ 那賀郡鞆淵 和歌山県植物方言集

6084 カジノキ カジノキ Broussonetia かんご 伊都郡河根、那賀郡鞆淵・奥安楽川 和歌山県植物方言集

6085 カジノキ カジノキ Broussonetia かんご 高野山麓の村里 紀伊植物誌 II

6086 カジノキ カジノキ Broussonetia かんご 伊都地方 紀伊植物誌 II

6087 カジノキ カジノキ Broussonetia くろそ 伊都郡河根・高野山、日高郡山路 和歌山県植物方言集

6088 カジノキ カジノキ Broussonetia くろそ 山路・花園 紀伊植物誌１

6089 カジノキ カジノキ Broussonetia くろそ 高野山麓の村里 紀伊植物誌 II

6090 カジノキ カジノキ Broussonetia くろそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6091 カジノキ カジノキ Broussonetia こうぞ 高野山麓の村里 紀伊植物誌 II

6092 カジノキ カジノキ Broussonetia こうぞ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6093 カジノキ カジノキ Broussonetia こーぞ 伊都郡河根 和歌山県植物方言集

6094 カジノキ カジノキ Broussonetia まそ 花園 紀伊植物誌１

6095 カジノキ カジノキ Broussonetia まそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6096 コウゾ カジノキ Broussonetia あおそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6097 コウゾ カジノキ Broussonetia あかそ 伊都郡河根、那賀郡鞆淵 和歌山県植物方言集

6098 コウゾ カジノキ Broussonetia あかそ 高野山麓の村里 紀伊植物誌 II

6099 コウゾ カジノキ Broussonetia かじ 山路 紀伊植物誌１

6100 コウゾ カジノキ Broussonetia かみそ 山路 和歌山縣方言（其二）

6101 コウゾ カジノキ Broussonetia かみそ 紀南 紀州の方言

6102 コウゾ カジノキ Broussonetia かみそ 日高町 日高町誌（下巻）

6103 コウゾ カジノキ Broussonetia かみそ 有田郡八幡、日高郡龍神・山路、西牟婁郡近野、東牟婁郡

和歌山県植物方言集

6104 コウゾ カジノキ Broussonetia かみそ 竜神・清水 紀伊植物誌１

6105 コウゾ カジノキ Broussonetia かみそ 七川郷 紀伊植物誌１

6106 コウゾ カジノキ Broussonetia かみそ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

6107 コウゾ カジノキ Broussonetia かみそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6108 コウゾ カジノキ Broussonetia かみそ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

6109 コウゾ カジノキ Broussonetia かんご 伊都郡河根、那賀郡奥安楽川・鞆淵、海草郡南野上 和歌山県植物方言集

6110 コウゾ カジノキ Broussonetia かんご 高野山麓の村里 紀伊植物誌 II

6111 コウゾ カジノキ Broussonetia かんご 花園村 紀伊植物誌 II

6112 コウゾ カジノキ Broussonetia かんご 伊都地方 紀伊植物誌 II

6113 コウゾ カジノキ Broussonetia くちはげいちご 北山郷 紀伊植物誌１

6114 コウゾ カジノキ Broussonetia こうぞ 高野山麓の村里 紀伊植物誌 II

6115 コウゾ カジノキ Broussonetia こうぞ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6116 コウゾ カジノキ Broussonetia こぞ 日高町 日高町誌（下巻）

6117 コウゾ カジノキ Broussonetia こぞ 日高郡御坊・藤田 和歌山県植物方言集

6118 コウゾ カジノキ Broussonetia こど 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6119 コウゾ カジノキ Broussonetia ながそ 花園 紀伊植物誌１

6120 コウゾ カジノキ Broussonetia ながそ 伊都地方 紀伊植物誌 II
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6121 コウゾ カジノキ Broussonetia のそ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6122 コウゾ カジノキ Broussonetia のそ 七川郷 紀伊植物誌１

6123 コウゾ カジノキ Broussonetia のそ 小口郷 信愛紀要・第３号

6124 コウゾ カジノキ Broussonetia のそ 小口郷 紀伊植物誌１

6125 コウゾ カジノキ Broussonetia やま 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

6126 コウゾ カジノキ Broussonetia やまそ 高野・有田・日高 紀伊植物誌 II

6127 コウゾ カジノキ Broussonetia やまそ 有田郡八幡、日高郡龍神 和歌山県植物方言集

6128 コウゾ カジノキ Broussonetia やまそ 竜神・清水 紀伊植物誌１

6129 コウゾ カジノキ Broussonetia やまそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6130 クワクサ クワクサ Fatoua うめぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6131 クワクサ クワクサ Fatoua うめぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

6132 クワクサ クワクサ Fatoua きりくさ 新宮 紀伊植物誌１

6133 クワクサ クワクサ Fatoua きりぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

6134 クワクサ クワクサ Fatoua きりぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

6135 クワクサ クワクサ Fatoua まおくさ 小口郷 信愛紀要・第３号

6136 クワクサ クワクサ Fatoua まおくさ 小口郷 紀伊植物誌１

6137 クワクサ クワクサ Fatoua まおくさ 小口 紀伊植物誌１

6138 クワクサ クワクサ Fatoua ようやけ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

6139 アコウ イチジク Ficus あかみずき 紀伊 和歌山縣方言（其二）

6140 アコウ イチジク Ficus あこ 日高郡由良・衣奈 和歌山県植物方言集

6141 アコウ イチジク Ficus あこのき 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

6142 アコウ イチジク Ficus あこのき 紀南 紀州の方言

6143 アコウ イチジク Ficus あこのき 日高郡 和歌山県植物方言集

6144 アコウ イチジク Ficus あこのき 由良町 紀伊植物誌 III（小川由一）

6145 アコウ イチジク Ficus あふぎのぎ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

6146 アコウ イチジク Ficus うすく 紀伊 和歌山縣方言（其二）

6147 アコウ イチジク Ficus おおぎ 日高町 日高町誌（下巻）

6148 アコウ イチジク Ficus おおぎ 美浜町三尾 紀伊植物誌 III（小川由一）

6149 アコウ イチジク Ficus おーぎ 日高郡和田・三尾・比井崎 和歌山県植物方言集

6150 アコウ イチジク Ficus おーぎのき 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

6151 アコウ イチジク Ficus おぎ 日高町 日高町誌（下巻）

6152 アコウ イチジク Ficus おほぎ 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

6153 アコウ イチジク Ficus おほぎのき 日高、西口、由良 和歌山縣方言（其二）

6154 アコウ イチジク Ficus みずき 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

6155 アコウ イチジク Ficus みずき 湯浅町田栖川 紀伊植物誌 III（小川由一）

6156 イタビカズラ イチジク Ficus いわづた 鮎川 紀伊植物誌１

6157 イタビカズラ イチジク Ficus ちちもも 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

6158 イタビカズラ イチジク Ficus とうじんかずら 小口郷 信愛紀要・第３号

6159 イタビカズラ イチジク Ficus とうじんかずら 小口郷 紀伊植物誌１

6160 イヌビワ イチジク Ficus あたび 市江阿瀧～周参見 紀州採薬紀

6161 イヌビワ イチジク Ficus いたっぽ 新宮・那智方面 紀伊植物誌１

6162 イヌビワ イチジク Ficus いたっぽ 新宮市、那智勝浦町方面 紀伊植物誌 II

6163 イヌビワ イチジク Ficus いたぶ 日高郡龍神村 紀伊植物誌 II

6164 イヌビワ イチジク Ficus いたんぼ 東牟婁郡那智・色川・太田・下里、新宮市 和歌山県植物方言集

6165 イヌビワ イチジク Ficus いたんぼ 新宮・那智方面 紀伊植物誌１

6166 イヌビワ イチジク Ficus いたんぼ 新宮市高津気 紀伊植物誌１

6167 イヌビワ イチジク Ficus いたんぼ 新宮市高津気 紀伊植物誌１

6168 イヌビワ イチジク Ficus いたんぼ 新宮市、那智勝浦町方面 紀伊植物誌 II

6169 イヌビワ イチジク Ficus いたんぼ 東牟婁 和歌山縣方言

6170 イヌビワ イチジク Ficus いたんぽ 紀南 紀州の方言

6171 イヌビワ イチジク Ficus いたんぽ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

6172 イヌビワ イチジク Ficus いちび 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

6173 イヌビワ イチジク Ficus いちぶ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

6174 イヌビワ イチジク Ficus いちぶ 日高郡竜神方面 紀伊植物誌１

6175 イヌビワ イチジク Ficus いちぶ 竜神 紀伊植物誌１

6176 イヌビワ イチジク Ficus いちもの 和歌山市和佐地区 紀伊植物誌 II
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6177 イヌビワ イチジク Ficus いぬいちじく 伊都地方 紀伊植物誌 II

6178 イヌビワ イチジク Ficus いぬたんぼ 新宮市高津気 紀伊植物誌１

6179 イヌビワ イチジク Ficus いぬび 和歌山市 和歌山県植物方言集

6180 イヌビワ イチジク Ficus いぬびや 那賀郡田中、海草郡南野上 和歌山県植物方言集

6181 イヌビワ イチジク Ficus いぬぶや 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

6182 イヌビワ イチジク Ficus いぬもも 日高郡川上 和歌山県植物方言集

6183 イヌビワ イチジク Ficus いぬやたび 紀南 紀伊植物誌１

6184 イヌビワ イチジク Ficus いぬやたび 七川郷 紀伊植物誌１

6185 イヌビワ イチジク Ficus いぬやたび 西牟婁郡田並・和深 和歌山県植物方言集

6186 イヌビワ イチジク Ficus いのび 海草郡南野上・下津・塩津・小川 和歌山県植物方言集

6187 イヌビワ イチジク Ficus いのぶ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

6188 イヌビワ イチジク Ficus いのぶ 那賀郡安楽川・中貴志・その他一帯、海草郡北野上、有田郡宮原、和歌山市

和歌山県植物方言集

6189 イヌビワ イチジク Ficus いのぶ 紀ノ川筋、塩屋方面 紀伊植物誌１

6190 イヌビワ イチジク Ficus いのぶ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6191 イヌビワ イチジク Ficus いのぶ 伊都 和歌山縣方言

6192 イヌビワ イチジク Ficus いのぶのき 海草郡、那賀郡一帯 和歌山県植物方言集

6193 イヌビワ イチジク Ficus いのぶのき 那賀郡打田町方面 紀伊植物誌１

6194 イヌビワ イチジク Ficus いのぶや 東牟婁郡北山方面 紀伊植物誌１

6195 イヌビワ イチジク Ficus うしじゃっぽ 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

6196 イヌビワ イチジク Ficus うしらっぽ 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

6197 イヌビワ イチジク Ficus おぼぼ 伊都郡河根 和歌山県植物方言集

6198 イヌビワ イチジク Ficus おぼぼ 伊都郡河根村 紀伊植物誌１

6199 イヌビワ イチジク Ficus おぼぼ 伊都郡河根（現九度山町） 紀伊植物誌 II

6200 イヌビワ イチジク Ficus おぼぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6201 イヌビワ イチジク Ficus からすのなし 伊都郡河根村 紀伊植物誌１

6202 イヌビワ イチジク Ficus からすのなし 伊都郡河根村 紀伊植物誌１

6203 イヌビワ イチジク Ficus からすのなし 伊都郡河根（現九度山町） 紀伊植物誌 II

6204 イヌビワ イチジク Ficus からすのなし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6205 イヌビワ イチジク Ficus かわたんぼ 新宮市高津気 紀伊植物誌１

6206 イヌビワ イチジク Ficus かわたんぼ 新宮市高津気 紀伊植物誌１

6207 イヌビワ イチジク Ficus かわたんぽ 新宮市高津気 紀伊植物誌 II

6208 イヌビワ イチジク Ficus かわなすび 東牟婁郡敷屋 紀伊植物誌１

6209 イヌビワ イチジク Ficus かわなすび 敷屋 紀伊植物誌１

6210 イヌビワ イチジク Ficus こいちじく 和歌山市 和歌山県植物方言集

6211 イヌビワ イチジク Ficus こびや 田辺 和歌山縣方言（其二）

6212 イヌビワ イチジク Ficus こびや 和歌山市、有田郡広・藤並、日高郡南部・高城・松原・早蘇、田辺市

和歌山県植物方言集

6213 イヌビワ イチジク Ficus こびや 日高郡 紀伊植物誌１

6214 イヌビワ イチジク Ficus こびや 七川郷 紀伊植物誌１

6215 イヌビワ イチジク Ficus こびや 日高郡龍神村 紀伊植物誌 II

6216 イヌビワ イチジク Ficus こびや 西牟婁 和歌山縣方言

6217 イヌビワ イチジク Ficus ごびや 印南町 印南町史（資料編）

6218 イヌビワ イチジク Ficus ごびや 日高郡海岸一帯、西牟婁郡三舞・新庄、田辺市 和歌山県植物方言集

6219 イヌビワ イチジク Ficus こびわ 和歌山市、海草郡岡崎、有田郡湯浅・石垣・五村・鳥屋城・宮原、

日高郡切目・稲原・御坊・和田・船着・矢田・志賀、西牟婁郡周参見・

栗栖川・生馬・近野・仁川 和歌山県植物方言集

6220 イヌビワ イチジク Ficus こびわ 西牟婁郡 紀伊植物誌１

6221 イヌビワ イチジク Ficus こびわ 西牟婁郡 紀伊植物誌 II

6222 イヌビワ イチジク Ficus こびわ 市江阿瀧～周参見 紀州採薬紀

6223 イヌビワ イチジク Ficus じくしん 東牟婁郡太地 和歌山県植物方言集

6224 イヌビワ イチジク Ficus たっぽ 小口郷 信愛紀要・第３号

6225 イヌビワ イチジク Ficus たっぽ 東牟婁郡小口方面 紀伊植物誌１

6226 イヌビワ イチジク Ficus たっぽ 小口郷 紀伊植物誌１

6227 イヌビワ イチジク Ficus たっぽ 小口村 紀伊植物誌 II

6228 イヌビワ イチジク Ficus たんぼ 東牟婁郡小口方面 紀伊植物誌１
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6229 イヌビワ イチジク Ficus たんぼ 小口村 紀伊植物誌 II

6230 イヌビワ イチジク Ficus たんぽ 小口郷 信愛紀要・第３号

6231 イヌビワ イチジク Ficus たんぽ 小口郷 紀伊植物誌１

6232 イヌビワ イチジク Ficus たんぽぽ 東牟婁郡三津ノ 和歌山県植物方言集

6233 イヌビワ イチジク Ficus ちちこ 有田郡藤並 和歌山県植物方言集

6234 イヌビワ イチジク Ficus ちちぶ 伊都郡九度山・隅田、那賀郡安楽川 和歌山県植物方言集

6235 イヌビワ イチジク Ficus ちちぶ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6236 イヌビワ イチジク Ficus ちちふく 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

6237 イヌビワ イチジク Ficus ちちふく 那賀郡など 紀伊植物誌１

6238 イヌビワ イチジク Ficus ちちふく 那賀郡など 紀伊植物誌 II

6239 イヌビワ イチジク Ficus ちちふく 伊都地方 紀伊植物誌 II

6240 イヌビワ イチジク Ficus ちちぼ 海草郡 和歌山県植物方言集

6241 イヌビワ イチジク Ficus ちちぼ 海草 和歌山縣方言

6242 イヌビワ イチジク Ficus ちちぼんぼん 和歌山 紀伊植物誌１

6243 イヌビワ イチジク Ficus ちちまめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6244 イヌビワ イチジク Ficus ちちもも 和歌山市和歌浦、那賀郡岩出、海草郡中野上・南野上・岡崎、

伊都郡隅田、有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

6245 イヌビワ イチジク Ficus ちちもも 和歌山市、那賀郡など 紀伊植物誌１

6246 イヌビワ イチジク Ficus ちちもも 和歌山市、那賀郡など 紀伊植物誌 II

6247 イヌビワ イチジク Ficus ちちもも 伊都地方 紀伊植物誌 II

6248 イヌビワ イチジク Ficus ちちもも 那賀 和歌山縣方言

6249 イヌビワ イチジク Ficus どくいちじく 海草郡塩津 和歌山県植物方言集

6250 イヌビワ イチジク Ficus にじく 和歌山市鳴神・六十谷方面 紀伊植物誌１

6251 イヌビワ イチジク Ficus にじく 和歌山市鳴神・六十谷 紀伊植物誌 II

6252 イヌビワ イチジク Ficus にじり 和歌山市鳴神、海草郡六十谷 和歌山県植物方言集

6253 イヌビワ イチジク Ficus はげもも 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

6254 イヌビワ イチジク Ficus ひゆしな 東牟婁 和歌山縣方言

6255 イヌビワ イチジク Ficus ほんごびわ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

6256 イヌビワ イチジク Ficus ほんやたび 紀南 紀伊植物誌１

6257 イヌビワ イチジク Ficus ほんやたび 七川郷 紀伊植物誌１

6258 イヌビワ イチジク Ficus やたび 紀南、和歌山市小豆島 紀伊植物誌１

6259 イヌビワ イチジク Ficus やたび 海草郡紀伊、西牟婁郡和深・周参見、東牟婁郡七川・古座・西向

和歌山県植物方言集

6260 イヌビワ イチジク Ficus やたび 七川郷 紀伊植物誌１

6261 イヌビワ イチジク Ficus やたび 紀南地方一般 紀伊植物誌 II

6262 イヌビワ イチジク Ficus やたんぼ 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

6263 イヌビワ イチジク Ficus やまいちじく 和歌山市、海草郡北野上、有田郡広、海南市 和歌山県植物方言集

6264 イヌビワ イチジク Ficus やまいちじく 和歌山市、海南市 紀伊植物誌１

6265 イヌビワ イチジク Ficus やまいちじく 和歌山市、海南市 紀伊植物誌 II

6266 イヌビワ イチジク Ficus やまいちじく 伊都地方 紀伊植物誌 II

6267 イヌビワ イチジク Ficus やまかぶち 和歌山県 和歌山県植物方言集

6268 イヌビワ イチジク Ficus 山かぶち 熊野物産初志

6269 イヌビワ イチジク Ficus やまかぶな 牟婁 和歌山縣方言（其二）

6270 イヌビワ イチジク Ficus やまびや 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6271 イヌビワ イチジク Ficus やまびわ 有田郡箕島 和歌山県植物方言集

6272 イヌビワ イチジク Ficus やまびわ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6273 イヌビワ イチジク Ficus わたび 東牟婁郡西向 和歌山県植物方言集

6274 イヌビワの雌 イチジク Ficus こびあ 日高町 日高町誌（下巻）

6275 イヌビワの雌 イチジク Ficus こびや 日高町 日高町誌（下巻）

6276 イヌビワの雄 イチジク Ficus いぬこびや 日高町 日高町誌（下巻）

6283 ガジュマル イチジク Ficus おぉぎ 紀南 紀州の方言

6284 ヒメイタビ イチジク Ficus くらいぼた 和歌山県 和歌山県植物方言集

6285 ヒメイタビ イチジク Ficus せきだかずら 和歌山県 和歌山県植物方言集

6286 ヒメイタビ イチジク Ficus ぜにかずら 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

6287 ホソバイヌビワ イチジク Ficus いぬこびわ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

6288 ホソバイヌビワ イチジク Ficus いぬやたび 紀南 紀伊植物誌１
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6289 ホソバイヌビワ イチジク Ficus いぬやたび 七川郷 紀伊植物誌１

6290 ホソバイヌビワ イチジク Ficus いぬやたび 七川郷 紀伊植物誌１

6291 カナムグラ カラハナソウ Humulus おーむぐら 和歌山県 和歌山県植物方言集

6292 カナムグラ カラハナソウ Humulus 大むぐら草 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

6293 カラハナソウ カラハナソウ Humulus こくりばら 福嶋 紀州採薬紀

6294 カカツガユ ハリグワ Maclura やまざくろ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

6295 カカツガユ ハリグワ Maclura ゆきのき 牟婁 和歌山縣方言（其二）

6296 カカツガユ ハリグワ Maclura ゆのきばら 小浦 紀州採薬紀

6297 クワ クワ Morus くわ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6298 クワ クワ Morus くわのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

6299 クワ クワ Morus どろみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6300 ケグワ クワ Morus のぐわ 伊都郡 和歌山縣方言

ニレ科
6301 ムクノキ ムクノキ Aphananthe つぼ 紀北 紀州の方言

6302 ムクノキ ムクノキ Aphananthe むく 日高町 日高町誌（下巻）

6303 ムクノキ ムクノキ Aphananthe むく 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6304 ムクノキ ムクノキ Aphananthe ろくろぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6305 ムクノキの実 ムクノキ Aphananthe つぶ 西牟婁 和歌山縣方言

6306 ムクノキの実 ムクノキ Aphananthe つぼ 和歌山県 和歌山方言集

6307 エゾエノキ エノキ Celtis よのき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6308 エノキ エノキ Celtis えのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

6309 エノキ エノキ Celtis えのみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6310 エノキ エノキ Celtis そばのき 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

6311 エノキ エノキ Celtis よのき 田辺市 和歌山県植物方言集

6312 エノキ エノキ Celtis よのき 紀南 紀州の方言

6313 エノキ エノキ Celtis よのき 西牟婁 和歌山縣方言

6314 エノキ エノキ Celtis よのみ 日高町 日高町誌（下巻）

6315 エノキ エノキ Celtis よのみ 和歌山市、海草郡、那賀郡、伊都郡、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6316 エノキ エノキ Celtis よのみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6317 エノキ エノキ Celtis よのみのき 紀北 紀州の方言

6318 エノキ エノキ Celtis よのみのき 和歌山市、海草郡、那賀郡、伊都郡、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6319 エノキ エノキ Celtis よのみのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

6320 エノキ エノキ Celtis よのみのき 海草 和歌山縣方言

6321 アキニレ ニレ Ulmus にーれ 日高町 日高町誌（下巻）

6322 アキニレ ニレ Ulmus にーれ 海草郡南野上、有田郡宮原・糸我、日高郡御坊・三尾

和歌山県植物方言集

6323 アキニレ ニレ Ulmus にれ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6324 アキニレ ニレ Ulmus ねばねばのき 日高町 日高町誌（下巻）

6325 アキニレ ニレ Ulmus ねばねばのき 海草郡 和歌山県植物方言集

6326 アキニレ ニレ Ulmus ねんば 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

6327 アキニレ ニレ Ulmus ねんば 伊都地方 紀伊植物誌 II

6328 アキニレ ニレ Ulmus ねんばのき 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

6329 アキニレ ニレ Ulmus ねんばのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

6330 アキニレ ニレ Ulmus みれのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

6331 オヒョウ ニレ Ulmus ねばねばのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

6332 ニレ ニレ Ulmus ねばねばのき 紀北 紀州の方言

6333 ニレ ニレ Ulmus ねばねばのき 海草 和歌山縣方言

6334 ニレ ニレ Ulmus ねれ ～和田 紀州採薬紀

6335 ハルニレ ニレ Ulmus ねばねばのき 和歌山県 和歌山県植物方言集

6336 ケヤキ ケヤキ Zelkova あおげやき 石ヶ原 紀州採薬紀

6337 ケヤキ ケヤキ Zelkova あかけやき 石ヶ原 紀州採薬紀

6338 ケヤキ ケヤキ Zelkova いしげやき 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6339 ケヤキ ケヤキ Zelkova いしんど 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6340 ケヤキ ケヤキ Zelkova けや 日高郡山路 和歌山県植物方言集

6341 ケヤキ ケヤキ Zelkova けやき 花園村 紀伊植物誌 II
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6342 ケヤキ ケヤキ Zelkova けやき 伊都地方 紀伊植物誌 II

6343 ケヤキ ケヤキ Zelkova けやのき 日高郡山路 和歌山県植物方言集

6344 ケヤキ ケヤキ Zelkova こつき 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6345 ケヤキ ケヤキ Zelkova ほんげやき 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6346 ケヤキ ケヤキ Zelkova やぶげやき 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6347 ツキ ケヤキ Zelkova かなぎ 和歌山県 和歌山県植物方言集

ブナ科
6348 クリ クリ Castanea くり 日高町 日高町誌（下巻）

6349 クリ クリ Castanea くり 伊都地方 紀伊植物誌 II

6350 コジイ シイ Castanopsis しひ 熊野 和歌山縣方言（其二）

6351 コジイ シイ Castanopsis ほんじい 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6352 シリブカガシ シイ Castanopsis あまがし 西牟婁、川添 和歌山縣方言（其二）

6353 シリブカガシ シイ Castanopsis あまがし 紀南 紀州の方言

6354 シリブカガシ シイ Castanopsis あまがし 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6355 シリブカガシ シイ Castanopsis あまがし 西牟婁郡川添、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6356 スダジイ シイ Castanopsis いたじい 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

6357 スダジイ シイ Castanopsis しい 和歌山県 和歌山県植物方言集

6358 スダジイ シイ Castanopsis しい 敷屋 紀伊植物誌１

6359 スダジイ シイ Castanopsis しい 七川郷 紀伊植物誌１

6360 スダジイ シイ Castanopsis しだじい 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6361 スダジイ シイ Castanopsis すだじい 佐本 紀伊植物誌１

6362 スダジイ シイ Castanopsis すだじい 七川郷 紀伊植物誌１

6363 スダジイ シイ Castanopsis ながじい 田辺 和歌山縣方言（其二）

6364 スダジイ シイ Castanopsis ながじい 西牟婁 和歌山縣方言

6365 スダジイ シイ Castanopsis ながじい？ 日高町 日高町誌（下巻）

6366 ツブラジイ シイ Castanopsis こじい 西牟婁 和歌山縣方言

6367 ツブラジイ シイ Castanopsis こじー 和歌山県 和歌山県植物方言集

6368 ツブラジイ シイ Castanopsis しい 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

6369 ツブラジイ シイ Castanopsis しー 和歌山県 和歌山県植物方言集

6370 ツブラジイ シイ Castanopsis たいこじい 田辺 和歌山縣方言（其二）

6371 ツブラジイ シイ Castanopsis たいこじい 日高町 日高町誌（下巻）

6372 ツブラジイ シイ Castanopsis たいこじい 西牟婁 和歌山縣方言

6373 ツブラジイ シイ Castanopsis たいこじー 田辺市 和歌山県植物方言集

6374 ツブラジイ シイ Castanopsis ふごじー 田辺市 和歌山県植物方言集

6375 ツブラジイ シイ Castanopsis ほんじい 西牟婁、豊原 和歌山縣方言（其二）

6376 ツブラジイ シイ Castanopsis ほんじい 七川郷 紀伊植物誌１

6377 ツブラジイ シイ Castanopsis ほんじー 和歌山県 和歌山県植物方言集

6378 ツブラジイ シイ Castanopsis まじい 七川郷 紀伊植物誌１

6379 イヌブナ ブナ Fagus いぬぶな 花園 紀伊植物誌１

6380 イヌブナ ブナ Fagus いぬぶな 伊都地方 紀伊植物誌 II

6381 イヌブナ ブナ Fagus おにしで 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

6382 イヌブナ ブナ Fagus おにしで 伊都地方 紀伊植物誌 II

6383 イヌブナ ブナ Fagus くろぶな 和歌山県 和歌山県植物方言集

6384 イヌブナ ブナ Fagus ねぶ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6385 イヌブナ ブナ Fagus わさぶな 和歌山県 和歌山県植物方言集

6386 ブナ ブナ Fagus しろぶな 和歌山県 和歌山県植物方言集

6387 ブナ ブナ Fagus ほうそ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

6388 アカガシ コナラ Quercus いちいがし 東牟婁郡三尾川 和歌山県植物方言集

6389 アカガシ コナラ Quercus おおかし 小口郷 信愛紀要・第３号

6390 アカガシ コナラ Quercus おおかし 小口郷 紀伊植物誌１

6391 アカガシ コナラ Quercus おおかし 龍神、花園、山路、清水 紀伊植物誌１

6392 アカガシ コナラ Quercus おーかし 和歌山県 和歌山県植物方言集

6393 アカガシ コナラ Quercus おーがし 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6394 アカガシ コナラ Quercus おーがし 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6395 アカガシ コナラ Quercus おぉばがし 紀南 紀州の方言
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6396 アカガシ コナラ Quercus おがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6397 アカガシ コナラ Quercus はびろ 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

6398 アカガシ コナラ Quercus はびろのあかがし 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

6399 アカガシ コナラ Quercus はびろのおおかし 小口郷 信愛紀要・第３号

6400 アカガシ コナラ Quercus はびろのおおかし 小口郷 紀伊植物誌１

6401 アカガシ コナラ Quercus はびろのおおかし 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

6402 アベマキ コナラ Quercus おぼそ 那賀郡山間地方 和歌山県植物方言集

6403 アベマキ コナラ Quercus くぬぎ 那賀郡奥安楽川 和歌山県植物方言集

6404 アベマキ コナラ Quercus こるくくぬぎ 海草・伊都・西牟婁 和歌山縣方言

6405 アラカシ コナラ Quercus あおかし 和歌山県 和歌山県植物方言集

6406 アラカシ コナラ Quercus あおがし 鮎川 紀伊植物誌１

6407 アラカシ コナラ Quercus あかがし 花園村 紀伊植物誌 II

6408 アラカシ コナラ Quercus あかがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6409 アラカシ コナラ Quercus おおかし 竜神 紀伊植物誌１

6410 アラカシ コナラ Quercus おーかし 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

6411 アラカシ コナラ Quercus おがし 那賀郡鞆淵 和歌山県植物方言集

6412 アラカシ コナラ Quercus おがし 花園村 紀伊植物誌 II

6413 アラカシ コナラ Quercus おがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6414 アラカシ コナラ Quercus おんがし 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

6415 アラカシ コナラ Quercus おんがし 花園 紀伊植物誌１

6416 アラカシ コナラ Quercus おんがし 花園村 紀伊植物誌 II

6417 アラカシ コナラ Quercus おんがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6418 アラカシ コナラ Quercus かし 那賀郡一般、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6419 アラカシ コナラ Quercus かし 七川郷 紀伊植物誌１

6420 アラカシ コナラ Quercus かし 奈良県吉野郡十津川村田戸、東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

6421 アラカシ コナラ Quercus かし 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

6422 アラカシ コナラ Quercus かし 花園村 紀伊植物誌 II

6423 アラカシ コナラ Quercus かし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6424 アラカシ コナラ Quercus かしのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

6425 アラカシ コナラ Quercus こかし 和歌山県 和歌山県植物方言集

6426 アラカシ コナラ Quercus こがし 小口郷 信愛紀要・第３号

6427 アラカシ コナラ Quercus こがし 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6428 アラカシ コナラ Quercus こがし 海草郡紀伊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6429 アラカシ コナラ Quercus こがし 小口郷 紀伊植物誌１

6430 アラカシ コナラ Quercus こがし 七川郷 紀伊植物誌１

6431 アラカシ コナラ Quercus はびろ 敷屋 紀伊植物誌１

6432 イチイガシ コナラ Quercus あららぎ 紀北、紀南 紀州の方言

6433 イチイガシ コナラ Quercus いち 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

6434 イチイガシ コナラ Quercus いち 海草郡、那賀郡一帯、日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6435 イチイガシ コナラ Quercus いち 伊都地方 紀伊植物誌 II

6436 イチイガシ コナラ Quercus いちい 紀南 紀州の方言

6437 イチイガシ コナラ Quercus いちい 東牟婁 和歌山縣方言

6438 イチイガシ コナラ Quercus いちー 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6439 イチイガシ コナラ Quercus いちいがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6440 イチイガシ コナラ Quercus いちがし 海草郡、那賀郡一帯、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6441 イチイガシ コナラ Quercus いっち 和歌山県 和歌山県植物方言集

6442 ウバメガシ コナラ Quercus いばべ 日高町 日高町誌（下巻）

6443 ウバメガシ コナラ Quercus いばべ 日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

6444 ウバメガシ コナラ Quercus いばべがし 日高町 日高町誌（下巻）

6445 ウバメガシ コナラ Quercus いばめがし 和歌山県 和歌山県植物方言集

6446 ウバメガシ コナラ Quercus いまめ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6447 ウバメガシ コナラ Quercus いまめがし 紀南 紀州の方言

6448 ウバメガシ コナラ Quercus いまめがし 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

6449 ウバメガシ コナラ Quercus いまめがし 西牟婁 和歌山縣方言

6450 ウバメガシ コナラ Quercus うばべ 口熊野 口熊野の方言

6451 ウバメガシ コナラ Quercus うばべ 紀南 紀州の方言
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6452 ウバメガシ コナラ Quercus うばべ 新宮市 和歌山県植物方言集

6453 ウバメガシ コナラ Quercus うばべ 東牟婁 和歌山縣方言

6454 ウバメガシ コナラ Quercus うばめがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6455 ウバメガシ コナラ Quercus うまべ 加太、紀南地方 和歌山縣方言（其二）

6456 ウバメガシ コナラ Quercus うまべ 加太、紀南 和歌山縣方言（其二）

6457 ウバメガシ コナラ Quercus うまべ 口熊野 口熊野の方言

6458 ウバメガシ コナラ Quercus うまべ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

6459 ウバメガシ コナラ Quercus うまべ 太地 熊野太地の伝承

6460 ウバメガシ コナラ Quercus うまべ 日高郡御坊・切目、西牟婁郡、東牟婁郡那智・色川・太田、田辺市、新宮市

和歌山県植物方言集

6461 ウバメガシ コナラ Quercus うまべ 日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

6462 ウバメガシ コナラ Quercus うまべがし 日高町 日高町誌（下巻）

6463 ウバメガシ コナラ Quercus うまめ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6464 ウバメガシ コナラ Quercus うまめ 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

6465 ウバメガシ コナラ Quercus うまめ 七川郷 紀伊植物誌１

6466 ウバメガシ コナラ Quercus うまめのき 七川郷 紀伊植物誌１

6467 ウバメガシ コナラ Quercus ぱちぱちしば 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6468 ウバメガシ コナラ Quercus ぱちぱちしば 日高町 日高町誌（下巻）

6469 ウバメガシ コナラ Quercus はば 紀伊 和歌山縣方言（其二）

6470 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 加太、紀南 和歌山縣方言（其二）

6471 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 印南地方 和歌山縣方言（其二）

6472 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 口熊野 口熊野の方言

6473 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 紀北、紀南 紀州の方言

6474 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 日高町 日高町誌（下巻）

6475 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 古座地域 古座地域のはなしことば集

6476 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 小口郷 信愛紀要・第３号

6477 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

6478 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6479 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 伊都郡、那賀郡、和歌山市、海草郡、有田郡、西牟婁郡近野、

東牟婁郡色川・四村 和歌山県植物方言集

6480 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 小口郷 紀伊植物誌１

6481 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 敷屋 紀伊植物誌１

6482 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

6483 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 花園村 紀伊植物誌 II

6484 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6485 ウバメガシ コナラ Quercus ばべ 橋本 橋本の方言

6486 ウバメガシ コナラ Quercus ばべがし 花園村 紀伊植物誌 II

6487 ウバメガシ コナラ Quercus ばべがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6488 ウバメガシ コナラ Quercus ばべのき 和歌山市、東牟婁郡色川、新宮市 和歌山県植物方言集

6489 ウバメガシ コナラ Quercus ばめ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6490 ウバメガシ コナラ Quercus ばめ 紀伊 和歌山縣方言（其二）

6491 ウバメガシ コナラ Quercus ふくしば 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6492 ウバメガシ コナラ Quercus まべ 古座地域 古座地域のはなしことば集

6493 ウバメガシ コナラ Quercus まべ 太地 熊野太地の伝承

6494 ウバメガシ コナラ Quercus まべ 不明 和歌山県植物方言集

6495 ウバメガシ コナラ Quercus むましば 和歌山県 和歌山県植物方言集

6496 ウバメガシ コナラ Quercus むまめ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6497 ウバメガシ コナラ Quercus んばべ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

6498 ウバメガシ コナラ Quercus んまめ 西牟婁郡和深 和歌山県植物方言集

6499 ウラジロガシ コナラ Quercus あおがし 竜神 紀伊植物誌１

6500 ウラジロガシ コナラ Quercus しおち 和歌山県 和歌山県植物方言集

6501 ウラジロガシ コナラ Quercus しらかし 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6502 ウラジロガシ コナラ Quercus しらかし 小口郷 信愛紀要・第３号

6503 ウラジロガシ コナラ Quercus しらかし 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6504 ウラジロガシ コナラ Quercus しらかし 小口郷 紀伊植物誌１

6505 ウラジロガシ コナラ Quercus しらかし 竜神 紀伊植物誌１
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6506 ウラジロガシ コナラ Quercus しらかし 七川郷 紀伊植物誌１

6507 ウラジロガシ コナラ Quercus しらかし 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

6508 ウラジロガシ コナラ Quercus めがし 和歌山県 和歌山県植物方言集

6509 ウラジロガシ コナラ Quercus めがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6510 カシ類 コナラ Quercus かたぎ 口熊野 口熊野の方言

6511 カシ類？ コナラ Quercus ごさんば 古座地域 古座地域のはなしことば集

6512 クヌギ コナラ Quercus くぬぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6513 クヌギ コナラ Quercus くのぎ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6514 クヌギ コナラ Quercus どんぐり 日高町 日高町誌（下巻）

6515 クヌギ コナラ Quercus どんぐり 紀北一般、有田郡湯浅、日高郡御坊、田辺市、東牟婁郡那智・

色川・四村、新宮市 和歌山県植物方言集

6516 クヌギ コナラ Quercus どんぐり 花園村 紀伊植物誌 II

6517 クヌギ コナラ Quercus どんぐり 伊都地方 紀伊植物誌 II

6518 クヌギ コナラ Quercus どんぐりのき 紀北一般 和歌山県植物方言集

6519 クヌギ コナラ Quercus どんぐりのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

6520 クヌギ コナラ Quercus どんぼそ 花園村 紀伊植物誌 II

6521 クヌギ コナラ Quercus どんぼそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6522 クヌギの実 コナラ Quercus どんぐりこ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6523 クヌギの実 コナラ Quercus どんぐり 口熊野 口熊野の方言

6524 コナラ コナラ Quercus なら 小口郷 信愛紀要・第３号

6525 コナラ コナラ Quercus なら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6526 コナラ コナラ Quercus なら 小口郷 紀伊植物誌１

6527 コナラ コナラ Quercus なら 竜神・清水 紀伊植物誌１

6528 コナラ コナラ Quercus なら 鮎川 紀伊植物誌１

6529 コナラ コナラ Quercus なら 花園村 紀伊植物誌 II

6530 コナラ コナラ Quercus なら 伊都地方 紀伊植物誌 II

6531 コナラ コナラ Quercus ならしば 紀伊 和歌山縣方言（其二）

6532 コナラ コナラ Quercus のがし 小口郷 信愛紀要・第３号

6533 コナラ コナラ Quercus のがし 小口郷 紀伊植物誌１

6534 コナラ コナラ Quercus ははそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6535 コナラ コナラ Quercus ほうそ 口熊野 口熊野の方言

6536 コナラ コナラ Quercus ほうそ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

6537 コナラ コナラ Quercus ほうそ 小口郷 信愛紀要・第３号

6538 コナラ コナラ Quercus ほうそ 小口郷 紀伊植物誌１

6539 コナラ コナラ Quercus ほうそ 竜神・清水 紀伊植物誌１

6540 コナラ コナラ Quercus ほうそ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

6541 コナラ コナラ Quercus ほーそ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6542 コナラ コナラ Quercus ほーそ 日高郡山路、西牟婁郡近野、東牟婁郡色川・四村、新宮市

和歌山県植物方言集

6543 コナラ コナラ Quercus ほーそのき 田辺市 和歌山県植物方言集

6544 コナラ コナラ Quercus ほそ 内原 和歌山縣方言（其二）

6545 コナラ コナラ Quercus ほそ 紀北 紀州の方言

6546 コナラ コナラ Quercus ほそ 日高町 日高町誌（下巻）

6547 コナラ コナラ Quercus ほそ 那賀郡、日高郡御坊・川中・船着、海草郡南野上、東牟婁郡那智、新宮市

和歌山県植物方言集

6548 コナラ コナラ Quercus ほそ 竜神・清水 紀伊植物誌１

6549 コナラ コナラ Quercus ほそ 敷屋・鮎川 紀伊植物誌１

6550 コナラ コナラ Quercus ほそ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

6551 コナラ コナラ Quercus ほそ 花園村 紀伊植物誌 II

6552 コナラ コナラ Quercus ほそ 花園村 紀伊植物誌 II

6553 コナラ コナラ Quercus ほそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6554 コナラ コナラ Quercus ほそ 那賀 和歌山縣方言

6555 コナラ コナラ Quercus ほんなら 高野山 紀伊植物誌１

6556 コナラ コナラ Quercus ほんぼそ 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

6557 コナラ コナラ Quercus ほんぼそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6558 シラカシ コナラ Quercus あおがし 和歌山県 和歌山県植物方言集
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6559 シラカシ コナラ Quercus あおがし 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6560 シラカシ コナラ Quercus あおがし 竜神 紀伊植物誌１

6561 シラカシ コナラ Quercus あまがし 七川郷 紀伊植物誌１

6562 シラカシ コナラ Quercus おおかし 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

6563 シラカシ コナラ Quercus かし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6564 シラカシ コナラ Quercus くろかし 紀南 紀州の方言

6565 シラカシ コナラ Quercus くろかし 西牟婁 和歌山縣方言

6566 シラカシ コナラ Quercus しらかし 竜神 紀伊植物誌１

6567 シラカシ コナラ Quercus しらかし 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

6568 シラカシ コナラ Quercus しろがし 花園村 紀伊植物誌 II

6569 シラカシ コナラ Quercus しろがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6570 シラカシ コナラ Quercus はぼそ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6571 シラカシ コナラ Quercus はぼそ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6572 シラカシ コナラ Quercus はぼそがし 鮎川 紀伊植物誌１

6573 シラカシ コナラ Quercus みねさぶろう 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

6574 シラカシ コナラ Quercus めがし 竜神・高野山 紀伊植物誌１

6575 シラカシ コナラ Quercus めがし 花園村 紀伊植物誌 II

6576 シラカシ コナラ Quercus めがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6577 シラカシ コナラ Quercus めんがし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6578 ツクバネガシ コナラ Quercus あまがし 和歌山県 和歌山県植物方言集

6579 ツクバネガシ コナラ Quercus おおかし 小口郷 信愛紀要・第３号

6580 ツクバネガシ コナラ Quercus おおかし 小口郷 紀伊植物誌１

6581 ツクバネガシ コナラ Quercus おおかし 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

6582 ツクバネガシ コナラ Quercus おーかし 和歌山県 和歌山県植物方言集

6583 ツクバネガシ コナラ Quercus こがし 和歌山県 和歌山県植物方言集

6584 ツクバネガシ コナラ Quercus つくばねがし 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6585 ツクバネガシ コナラ Quercus つくばねがし 七川郷 紀伊植物誌１

6586 ツクバネガシ コナラ Quercus はぼそ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6587 ツクバネガシ コナラ Quercus はぼそのおおかし 小口郷 信愛紀要・第３号

6588 ツクバネガシ コナラ Quercus はぼそのおおかし 小口郷 紀伊植物誌１

6589 ツクバネガシ コナラ Quercus はぼそのおおかし 竜神 紀伊植物誌１

6590 ツクバネガシ コナラ Quercus ほそばのおおかし 七川郷 紀伊植物誌１

6591 ナラ コナラ Quercus ほうそ 印南町 印南町史（資料編）

6592 ナラ コナラ Quercus ほうそ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

6593 ナラ コナラ Quercus ほそ 橋本 橋本の方言

6594 ミズナラ コナラ Quercus おーぼーそ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6595 ミズナラ コナラ Quercus かしわ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6596 ミズナラ コナラ Quercus ははそ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

6597 ミズナラ コナラ Quercus ははた 紀伊 和歌山縣方言（其二）

6598 ミズナラ コナラ Quercus ははた 紀伊 和歌山縣方言（其二）

6599 ミズナラ コナラ Quercus ほーそ 伊都郡高野 和歌山県植物方言集

6600 ミズナラ コナラ Quercus ほそ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

6601 ミズナラ コナラ Quercus みずほうそ 日高郡龍神村 紀伊植物誌 III（小川由一）

6602 ミズナラ コナラ Quercus みずぼうそ 龍神 紀伊植物誌１

6603 ミズナラ コナラ Quercus みずぼうそ 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

6604 ミズナラ コナラ Quercus みずぼーそ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6605 ミズナラ コナラ Quercus みずぼーそー 和歌山県 和歌山県植物方言集

6606 ミズナラ コナラ Quercus みずぼそ 高野山 紀伊植物誌１

6607 ミズナラ コナラ Quercus みずぼそ 花園村 紀伊植物誌 II

6608 ミズナラ コナラ Quercus みずぼそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6609 オオツクバネガシ コナラ？ Quercus？ あまがし 竜神・上南部 紀伊植物誌１

6610 ドングリ（実） － かっつけだま 御坊 和歌山縣方言（其二）

カバノキ科
6611 オオバヤシャブシ ハンノキ Alnus はげしばり 日高町 日高町誌（下巻）

6612 オオバヤシャブシ ハンノキ Alnus はげしばり 伊都地方 紀伊植物誌 II
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6613 カワラハンノキ ハンノキ Alnus かわばたのまるばのやなぎ 伊都郡恋野 和歌山県植物方言集

6614 カワラハンノキ ハンノキ Alnus かわばたのまるばのやなぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6615 ハンノキ ハンノキ Alnus ありのき 日高郡御坊・内原 和歌山県植物方言集

6616 ハンノキ ハンノキ Alnus あんのき 日高郡御坊・内原 和歌山県植物方言集

6617 ハンノキ ハンノキ Alnus はりのき 海草郡南野上、那賀郡、田辺市 和歌山県植物方言集

6618 ハンノキ ハンノキ Alnus はりのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

6619 ハンノキ ハンノキ Alnus はりのき 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

6620 ハンノキ ハンノキ Alnus はりのき 那賀 和歌山縣方言

6621 ヒメヤシャブシ ハンノキ Alnus はげしばり 和歌山県 和歌山県植物方言集

6622 ヒメヤシャブシ ハンノキ Alnus はげしばり 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

6623 ヒメヤシャブシ ハンノキ Alnus はげしばり 花園村 紀伊植物誌 II

6624 ヒメヤシャブシ ハンノキ Alnus はげしばり 伊都地方 紀伊植物誌 II

6625 ヒメヤシャブシ ハンノキ Alnus りゅうじんやなぎ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

6626 ヤシャブシ ハンノキ Alnus はげしばり 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

6627 ヤシャブシ ハンノキ Alnus はげしばり 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

6628 ヤマハンノキ ハンノキ Alnus はりのき 那賀郡 和歌山県植物方言集

6629 ウダイカンバ カバノキ Betula うだい 鳥井峠 紀州採薬紀

6630 ウダイカンバ カバノキ Betula うだいかんば 福嶋 紀州採薬紀

6631 ウダイカンバ カバノキ Betula みずめ 岩坂邊 紀州採薬紀

6632 ミズメ カバノキ Betula あずさ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6633 ミズメ カバノキ Betula あずさ 和歌山県奥地、奈良県吉野郡 紀伊植物誌 II

6634 ミズメ カバノキ Betula あずさ 紀伊半島各地 紀伊植物誌 III（小川由一）

6635 ミズメ カバノキ Betula うかんば 東牟婁郡本宮 和歌山県植物方言集

6636 ミズメ カバノキ Betula うかんば 本宮 紀州採薬紀

6637 ミズメ カバノキ Betula さくら 西牟婁二川 和歌山縣方言（其二）

6638 ミズメ カバノキ Betula さくら 西牟婁郡二川 和歌山県植物方言集

6639 ミズメ カバノキ Betula さくら 龍神・清水等 紀伊植物誌１

6640 ミズメ カバノキ Betula さくら 和歌山県の山村 紀伊植物誌 II

6641 ミズメ カバノキ Betula さくら 伊都地方 紀伊植物誌 II

6642 ミズメ カバノキ Betula さくら 東牟婁 和歌山縣方言

6643 ミズメ カバノキ Betula はざくら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6644 ミズメ カバノキ Betula はずさ 小口郷 信愛紀要・第３号

6645 ミズメ カバノキ Betula はずさ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6646 ミズメ カバノキ Betula はずさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6647 ミズメ カバノキ Betula はずさ 小口郷 紀伊植物誌１

6648 ミズメ カバノキ Betula はずさ 龍神・花園・高野 紀伊植物誌１

6649 ミズメ カバノキ Betula はずさ 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

6650 ミズメ カバノキ Betula はずさ 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

6651 ミズメ カバノキ Betula はずさ 和歌山県奥地、奈良県吉野郡 紀伊植物誌 II

6652 ミズメ カバノキ Betula はずさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6653 ミズメ カバノキ Betula はずさ 紀伊半島各地 紀伊植物誌 III（小川由一）

6654 ミズメ カバノキ Betula はずさ 東牟婁 和歌山縣方言

6655 ミズメ カバノキ Betula ははんさ 和歌山県の山村 紀伊植物誌 II

6656 ミズメ カバノキ Betula はんさ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6657 ミズメ カバノキ Betula はんさ 清水 紀伊植物誌１

6658 ミズメ カバノキ Betula はんさ 和歌山県奥地、海草郡野上地方 紀伊植物誌 II

6659 ミズメ カバノキ Betula はんさ 紀伊半島各地 紀伊植物誌 III（小川由一）

6660 ミズメ カバノキ Betula はんしゃ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6661 ミズメ カバノキ Betula みずうめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6662 ミズメ カバノキ Betula みずめ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6663 ミズメ カバノキ Betula みずめ 龍神・花園・清水 紀伊植物誌１

6664 ミズメ カバノキ Betula みずめ 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

6665 ミズメ カバノキ Betula みずめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6666 ミズメ カバノキ Betula みずめ 鳥井峠 紀州採薬紀

6667 ミズメ カバノキ Betula みずめざくら 和歌山県 和歌山県植物方言集

6668 ミズメ カバノキ Betula みずんめ 龍神・花園・清水 紀伊植物誌１
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6669 ミズメ カバノキ Betula みずんめ 和歌山県の山村 紀伊植物誌 II

6670 ミズメ カバノキ Betula みずんめ 和歌山県の山村 紀伊植物誌 II

6671 ミズメ カバノキ Betula みずんめ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6672 ミズメ カバノキ Betula みづめ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

6673 アカシデ クマシデ Carpinus こしで 奈良県十津川村平谷 紀伊植物誌１

6674 アカシデ クマシデ Carpinus こしで 西牟婁 和歌山縣方言

6675 アカシデ クマシデ Carpinus しで 小口郷 信愛紀要・第３号

6676 アカシデ クマシデ Carpinus しで 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6677 アカシデ クマシデ Carpinus しで 有田郡八幡、伊都郡花園、日高郡山路、東牟婁郡色川

和歌山県植物方言集

6678 アカシデ クマシデ Carpinus しで 小口郷 紀伊植物誌１

6679 アカシデ クマシデ Carpinus しで 竜神、清水、中山路 紀伊植物誌１

6680 アカシデ クマシデ Carpinus しで 七川郷 紀伊植物誌１

6681 アカシデ クマシデ Carpinus しで 花園村 紀伊植物誌 II

6682 アカシデ クマシデ Carpinus しで 伊都地方 紀伊植物誌 II

6683 アカシデ クマシデ Carpinus しましで 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

6684 アカシデ クマシデ Carpinus しらしで 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

6685 アカシデ クマシデ Carpinus しらしで 竜神 紀伊植物誌１

6686 アカシデ クマシデ Carpinus ほんしで 伊都郡高野山 和歌山県植物方言集

6687 アカシデ クマシデ Carpinus ほんしで 竜神、花園、高野 紀伊植物誌１

6688 アカシデ クマシデ Carpinus ほんしで 伊都地方 紀伊植物誌 II

6689 アカシデ クマシデ Carpinus めしで 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

6690 アカシデ クマシデ Carpinus めしで 花園 紀伊植物誌１

6691 アカシデ クマシデ Carpinus めしで 花園村 紀伊植物誌 II

6692 アカシデ クマシデ Carpinus めしで 伊都地方 紀伊植物誌 II

6693 イヌシデ クマシデ Carpinus あおしで 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

6694 イヌシデ クマシデ Carpinus あおしで 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

6695 イヌシデ クマシデ Carpinus おおしで 十津川 紀伊植物誌１

6696 イヌシデ クマシデ Carpinus おおしで 花園村 紀伊植物誌 II

6697 イヌシデ クマシデ Carpinus おおしで 伊都地方 紀伊植物誌 II

6698 イヌシデ クマシデ Carpinus おにしで 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

6699 イヌシデ クマシデ Carpinus おにしで 竜神・清水 紀伊植物誌１

6700 イヌシデ クマシデ Carpinus しで 七川郷 紀伊植物誌１

6701 イヌシデ クマシデ Carpinus しらしで 七川郷 紀伊植物誌１

6702 イヌシデ クマシデ Carpinus しらしで 伊都地方 紀伊植物誌 II

6703 イヌシデ クマシデ Carpinus ましで 和歌山県 和歌山県植物方言集

6704 クマシデ クマシデ Carpinus おにしで 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

6705 クマシデ クマシデ Carpinus おにしで 竜神・花園 紀伊植物誌１

6706 クマシデ クマシデ Carpinus おにしで 伊都地方 紀伊植物誌 II

6707 クマシデ クマシデ Carpinus たにがし 和歌山県 和歌山県植物方言集

6708 クマシデ クマシデ Carpinus たにがし 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

6709 クマシデ クマシデ Carpinus たにがし 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

6710 ツノハシバミ ハシバミ Corylus かしまめのき 岩坂邊 紀州採薬紀

6711 ツノハシバミ ハシバミ Corylus やましば 高野山 紀伊植物誌１

6712 ツノハシバミ ハシバミ Corylus やましば 伊都地方 紀伊植物誌 II

6713 アサダ アサダ Ostrya かわしで 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

6714 アサダ アサダ Ostrya かわしで 花園 紀伊植物誌１

6715 アサダ アサダ Ostrya かわしで 伊都地方 紀伊植物誌 II

6716 アサダ アサダ Ostrya はねかわ 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

6717 アサダ アサダ Ostrya はねかわ 花園 紀伊植物誌１

6718 アサダ アサダ Ostrya はねかわ 伊都地方 紀伊植物誌 II

ヤナギ科
6719 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus かじろ 秦佳 紀州採薬紀

6720 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus はこや 日高郡御坊、西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

6721 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus はこや 紀北 紀伊植物誌１
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6722 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus はこや 花園村 紀伊植物誌 II

6723 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus はこや 伊都地方 紀伊植物誌 II

6724 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus はこや 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

6725 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus はこや 伊都地方 紀伊植物誌 II

6726 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus はこやのき 紀北 紀伊植物誌１

6727 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus はこやのき 伊都地方 紀伊植物誌 II

6728 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus はこやまぎ 龍神・清水 紀伊植物誌１

6729 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus びらっと 東牟婁郡敷屋 紀伊植物誌１

6730 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus びらっと 敷屋 紀伊植物誌１

6731 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus ぶらっと 小口郷 信愛紀要・第３号

6732 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus ぶらっと 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

6733 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus ぶらっと 東牟婁郡小口付近 紀伊植物誌１

6734 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus ぶらっと 小口郷 紀伊植物誌１

6735 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus ぶらっと 小口 紀伊植物誌１

6736 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus ぶらっと 熊野川町小口 紀伊植物誌 III（小川由一）

6737 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus ぷらっと 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6738 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus ぶりぶり 秦佳 紀州採薬紀

6739 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus やまなし 海草郡南野上、西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

6740 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus やまなし 野上町、清水町、龍神村、熊野川町小口 紀伊植物誌 III（小川由一）

6741 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus やまなし 龍神 紀伊植物誌１

6742 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus やまなし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6743 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus やまならし 紀南 紀州の方言

6744 ヤマナラシ ヤマナラシ Populus やまならし 西牟婁 和歌山縣方言

6745 アカメヤナギ ヤナギ Salix かわやなぎ 那賀郡伊都 和歌山県植物方言集

6746 アカメヤナギ ヤナギ Salix かわやなぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6747 アカメヤナギ ヤナギ Salix まるばやなぎ 西牟婁 和歌山縣方言

6748 カワヤナギ ヤナギ Salix ねこ 日高町 日高町誌（下巻）

6749 カワヤナギ ヤナギ Salix ねこやなぎ 日高町 日高町誌（下巻）

6750 キツネヤナギ ヤナギ Salix こぶやなぎ 新宮市 和歌山県植物方言集

6751 キツネヤナギ ヤナギ Salix こぶやなぎ 東牟婁 和歌山縣方言

6752 キヌヤナギ ヤナギ Salix ねこ 海草郡南野上、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6753 キヌヤナギ ヤナギ Salix ねこやなぎ 海草郡南野上、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6754 ネコヤナギ ヤナギ Salix いぬころ 紀南 紀州の方言

6755 ネコヤナギ ヤナギ Salix かわやなぎ 花園村 紀伊植物誌 II

6756 ネコヤナギ ヤナギ Salix かわやなぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6757 ネコヤナギ ヤナギ Salix ねこやなぎ 花園村 紀伊植物誌 II

6758 ネコヤナギ ヤナギ Salix ねこやなぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6759 ヤナギの一種 ヤナギ Salix ちゃやなぎ 花園村 紀伊植物誌 II

6760 ヤナギの一種 ヤナギ Salix ちゃやなぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

ノウゼンカズラ科
6761 キササゲ キササゲ Catalpa かみなりささげ 日高の高城 和歌山縣方言（其二）

6762 キササゲ キササゲ Catalpa かみなりささげ 日高郡高城、西牟婁郡東富田 和歌山県植物方言集

6763 キササゲ キササゲ Catalpa かみなりささげ 日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

6764 キササゲ キササゲ Catalpa こんちん 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

クルミ科
6765 オニグルミ クルミ Juglans くるすび 花園村 紀伊植物誌 II

6766 オニグルミ クルミ Juglans くるすび 伊都地方 紀伊植物誌 II

6767 オニグルミ クルミ Juglans くるみ 竜神・山路・清水・高野、和歌山県各地 紀伊植物誌１

6768 オニグルミ クルミ Juglans くるみ 花園村 紀伊植物誌 II

6769 オニグルミ クルミ Juglans くるみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6770 オニグルミ クルミ Juglans ぼた 川上 和歌山縣方言（其二）

6771 オニグルミ クルミ Juglans ぼや 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

6772 オニグルミ クルミ Juglans みぐるみ 和歌山県 和歌山県植物方言集

6773 ノグルミ ノグルミ Platycarya かいな 有田郡 和歌山県植物方言集
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6774 ノグルミ ノグルミ Platycarya かいな 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

6775 ノグルミ ノグルミ Platycarya からすのけし 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

6776 ノグルミ ノグルミ Platycarya かわぐるみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6777 ノグルミ ノグルミ Platycarya たにぐるみ 花園村 紀伊植物誌 II

6778 ノグルミ ノグルミ Platycarya たにぐるみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6779 ノグルミ ノグルミ Platycarya のぶのき 海草・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

6780 ノグルミ ノグルミ Platycarya ふでのき 有田郡 和歌山県植物方言集

6781 ノグルミ ノグルミ Platycarya ぶわのき 有田郡 和歌山県植物方言集

6782 ノグルミ ノグルミ Platycarya やまぐるみ 有田郡 和歌山県植物方言集

6783 ノグルミ ノグルミ Platycarya やまぐるみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6784 サワグルミ サワグルミ Pterocarya へぼ 竜神 紀伊植物誌１

6785 サワグルミ サワグルミ Pterocarya へぼぎり 竜神 紀伊植物誌１

6786 サワグルミ サワグルミ Pterocarya ぼや 和歌山県 和歌山県植物方言集

6787 サワグルミ サワグルミ Pterocarya ぼや 竜神・清水 紀伊植物誌１

6788 サワグルミ サワグルミ Pterocarya ぼやぎり 竜神・清水 紀伊植物誌１

6789 サワグルミ サワグルミ Pterocarya ほんくるみ 和歌山県 和歌山県植物方言集

ヤマモモ科
6790 ヤマモモ ヤマモモ Myrica もも 田辺市 和歌山県植物方言集

6791 ヤマモモ ヤマモモ Myrica やまもも 小口郷 信愛紀要・第３号

6792 ヤマモモ ヤマモモ Myrica やまもも 小口郷 紀伊植物誌１

6793 ヤマモモ ヤマモモ Myrica やまもも 伊都地方 紀伊植物誌 II

6794 ヤマモモ ヤマモモ Myrica よむぎのき 桃山町奥安楽川 紀伊植物誌 III（小川由一）

6795 ヤマモモ ヤマモモ Myrica よもんぜう 小浦 紀州採薬紀

単 子 葉 類
ラン科
6796 シラン シラン Bletilla けいらん 田辺 和歌山縣方言（其二）

6797 シラン シラン Bletilla けいらん 田辺市 和歌山県植物方言集

6798 シラン シラン Bletilla けいらん 紀北 紀州の方言

6799 シラン シラン Bletilla けいらん 和歌山県 和歌山方言集

6800 シラン シラン Bletilla けいらん 西牟婁 和歌山縣方言

6801 シラン シラン Bletilla しゅーらん 新宮市 和歌山県植物方言集

6802 シラン シラン Bletilla しゅうらん 伊都地方 紀伊植物誌 II

6803 マメヅタラン マメヅタラン Bulbophyllum まめらん 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

6804 ミヤマムギラン マメヅタラン Bulbophyllum おおむぎらん 七川郷 紀伊植物誌１

6805 ムギラン マメヅタラン Bulbophyllum こむぎらん 七川郷 紀伊植物誌１

6806 エビネ エビネ Calanthe しゆうらん 伊都地方 紀伊植物誌 II

6807 ナツエビネ エビネ Calanthe くまのいわらん 和歌山県 和歌山県植物方言集

6808 サイハイラン サイハイラン Cremastra ひとつばぼくろ 七川郷 紀伊植物誌１

6809 シュンラン シュンラン Cymbidium おきくとぼうず 那賀郡池田村 紀伊植物誌 II

6810 シュンラン シュンラン Cymbidium おきくぼーさん 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

6811 シュンラン シュンラン Cymbidium おきくぼーず 有田郡保田 和歌山県植物方言集

6812 シュンラン シュンラン Cymbidium おきくぼんさん 高野口町 紀伊植物誌 II

6813 シュンラン シュンラン Cymbidium おきくぼんさん 伊都地方 紀伊植物誌 II

6814 シュンラン シュンラン Cymbidium おじとおば 伊都地方 紀伊植物誌 II

6815 シュンラン シュンラン Cymbidium おせき 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

6816 シュンラン シュンラン Cymbidium おせき 湯浅辺 紀伊植物誌１

6817 シュンラン シュンラン Cymbidium おなかぼっさん 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

6818 シュンラン シュンラン Cymbidium おなつ 下神野村 紀伊植物誌１

6819 シュンラン シュンラン Cymbidium おなつ 海草郡野上地方 紀伊植物誌 II

6820 シュンラン シュンラン Cymbidium おなつせいじゅうろう 野上地方 紀伊植物誌１

6821 シュンラン シュンラン Cymbidium おなつせいじゅーろー 海草郡南野上 和歌山県植物方言集
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6822 シュンラン シュンラン Cymbidium おなつぼうさん 伊都郡花園村 紀伊植物誌 II

6823 シュンラン シュンラン Cymbidium おなつぼーさん 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

6824 シュンラン シュンラン Cymbidium おなつまつたろう 下神野村 紀伊植物誌１

6825 シュンラン シュンラン Cymbidium おなつまつたろう 和歌山県各地 紀伊植物誌 II

6826 シュンラン シュンラン Cymbidium じいとばば 七川郷 紀伊植物誌１

6827 シュンラン シュンラン Cymbidium じいばば 田辺 和歌山縣方言（其二）

6828 シュンラン シュンラン Cymbidium じいばば 日高町 日高町誌（下巻）

6829 シュンラン シュンラン Cymbidium じいばば 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

6830 シュンラン シュンラン Cymbidium じいばば 西牟婁 和歌山縣方言

6831 シュンラン シュンラン Cymbidium じーばば 日高郡、西牟婁郡近野、田辺市、東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

6832 シュンラン シュンラン Cymbidium じじばば 日高町 日高町誌（下巻）

6833 シュンラン シュンラン Cymbidium じじばば 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6834 シュンラン シュンラン Cymbidium じじばば 東牟婁郡太田 和歌山県植物方言集

6835 シュンラン シュンラン Cymbidium なつぼうさん 花園村 紀伊植物誌 II

6836 シュンラン シュンラン Cymbidium なつぼうさん 伊都地方 紀伊植物誌 II

6837 シュンラン シュンラン Cymbidium べべほおじろ （南）鵜殿－三重県 和歌山県植物方言集

6838 シュンラン シュンラン Cymbidium ほうくろ 日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

6839 シュンラン シュンラン Cymbidium ほーくろらん 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6840 シュンラン シュンラン Cymbidium ほくる 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6841 シュンラン シュンラン Cymbidium ほくろ 竜神 紀伊植物誌１

6842 クマガイソウ アツモリソウ Cypripedium うしのつび 日高郡山路 和歌山県植物方言集

6843 クマガイソウ アツモリソウ Cypripedium うしのつび 日高郡美山町の山路郷など 紀伊植物誌１

6844 クマガイソウ アツモリソウ Cypripedium うしのつび 竜神・山路 紀伊植物誌１

6845 クマガイソウ アツモリソウ Cypripedium うしのぼぼ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6846 セッコク セッコク Dendrobium そてつ 花園村 紀伊植物誌 II

6847 セッコク セッコク Dendrobium そてつ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6848 ツチアケビ ツチアケビ Galeola おーがみさんのしゃくじょー 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

6849 ツチアケビ ツチアケビ Galeola きつねのしゃくじょう 伊都地方 紀伊植物誌 II

6850 ツチアケビ ツチアケビ Galeola しゃくじょう 小口郷 信愛紀要・第３号

6851 ツチアケビ ツチアケビ Galeola しゃくじょう 小口郷 紀伊植物誌１

6852 ツチアケビ ツチアケビ Galeola てんぐのはな 岩田 和歌山縣方言（其二）

6853 ツチアケビ ツチアケビ Galeola やぶじゃく 花園村 紀伊植物誌 II

6854 ツチアケビ ツチアケビ Galeola やぶじゃく 伊都地方 紀伊植物誌 II

6855 ツチアケビ ツチアケビ Galeola やぶじゃくじょう 伊都地方 紀伊植物誌 II

6856 ツチアケビ ツチアケビ Galeola やましゃくじょう 西牟婁岩田 和歌山縣方言（其二）

6857 ツチアケビ ツチアケビ Galeola やまのかみのしゃくじょう 熊野 和歌山縣方言（其二）

6858 ツチアケビ ツチアケビ Galeola やまのかみのしゃくじょう 日高郡龍神 信愛紀要・第３号

6859 ツチアケビ ツチアケビ Galeola やまのかみのしゃくじょう 日高郡 紀伊植物誌１

6860 ツチアケビ ツチアケビ Galeola やまのかみのしゃくじょう 竜神 紀伊植物誌１

6861 ツチアケビ ツチアケビ Galeola やまのかみのしゃくじょう 東牟婁 和歌山縣方言

6862 ツチアケビ ツチアケビ Galeola やまのかみのしゃくじょぉ 紀南 紀州の方言

6863 ツチアケビ ツチアケビ Galeola やまのかみのしゃくじょー 日高郡山路、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6864 オニノヤガラ オニノヤガラ Gastrodia ぬすびとのあし 紀北 紀州の方言

6865 オニノヤガラ オニノヤガラ Gastrodia ぬすびとのあし 伊都 和歌山縣方言

6866 ミヤマウズラ シュスラン Goodyera くはせうらん 辨天嶋 紀州採薬紀

6867 ミヤマウズラ シュスラン Goodyera くもきり 辨天嶋 紀州採薬紀

6868 カヤラン カヤラン Sarcochilus かやらん 花園村 紀伊植物誌 II

6869 カヤラン カヤラン Sarcochilus かやらん 伊都地方 紀伊植物誌 II

6870 ネジバナ ネジバナ Spiranthes ねじばな 七川郷 紀伊植物誌１

6871 ネジバナ ネジバナ Spiranthes ねじばな 西牟婁 和歌山縣方言

6872 ネジバナ ネジバナ Spiranthes ねぢばな 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

6873 ネジバナ ネジバナ Spiranthes ひだりまえ 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

6874 ネジバナ ネジバナ Spiranthes ひだりまき 和歌山県 和歌山県植物方言集

6875 トンボソウ トンボソウ Tulotis ことんぼそう 那賀・伊都・東牟婁 和歌山縣方言
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ショウガ科
6876 アオノクマタケラン ハナミョウガ Alpinia かいせき 東牟婁郡大島 和歌山県植物方言集

6877 アオノクマタケラン ハナミョウガ Alpinia くまたか 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6878 アオノクマタケラン ハナミョウガ Alpinia くまたか 紀南 紀伊植物誌 II

6879 ハナミョウガ ハナミョウガ Alpinia しゅくしゃ 小口郷 信愛紀要・第３号

6880 ハナミョウガ ハナミョウガ Alpinia しゅくしゃ 小口郷 紀伊植物誌１

6881 ハナミョウガ ハナミョウガ Alpinia やましょうが 鮎川 紀伊植物誌１

6882 ハナミョウガ ハナミョウガ Alpinia やましょうが 七川郷 紀伊植物誌１

6883 ハナミョウガ ハナミョウガ Alpinia やましょーが 東牟婁郡色川、新宮市 和歌山県植物方言集

6884 ハナミョウガ ハナミョウガ Alpinia やまみょうが 東牟婁 和歌山縣方言

6885 ミョウガ ショウガ Zingiber たこな 花園村 紀伊植物誌 II

6886 ミョウガ ショウガ Zingiber たこな 伊都地方 紀伊植物誌 II

6887 ミョウガ ショウガ Zingiber みょうが 北山郷 紀伊植物誌１

カヤツリグサ科
6888 オニスゲ スゲ Carex みくりすげ 西牟婁 和歌山縣方言

6889 カンスゲ スゲ Carex おおすげ 小口郷 信愛紀要・第３号

6890 カンスゲ スゲ Carex おおすげ 小口郷 紀伊植物誌１

6891 カンスゲ スゲ Carex おおすげ 七川郷 紀伊植物誌１

6892 カンスゲ スゲ Carex おおすげ 紀南の奥地 紀伊植物誌 III（小川由一）

6893 カンスゲ スゲ Carex すぐ 竜神 紀伊植物誌１

6894 カンスゲ スゲ Carex すげ 小口郷 信愛紀要・第３号

6895 カンスゲ スゲ Carex すげ 小口郷 紀伊植物誌１

6896 カンスゲ スゲ Carex すげ 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

6897 カンスゲ スゲ Carex すげ 花園村 紀伊植物誌 II

6898 カンスゲ スゲ Carex すげ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6899 カンスゲ スゲ Carex すげ 紀北の山村、紀南の奥地 紀伊植物誌 III（小川由一）

6900 カンスゲ スゲ Carex みのくさ 竜神 紀伊植物誌１

6901 カンスゲ スゲ Carex みのくさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

6902 コウボウムギ スゲ Carex かにくさ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

6903 コウボウムギ スゲ Carex がにくさ 若山 紀州採薬紀

6904 コウボウムギ スゲ Carex もしほ 紀州 紀州採薬紀

6905 コカンスゲ スゲ Carex こすげ 七川郷 紀伊植物誌１

6906 コカンスゲ スゲ Carex ちょうちんぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

6907 テキリスゲ スゲ Carex すげ 花園村 紀伊植物誌 II

6908 テキリスゲ スゲ Carex すげ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6909 ハマアオスゲ スゲ Carex いそすげ 和歌山市、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

6910 ヒゴクサ スゲ Carex なんばぐさ 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

6911 ヒメカンスゲ スゲ Carex こすげ 七川郷 紀伊植物誌１

6912 ヒメカンスゲ スゲ Carex ちょうちんぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

6913 アゼガヤツリ カヤツリグサ Cyperus ますくさ 日高郡御坊、新宮市 和歌山県植物方言集

6914 アゼガヤツリ カヤツリグサ Cyperus ますぐさ 西牟婁郡近野、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6915 ウシクグ カヤツリグサ Cyperus なかよし 敷屋 紀伊植物誌１

6916 カヤツリグサ カヤツリグサ Cyperus かやつりぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6917 カヤツリグサ カヤツリグサ Cyperus ますくさ 日高町 日高町誌（下巻）

6918 カヤツリグサ カヤツリグサ Cyperus ますくさ 日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6919 カヤツリグサ カヤツリグサ Cyperus ますくさ 竜神・山路 紀伊植物誌１

6920 カヤツリグサ カヤツリグサ Cyperus ますぐさ 西牟婁郡近野、東牟婁郡色川・那智 和歌山県植物方言集

6921 カヤツリグサ カヤツリグサ Cyperus ますぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6922 カヤツリグサ類 カヤツリグサ Cyperus ますくさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

6923 カヤツリグサ類 カヤツリグサ Cyperus ますぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

6924 カヤツリグサ類 カヤツリグサ Cyperus ますぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

6925 クグ カヤツリグサ Cyperus ますくさ 北山郷 紀伊植物誌１

6926 クグガヤツリ カヤツリグサ Cyperus かやつりぐさ 紀北一般 和歌山県植物方言集

6927 コゴメガヤツリ カヤツリグサ Cyperus かやつりぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１
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6928 コゴメガヤツリ カヤツリグサ Cyperus ますくさ 小口郷 信愛紀要・第３号

6929 コゴメガヤツリ カヤツリグサ Cyperus ますくさ 小口郷 紀伊植物誌１

6930 コゴメガヤツリ カヤツリグサ Cyperus ますくさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

6931 コゴメガヤツリ カヤツリグサ Cyperus ますぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

6932 コゴメガヤツリ カヤツリグサ Cyperus ますぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6933 シチトウ カヤツリグサ Cyperus ふくい 新宮市 和歌山県植物方言集

6934 シチトウ カヤツリグサ Cyperus ふくいぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6935 シチトウ カヤツリグサ Cyperus りゅーきゅー 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6936 タマガヤツリ カヤツリグサ Cyperus とうしんぐさ 和歌山 雑草の博物誌・水田雑草編

6937 タマガヤツリ カヤツリグサ Cyperus ますくさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

6938 タマガヤツリ カヤツリグサ Cyperus ますぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

6939 チャガヤツリ カヤツリグサ Cyperus かやつりぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6940 チャガヤツリ カヤツリグサ Cyperus ますぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6941 ハマスゲ カヤツリグサ Cyperus こーぶし 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6942 ハマスゲ カヤツリグサ Cyperus こぶぐさ 田辺市 和歌山県植物方言集

6943 ハマスゲ カヤツリグサ Cyperus こぶし 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

6944 ハマスゲ カヤツリグサ Cyperus こぶし 日高郡御坊、西牟婁郡、田辺市、新宮市、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

6945 ハマスゲ カヤツリグサ Cyperus こぶし 伊都地方 紀伊植物誌 II

6946 ハマスゲ カヤツリグサ Cyperus こぶし 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

6947 ハマスゲ カヤツリグサ Cyperus はなび 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

6948 ヒナガヤツリ カヤツリグサ Cyperus みまさぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

6949 ヒメクグ カヤツリグサ Cyperus ますぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

6950 ミズガヤツリ カヤツリグサ Cyperus かやつり 和歌山 雑草の博物誌・水田雑草編

6951 ミズガヤツリ カヤツリグサ Cyperus ますぐさ 東牟婁 雑草の博物誌・水田雑草編

6952 ミズガヤツリ カヤツリグサ Cyperus ますぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

6953 クログワイ ハリイ Eleocharis いい 敷屋 紀伊植物誌１

6954 クログワイ ハリイ Eleocharis いいぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

6955 クログワイ ハリイ Eleocharis そろい 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

6956 クログワイ ハリイ Eleocharis とうしん 東牟婁 雑草の博物誌・水田雑草編

6957 クログワイ ハリイ Eleocharis やがら 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6958 マツバイ ハリイ Eleocharis うしのけ 和歌山、東牟婁 雑草の博物誌・水田雑草編

6959 マツバイ ハリイ Eleocharis うしのけ 花園村 紀伊植物誌 II

6960 マツバイ ハリイ Eleocharis うしのけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6961 マツバイ ハリイ Eleocharis うしのひげ 花園村 紀伊植物誌 II

6962 マツバイ ハリイ Eleocharis としめぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6963 アゼテンツキ テンツキ Fimbristylis あぜくさ 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

6964 アゼテンツキ テンツキ Fimbristylis うしのひげ 新宮市 和歌山県植物方言集

6965 アゼテンツキ テンツキ Fimbristylis みまさぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

6966 ヒデリコ テンツキ Fimbristylis こげ 東西、内原、御坊 和歌山縣方言（其二）

6967 ヒデリコ テンツキ Fimbristylis のみのす 有田郡広 和歌山県植物方言集

6968 ヒデリコ テンツキ Fimbristylis はなび 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

6969 ヒデリコ テンツキ Fimbristylis はなび 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

6970 ヒンジガヤツリ ヒンジガヤツリ Lipocarpha ぼーずぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6971 アブラガヤ ホタルイ Scirpus かるかや 花園村 紀伊植物誌 II

6972 アブラガヤ ホタルイ Scirpus かるかや 伊都地方 紀伊植物誌 II

6973 カンガレイ ホタルイ Scirpus やから 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

6974 カンガレイ ホタルイ Scirpus やから 伊都地方 紀伊植物誌 II

6975 フトイ ホタルイ Scirpus ふくいぐさ 小口郷 信愛紀要・第３号

6976 フトイ ホタルイ Scirpus ふといぐさ 小口郷 紀伊植物誌１

6977 フトイ ホタルイ Scirpus ふとえ 日高町 日高町誌（下巻）

6978 フトイ ホタルイ Scirpus ふとえ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6979 カガシラ シンジュガヤ Scleria ひめしんじゅがや 海草 和歌山縣方言

ウキクサ科
6980 ウキクサ ウキクサ Spirodela うきぐさ 敷屋 紀伊植物誌１
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サトイモ科
6981 ショウブ ショウブ Acorus しょうぶ 日高町 日高町誌（下巻）

6982 ショウブ ショウブ Acorus しょうぶ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6983 セキショウ ショウブ Acorus しょーぶ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6984 セキショウ ショウブ Acorus せきしょ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

6985 セキショウ ショウブ Acorus せきしょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

6986 セキショウ ショウブ Acorus せきしょう 日高町 日高町誌（下巻）

6987 セキショウ ショウブ Acorus せきしょうぶ 東牟婁 和歌山縣方言

6988 セキショウ ショウブ Acorus せきしょーぶ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6989 セキショウ ショウブ Acorus たにしょーぶ 新宮市 和歌山県植物方言集

6990 コンニャク コンニャク Amorphophalus おこんにゃ 日高・西牟婁 和歌山縣方言

6991 コンニャク コンニャク Amorphophalus こんにゃ 伊都・有田 和歌山縣方言

6992 コンニャク コンニャク Amorphophalus こんやく 古座地域 古座地域のはなしことば集

6993 コンニャク コンニャク Amorphophalus こんやく 太地 熊野太地の伝承

6994 コンニャク コンニャク Amorphophalus こんやく 伊都郡、有田郡、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

6995 ウラシマソウ テンナンショウ Arisaema やぶごんにゃく 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

6996 ウラシマソウ テンナンショウ Arisaema やぶだま 那賀郡鞆淵 和歌山県植物方言集

6997 ウラシマソウ テンナンショウ Arisaema やまごんにゃく 伊都地方 紀伊植物誌 II

6998 テンナンショウ テンナンショウ Arisaema やぶこんにゃく 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

6999 テンナンショウ テンナンショウ Arisaema やぶごんにゃく 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7000 テンナンショウ テンナンショウ Arisaema やぶごんにゃく 西牟婁 和歌山縣方言

7001 テンナンショウ テンナンショウ Arisaema やまごんにゃく 日高郡山路、新宮市、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7002 テンナンショウ類 テンナンショウ Arisaema やまごんにゃく 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

7003 テンナンショウ類 テンナンショウ Arisaema やまごんにゃく 竜神・花園・高野山 紀伊植物誌１

7004 テンナンショウ類 テンナンショウ Arisaema やまごんにゃく 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7005 テンナンショウ類 テンナンショウ Arisaema やまごんにゃく 伊都地方 紀伊植物誌 II

7006 マムシグサ類 テンナンショウ Arisaema ぐいないのこんにゃく 七川郷 紀伊植物誌１

7007 マムシグサ類 テンナンショウ Arisaema やまごんにゃく 小口郷 信愛紀要・第３号

7008 ムロウテンナンショウ テンナンショウ Arisaema やまごんにゃく 花園村 紀伊植物誌 II

7009 ムロウテンナンショウ テンナンショウ Arisaema やまごんにゃく 伊都地方 紀伊植物誌 II

7010 ムロウテンナンショウ テンナンショウ Arisaema やまだま 花園村 紀伊植物誌 II

7011 ムロウテンナンショウ テンナンショウ Arisaema やまだま 伊都地方 紀伊植物誌 II

7012 サトイモ サトイモ Colocasia あおずる 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7013 サトイモ サトイモ Colocasia あらいも 紀北 紀州の方言

7014 サトイモ サトイモ Colocasia いぐいも 海草郡南野上、那賀郡、伊都郡、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7015 サトイモ サトイモ Colocasia いぐいも 橋本 橋本の方言

7016 サトイモ サトイモ Colocasia えぐいも 海草郡、那賀郡、伊都郡、有田郡、田辺市、東牟婁郡色川

和歌山県植物方言集

7017 サトイモ サトイモ Colocasia えぐいも 紀北、紀南 紀州の方言

7018 サトイモ サトイモ Colocasia えぐいも 日高町 日高町誌（下巻）

7019 サトイモ サトイモ Colocasia えぐいも 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

7020 サトイモ サトイモ Colocasia えぐいも 伊都地方 紀伊植物誌 II

7021 サトイモ サトイモ Colocasia えぐいも 橋本 橋本の方言

7022 サトイモ サトイモ Colocasia えぐしも 印南町 印南町史（資料編）

7023 サトイモ サトイモ Colocasia くろずる 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7024 サトイモ サトイモ Colocasia こいも 田辺付近 和歌山縣方言（其二）

7025 サトイモ サトイモ Colocasia こいも 紀北、紀南 紀州の方言

7026 サトイモ サトイモ Colocasia こいも 伊都地方 紀伊植物誌 II

7027 サトイモ サトイモ Colocasia こいも 橋本 橋本の方言

7028 サトイモ サトイモ Colocasia ずいくき 小口郷 信愛紀要・第３号

7029 サトイモ サトイモ Colocasia ずいくき 小口郷 紀伊植物誌１

7030 サトイモ サトイモ Colocasia たいも 岩代 和歌山縣方言（其二）

7031 サトイモ サトイモ Colocasia たいも 紀北、紀南 紀州の方言

7032 サトイモ サトイモ Colocasia 田芋 那智、天満 那智地区方言集
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7033 サトイモ サトイモ Colocasia たいも 和歌山市・海草郡南野上、日高郡、西牟婁郡、東牟婁郡

和歌山県植物方言集

7034 サトイモ サトイモ Colocasia たいも 伊都地方 紀伊植物誌 II

7035 サトイモ サトイモ Colocasia たいも 橋本 橋本の方言

7036 サトイモ サトイモ Colocasia たいも 和歌山市・海草・日高・西牟婁 和歌山縣方言

7037 サトイモ サトイモ Colocasia めあか 日高郡 和歌山県植物方言集

7038 サトイモ サトイモ Colocasia りゅうきゅういも 日高 和歌山縣方言

7039 サトイモの茎 サトイモ Colocasia ずいき 口熊野 口熊野の方言

7040 サトイモの葉柄 サトイモ Colocasia いもがら 北山郷 紀伊植物誌１

7041 サトイモの葉柄 サトイモ Colocasia ごり 和歌山県 和歌山方言集

7042 サトイモの葉柄 サトイモ Colocasia さくき 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7043 サトイモの葉柄 サトイモ Colocasia ずいき 海草郡南野上、日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7044 サトイモの葉柄 サトイモ Colocasia わりな 日高郡御坊、田辺市、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7045 トウノイモ サトイモ Colocasia あかづる 海草郡 和歌山県植物方言集

7046 カラスビシャク ハンゲ Pinellia てっぽぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7047 カラスビシャク ハンゲ Pinellia とのさまてっぽ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7048 カラスビシャク ハンゲ Pinellia とんびのへそ 小口郷 信愛紀要・第３号

7049 カラスビシャク ハンゲ Pinellia とんびのへそ 東牟婁郡色川・四村 和歌山県植物方言集

7050 カラスビシャク ハンゲ Pinellia とんびのへそ 小口郷 紀伊植物誌１

7051 カラスビシャク ハンゲ Pinellia とんべのへそ 敷屋 紀伊植物誌１

7052 カラスビシャク ハンゲ Pinellia はげ 東牟婁郡太田 和歌山県植物方言集

7053 カラスビシャク ハンゲ Pinellia はげ 野上地方 紀伊植物誌１

7054 カラスビシャク ハンゲ Pinellia はげ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7055 カラスビシャク ハンゲ Pinellia はげっしょ 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

7056 カラスビシャク ハンゲ Pinellia はげっしょう 竜神 紀伊植物誌１

7057 カラスビシャク ハンゲ Pinellia はげのくさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7058 カラスビシャク ハンゲ Pinellia はげぼうず 七川郷 紀伊植物誌１

7059 カラスビシャク ハンゲ Pinellia はげぼーず 東牟婁郡太田 和歌山県植物方言集

7060 カラスビシャク ハンゲ Pinellia はたけほうじ 鮎川 紀伊植物誌１

7061 カラスビシャク ハンゲ Pinellia はたけぼーず 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

7062 カラスビシャク ハンゲ Pinellia はたけみつば 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集

7063 カラスビシャク ハンゲ Pinellia ほーじ 日高郡山路 和歌山県植物方言集

7064 カラスビシャク ハンゲ Pinellia みつば 紀北 紀伊植物誌１

ヤシ科
7065 シュロ シュロ Trachycarpus しゅぅろ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

7066 シュロ シュロ Trachycarpus しゅーろ 伊都郡、海草郡南野上、日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川

和歌山県植物方言集

7067 シュロ シュロ Trachycarpus しゅうろ 竜神・清水・その他 紀伊植物誌１

7068 シュロ シュロ Trachycarpus しゅうろ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7069 シュロ シュロ Trachycarpus しろ 和歌山県 和歌山県植物方言集

7070 シュロ シュロ Trachycarpus しろのき 西牟婁郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

7071 シュロ シュロ Trachycarpus しろのき 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

7072 シュロ シュロ Trachycarpus わじゅろ 海草・那賀・西牟婁 和歌山縣方言

7073 椰子 － おにせんあい 紀南 紀州の方言

7074 ヤシの種子 － かっつけだま 御坊 和歌山縣方言（其二）

イネ科
7075 カモジグサ カモジグサ Agropyron おかた 和歌山市、有田郡 和歌山県植物方言集

7076 カモジグサ カモジグサ Agropyron おかた 和歌山県 和歌山方言集

7077 カモジグサ カモジグサ Agropyron おかたぐさ 和歌山市、有田郡 和歌山県植物方言集

7078 カモジグサ カモジグサ Agropyron おかたぐさ 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

7079 カモジグサ カモジグサ Agropyron おひなぐさ 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

7080 カモジグサ カモジグサ Agropyron かずらめ 那賀郡岩出・中貴志 和歌山県植物方言集

7081 カモジグサ カモジグサ Agropyron かずらめ 岩出町、奥安楽川 紀伊植物誌１

7082 カモジグサ カモジグサ Agropyron かずらめ 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）
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7083 カモジグサ カモジグサ Agropyron ししがや 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7084 カモジグサ カモジグサ Agropyron じじょぐさ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7085 カモジグサ カモジグサ Agropyron じょじょぐさ 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

7086 カモジグサ カモジグサ Agropyron じょろぐさ 西牟婁岩田 和歌山縣方言（其二）

7087 カモジグサ カモジグサ Agropyron じょろぐさ 田辺市 和歌山県植物方言集

7088 カモジグサ カモジグサ Agropyron どじょうぐさ 紀州 紀伊植物誌 III（小川由一）

7089 スズメノテッポウ スズメノテッポウ Alopecurus ちゅーちゅーぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7090 スズメノテッポウ スズメノテッポウ Alopecurus ぴーぴーぐさ 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

7091 スズメノテッポウ スズメノテッポウ Alopecurus ひよごり 牟婁 和歌山縣方言（其二）

7092 スズメノテッポウ スズメノテッポウ Alopecurus ひよろくさ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

7093 スズメノテッポウ スズメノテッポウ Alopecurus ふえくさ 竜神 紀伊植物誌１

7094 スズメノテッポウ スズメノテッポウ Alopecurus ふえぐさ 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

7095 スズメノテッポウ スズメノテッポウ Alopecurus ふえふきぐさ 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

7096 スズメノテッポウ スズメノテッポウ Alopecurus ふでくさ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

7097 コブナグサ コブナグサ Arthraxon ささくさ 日高郡衣奈、新宮市 和歌山県植物方言集

7098 ダンチク ダンチク Arundo あせ 日高町 日高町誌（下巻）

7099 ダンチク ダンチク Arundo あせ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7100 エンバク カラスムギ Avena つばくろ 日高・西牟婁 和歌山縣方言

7101 カラスムギ カラスムギ Avena じねご 敷屋 紀伊植物誌１

7102 カラスムギ カラスムギ Avena つばめ 和歌山市 和歌山県植物方言集

7103 ホウライチク ホウライチク Bambusa どようちく 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

7104 ホウライチク ホウライチク Bambusa どよーちく 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

7105 ホウライチク ホウライチク Bambusa どよちく 日高町 日高町誌（下巻）

7106 ホウライチク ホウライチク Bambusa どよちく 日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

7107 カズノコグサ ミノゴメ Beckmannia かずのこぐさ 西牟婁 和歌山縣方言

7108 ヒメコバンソウ コバンソウ Briza がらがら 有田郡宮原・保田 和歌山県植物方言集

7109 ヒメコバンソウ コバンソウ Briza かんざし 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

7110 ヒメコバンソウ コバンソウ Briza すず 伊都地方 紀伊植物誌 II

7111 ヒメコバンソウ コバンソウ Briza すずがや 和歌山市 和歌山県植物方言集

7112 ヒメコバンソウ コバンソウ Briza すずがや 西牟婁 和歌山縣方言

7113 ヒメコバンソウ コバンソウ Briza すずくさ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

7114 ヒメコバンソウ コバンソウ Briza すずくさ 海草郡南野上・日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7115 ヒメコバンソウ コバンソウ Briza すずくさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7116 ヒメコバンソウ コバンソウ Briza すずぐさ 和歌山市 和歌山県植物方言集

7117 ヒメコバンソウ コバンソウ Briza すずぐさ 和歌山市 和歌山縣方言

7118 ホガエリガヤ ホガエリガヤ Brylkinia はじがえり 伊都 和歌山縣方言

7119 チョウセンガリヤス チョウセンガリヤス Cleistogenes たけがや 敷屋 紀伊植物誌１

7120 ジュスダマ ジュズダマ Coix ずず 小口郷 紀伊植物誌１

7121 ジュスダマ ジュズダマ Coix ずずだま 紀北 紀伊植物誌１

7122 ジュズダマ ジュズダマ Coix じゅず 七川郷 紀伊植物誌１

7123 ジュズダマ ジュズダマ Coix じゅず 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7124 ジュズダマ ジュズダマ Coix じゅずだま 七川郷 紀伊植物誌１

7125 ジュズダマ ジュズダマ Coix ずず 小口郷 信愛紀要・第３号

7126 ジュズダマ ジュズダマ Coix ずず 田辺市 和歌山県植物方言集

7127 ジュズダマ ジュズダマ Coix ずずくさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7128 ジュズダマ ジュズダマ Coix ずずたま 伊都地方 紀伊植物誌 II

7129 ジュズダマ ジュズダマ Coix ずずだま 日高町 日高町誌（下巻）

7130 ジュズダマ ジュズダマ Coix ずずだま 紀北 信愛紀要・第３号

7131 ハトムギ ジュズダマ Coix すずむぎ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7132 オガルカヤ オガルカヤ Cymbopogon かるかや 敷屋 紀伊植物誌１

7133 オガルカヤ オガルカヤ Cymbopogon じょろぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7134 オガルカヤ オガルカヤ Cymbopogon じょろぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

7135 ギョウギシバ ギョウギシバ Cynodon しば 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7136 アキメヒシバ メヒシバ Digitaria あきぼこり 伊都地方 紀伊植物誌 II

7137 アキメヒシバ メヒシバ Digitaria がいな 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

7138 アキメヒシバ メヒシバ Digitaria ほーとりぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集
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7139 アキメヒシバ メヒシバ Digitaria ほとり 有田郡南広・石垣、新宮市 和歌山県植物方言集

7140 メヒシバ メヒシバ Digitaria あきほこり 紀北 紀伊植物誌１

7141 メヒシバ メヒシバ Digitaria あきぼこり 伊都地方 紀伊植物誌 II

7142 メヒシバ メヒシバ Digitaria おんなすもとり 和歌山市 紀伊植物誌１

7143 メヒシバ メヒシバ Digitaria おんなすもとり 伊都地方 紀伊植物誌 II

7144 メヒシバ メヒシバ Digitaria がいな 東牟婁郡四村 和歌山県植物方言集

7145 メヒシバ メヒシバ Digitaria がいな 小口郷 紀伊植物誌１

7146 メヒシバ メヒシバ Digitaria がいな 敷屋 紀伊植物誌１

7147 メヒシバ メヒシバ Digitaria がいな 本宮 紀伊植物誌１

7148 メヒシバ メヒシバ Digitaria がいな 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7149 メヒシバ メヒシバ Digitaria しりいたがいな 龍神小又川 紀伊植物誌１

7150 メヒシバ メヒシバ Digitaria すまいとり 紀北 紀伊植物誌１

7151 メヒシバ メヒシバ Digitaria すもとりぐさ 口熊野 口熊野の方言

7152 メヒシバ メヒシバ Digitaria たちすまい 伊都地方 紀伊植物誌 II

7153 メヒシバ メヒシバ Digitaria ぢしばり 印南町 印南町史（資料編）

7154 メヒシバ メヒシバ Digitaria ひらな 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7155 メヒシバ メヒシバ Digitaria びらびらかんざし 伊都地方 紀伊植物誌 II

7156 メヒシバ メヒシバ Digitaria ほうとり 小口郷 紀伊植物誌１

7157 メヒシバ メヒシバ Digitaria ほうとり 七川郷 紀伊植物誌１

7158 メヒシバ メヒシバ Digitaria ほうとり 下里 紀伊植物誌１

7159 メヒシバ メヒシバ Digitaria ほうとろ 小口郷 紀伊植物誌１

7160 メヒシバ メヒシバ Digitaria ほーとり 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

7161 メヒシバ メヒシバ Digitaria ほーとりぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7162 メヒシバ メヒシバ Digitaria ほとり 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

7163 メヒシバ メヒシバ Digitaria ほとろ 小口郷 紀伊植物誌１

7164 メヒシバ メヒシバ Digitaria よわぐさ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

7165 メヒシバ、コメヒシバ メヒシバ Digitaria おんなすもとり 小口郷 信愛紀要・第３号

7166 メヒシバ、コメヒシバ メヒシバ Digitaria がいな 小口郷 信愛紀要・第３号

7167 メヒシバ、コメヒシバ メヒシバ Digitaria びらびらかんざし 小口郷 信愛紀要・第３号

7168 メヒシバ、コメヒシバ メヒシバ Digitaria ほうとり 小口郷 信愛紀要・第３号

7169 メヒシバ、コメヒシバ メヒシバ Digitaria ほーとろ 小口郷 信愛紀要・第３号

7170 メヒシバ、コメヒシバ メヒシバ Digitaria ほとろ 小口郷 信愛紀要・第３号

7171 カリマタガヤ カリマタガヤ Dimeria ほとり 新宮市 和歌山県植物方言集

7172 アブラススキ アブラススキ Eccoilopus あぶら 敷屋 紀伊植物誌１

7173 アブラススキ アブラススキ Eccoilopus あぶらがや 新宮市高津気 紀伊植物誌１

7174 アブラススキ アブラススキ Eccoilopus おにすすき 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7175 アブラススキ アブラススキ Eccoilopus かりやす 那賀郡奥安楽川 和歌山県植物方言集

7176 アブラススキ アブラススキ Eccoilopus かりやす 伊都地方 紀伊植物誌 II

7177 イヌビエ イヌビエ Echinochloa かずのこぐさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

7178 イヌビエ イヌビエ Echinochloa かもやぐさ 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

7179 イヌビエ イヌビエ Echinochloa さるびえ 紀南 紀州の方言

7180 イヌビエ、タイヌビエ イヌビエ Echinochloa ひえ 日高町 日高町誌（下巻）

7181 ケイヌビエ イヌビエ Echinochloa ひげびえ 花園村 紀伊植物誌 II

7182 ケイヌビエ イヌビエ Echinochloa ひげびえ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7183 タイヌビエ イヌビエ Echinochloa ひえ 花園村 紀伊植物誌 II

7184 タイヌビエ イヌビエ Echinochloa ひえ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7185 タイヌビエ イヌビエ Echinochloa へえ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7186 ノビエ イヌビエ Echinochloa くまびえ 紀南 紀州の方言

7187 ノビエ イヌビエ Echinochloa ひえ 日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7188 ヒエ イヌビエ Echinochloa いのししびえ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7189 ヒエ イヌビエ Echinochloa へえ 龍神 紀伊植物誌１

7190 ヒエ類 イヌビエ Echinochloa くまびえ 西牟婁 和歌山縣方言

7191 オヒシバ オヒシバ Eleusine おとこすもとり 和歌山市 和歌山県植物方言集

7192 オヒシバ オヒシバ Eleusine おとこすもとり 和歌山市 紀伊植物誌１

7193 オヒシバ オヒシバ Eleusine こましばり 新宮市 和歌山県植物方言集

7194 オヒシバ オヒシバ Eleusine こましばり 東牟婁 和歌山縣方言
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7195 オヒシバ オヒシバ Eleusine すもとりぐさ 和歌山県 和歌山方言集

7196 オヒシバ オヒシバ Eleusine すもとりぐさ 口熊野 口熊野の方言

7197 オヒシバ オヒシバ Eleusine すもとりぐさ 日高町 日高町誌（下巻）

7198 オヒシバ オヒシバ Eleusine すもとりぐさ 那賀郡、海草郡、有田郡湯浅、日高郡御坊・三尾・南部・切目・内原、

西牟婁郡三舞・新庄・市ノ瀬・仁川、東牟婁郡三尾川、新宮市

和歌山県植物方言集

7199 オヒシバ オヒシバ Eleusine すもとりぐさ 海草・東牟婁 和歌山縣方言

7200 オヒシバ オヒシバ Eleusine すもとりぐさ 紀北、紀南 紀州の方言

7201 オヒシバ オヒシバ Eleusine すもんとり 和歌山県 和歌山方言集

7202 オヒシバ オヒシバ Eleusine ちからぐさ 海草郡南野上、有田郡宮原 和歌山県植物方言集

7203 オヒシバ オヒシバ Eleusine ちからぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7204 オヒシバ オヒシバ Eleusine ちからぐさ 西牟婁 和歌山縣方言

7205 カゼクサ スズメガヤ Eragrostis ちからぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7206 オオムギ オオムギ Hordeum おーぐみ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

7207 ハダカムギ オオムギ Hordeum むぎ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

7208 チガヤ チガヤ Imperata あまいよ 日高郡中山路 和歌山県植物方言集

7209 チガヤ チガヤ Imperata あまな 伊都地方 紀伊植物誌 II

7210 チガヤ チガヤ Imperata あまね 和歌山市、有田郡宮原、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7211 チガヤ チガヤ Imperata かや 日高郡切目・白崎、西牟婁郡佐本・生馬・有田 和歌山県植物方言集

7212 チガヤ チガヤ Imperata かやぼ 東牟婁郡北山 和歌山県植物方言集

7213 チガヤ チガヤ Imperata こーじ 有田郡箕島 和歌山県植物方言集

7214 チガヤ チガヤ Imperata こじ 日高郡船着 和歌山県植物方言集

7215 チガヤ チガヤ Imperata ささみ 有田郡八幡、日高郡寒川 和歌山県植物方言集

7216 チガヤ チガヤ Imperata ささみぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7217 チガヤ チガヤ Imperata ささみぐさ 紀州 紀伊植物誌１

7218 チガヤ チガヤ Imperata ささみぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

7219 チガヤ チガヤ Imperata しのね 明神 紀伊植物誌１

7220 チガヤ チガヤ Imperata すばな 花園村 紀伊植物誌 II

7221 チガヤ チガヤ Imperata すばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

7222 チガヤ チガヤ Imperata ちあみ 伊都郡笠田 和歌山県植物方言集

7223 チガヤ チガヤ Imperata ちあめ 伊都郡笠田 和歌山県植物方言集

7224 チガヤ チガヤ Imperata ちー 日高郡上山路・早蘇 和歌山県植物方言集

7225 チガヤ チガヤ Imperata ちぐさ 日高郡稲原・内原・志賀・矢田・三栖、西牟婁郡栗栖川・新庄・

市ノ瀬・岩田・二川、田辺市 和歌山県植物方言集

7226 チガヤ チガヤ Imperata ちぐさ 紀州 紀伊植物誌１

7227 チガヤ チガヤ Imperata ちぐさ 西牟婁 和歌山縣方言

7228 チガヤ チガヤ Imperata ちださ 日高町 日高町誌（下巻）

7229 チガヤ チガヤ Imperata ちのね 東牟婁郡九重・小川・四村 和歌山県植物方言集

7230 チガヤ チガヤ Imperata ちばな 紀州 紀伊植物誌１

7231 チガヤ チガヤ Imperata ちばみ 和歌山市 和歌山県植物方言集

7232 チガヤ チガヤ Imperata ちゅあみ 伊都郡笠田 和歌山県植物方言集

7233 チガヤ チガヤ Imperata ちわ 伊都郡信太 和歌山県植物方言集

7234 チガヤ チガヤ Imperata ちわね 那賀郡麻生津 和歌山県植物方言集

7235 チガヤ チガヤ Imperata ちわみ 那賀郡麻生津 和歌山県植物方言集

7236 チガヤ チガヤ Imperata ちんがや 東牟婁郡九重 和歌山県植物方言集

7237 チガヤ チガヤ Imperata ちんば 西牟婁郡和深 和歌山県植物方言集

7238 チガヤ チガヤ Imperata ちんぽー 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

7239 チガヤ チガヤ Imperata ちんぽね 那賀郡安楽川、海草郡南野上 和歌山県植物方言集

7240 チガヤ チガヤ Imperata つばな 西牟婁 和歌山縣方言

7241 チガヤ チガヤ Imperata つばな 日高町 日高町誌（下巻）

7242 チガヤ チガヤ Imperata つばな 和歌山市、那賀郡、伊都郡、有田郡湯浅、日高郡、西牟婁郡、

東牟婁郡太地、新宮市 和歌山県植物方言集

7243 チガヤ チガヤ Imperata つばや 花園村 紀伊植物誌 II

7244 チガヤ チガヤ Imperata つぼな 花園村 紀伊植物誌 II

7245 チガヤ チガヤ Imperata つぼな 伊都地方 紀伊植物誌 II

7246 チガヤ チガヤ Imperata つんば 七川郷 紀伊植物誌１
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7247 チガヤ チガヤ Imperata つんばな 日高町 日高町誌（下巻）

7248 チガヤ チガヤ Imperata つんばな 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

7249 チガヤ チガヤ Imperata つんばな 和歌山市、伊都郡笠田・紀見・高野、那賀郡田中・小倉、海草郡岡崎・

南野上・東野上、有田郡宮原・広・湯浅・藤並、日高郡御坊・真妻・

船着・矢田、田辺市、西牟婁郡串本・二川、東牟婁郡三尾川・西向・

四村、新宮市 和歌山県植物方言集

7250 チガヤ チガヤ Imperata つんばな 紀州 紀伊植物誌１

7251 チガヤ チガヤ Imperata つんばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

7252 チガヤ チガヤ Imperata つんばな 橋本 橋本の方言

7253 チガヤ チガヤ Imperata つんばら 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

7254 チガヤ チガヤ Imperata つんばら 伊都郡隅田、東牟婁郡九重・太田・三津ノ・那智 和歌山県植物方言集

7255 チガヤ チガヤ Imperata つんばら 敷屋 紀伊植物誌１

7256 チガヤ チガヤ Imperata つんべろ 小口郷 信愛紀要・第３号

7257 チガヤ チガヤ Imperata つんべろ 小口郷 紀伊植物誌１

7258 チガヤ チガヤ Imperata つんぼ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7259 チガヤ チガヤ Imperata つんぼ 紀州 紀伊植物誌１

7260 チガヤ チガヤ Imperata つんぼ 七川郷 紀伊植物誌１

7261 チガヤ チガヤ Imperata つんぼば 田辺市 和歌山県植物方言集

7262 チガヤ チガヤ Imperata とま 日高郡矢田 和歌山県植物方言集

7263 チガヤ チガヤ Imperata とまくさ 紀州 紀伊植物誌１

7264 チガヤ チガヤ Imperata とまぐさ 日高郡三尾、西牟婁郡周参見 和歌山県植物方言集

7265 チガヤ チガヤ Imperata とまぐさ 新宮市高津気 紀伊植物誌１

7266 チガヤ チガヤ Imperata とまのね 田原 紀伊植物誌１

7267 チガヤ チガヤ Imperata ひるぐち 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7268 チガヤ チガヤ Imperata ひるぬき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

7269 チガヤ チガヤ Imperata わらいぐさ 海南市 和歌山県植物方言集

7270 チガヤの根 チガヤ Imperata あまちゃ 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

7271 チガヤの根 チガヤ Imperata あまね 和歌山県 和歌山方言集

7272 チガヤの根 チガヤ Imperata あまめ 紀州 紀伊植物誌１

7273 チガヤの根 チガヤ Imperata あまめ 和歌山県 和歌山方言集

7274 チガヤの根 チガヤ Imperata あまめ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

7275 チガヤの花 チガヤ Imperata つんばな 印南町 印南町史（資料編）

7276 チガヤの花 チガヤ Imperata つんばな 和歌山市・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁 和歌山縣方言

7277 チガヤの花 チガヤ Imperata つんばら 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

7278 チガヤの花 チガヤ Imperata つんぼ 東牟婁 和歌山縣方言

7279 カモノハシ カモノハシ Ischaemum かつおぐさ 有田郡湯浅・田栖川 和歌山県植物方言集

7280 カモノハシ カモノハシ Ischaemum はさみぐさ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7281 ササクサ ササクサ Lophatherum いちび 日高郡山路 和歌山県植物方言集

7282 ササクサ ササクサ Lophatherum いちろく 新宮市 和歌山県植物方言集

7283 ササクサ ササクサ Lophatherum くさのみ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7284 ササクサ ササクサ Lophatherum ささいちび 七川 紀伊植物誌１

7285 ササクサ ササクサ Lophatherum ささいちび 七川郷 紀伊植物誌１

7286 ササクサ ササクサ Lophatherum つかみ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7287 ササクサ ササクサ Lophatherum つかみぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7288 ササクサ ササクサ Lophatherum つかみぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

7289 ササクサ ササクサ Lophatherum とりつかみ 新宮市高津気 紀伊植物誌１

7290 アシボソ アシボソ Microstegium けあしぼそ 西牟婁 和歌山縣方言

7291 アシボソ アシボソ Microstegium のぼとり 新宮市 和歌山県植物方言集

7292 ススキ ススキ Miscanthus かや 太地 熊野太地の伝承

7293 ススキ ススキ Miscanthus かや 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

7294 ススキ ススキ Miscanthus かや 海草郡南野上、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7295 ススキ ススキ Miscanthus かや 竜神 紀伊植物誌１

7296 ススキ ススキ Miscanthus かや 七川郷 紀伊植物誌１

7297 ススキ ススキ Miscanthus かや 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

7298 ススキ ススキ Miscanthus かやぶ 新宮市 和歌山県植物方言集

7299 ススキ ススキ Miscanthus かやぶ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１
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7300 ススキ ススキ Miscanthus かやぼ 新宮市 和歌山県植物方言集

7301 ススキ ススキ Miscanthus かやんぼ 七川郷 紀伊植物誌１

7302 ススキ ススキ Miscanthus きりょうすすき 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7303 ススキ ススキ Miscanthus すすき 竜神 紀伊植物誌１

7304 ススキ ススキ Miscanthus すすき 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

7305 ススキ ススキ Miscanthus すすき 伊都地方 紀伊植物誌 II

7306 ススキ ススキ Miscanthus だつ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

7307 チヂミザサ チヂミザサ Oplismenus さくさく 紀南 紀州の方言

7308 チヂミザサ チヂミザサ Oplismenus さくさく 東牟婁 和歌山縣方言

7309 チヂミザサ チヂミザサ Oplismenus ささぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

7310 チヂミザサ チヂミザサ Oplismenus ほとろ 新宮市 和歌山県植物方言集

7311 イネ イネ Oryza うる 紀北一帯 和歌山県植物方言集

7312 イネ イネ Oryza うるごめ 紀北一帯 和歌山県植物方言集

7313 イネ イネ Oryza こめつぼ 紀北 紀州の方言

7314 イネ イネ Oryza ただまい 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7315 イネの苗 イネ Oryza ちょんちょ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7316 イネの穂軸 イネ Oryza すべ 口熊野 口熊野の方言

7317 キビ キビ Panicum はちがつあわ 竜神 紀伊植物誌１

7318 キビ キビ Panicum みだれあわ 竜神 紀伊植物誌１

7319 ヌカキビ キビ Panicum おどりぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

7320 ヌカキビ キビ Panicum がらがらぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

7321 キシュウスズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum はりがねぼーとり 和歌山市梶取 和歌山県植物方言集

7322 キシュウスズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum みずしば 伊都地方 紀伊植物誌 II

7323 キシュウスズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum みずしば 岩出町 紀伊植物誌 III（小川由一）

7324 キシュウスズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum よばい 和歌山市周辺 紀伊植物誌 III（小川由一）

7325 キシュウスズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum よばいぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7326 シマスズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum たばこぐさ 日高町 日高町誌（下巻）

7327 スズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum しばいも 那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

7328 スズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum すすめのやり 那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

7329 スズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum たばこ 有田郡湯浅・津木・鳥屋城 和歌山県植物方言集

7330 スズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum たばこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7331 スズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum たばこぐさ 日高町 日高町誌（下巻）

7332 スズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum たばこぐさ 有田郡糸我 和歌山県植物方言集

7333 スズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum たぼこぐさ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7334 スズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum どじょさし 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

7335 スズメノヒエ スズメノヒエ Paspalum ぱっぱぐさ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7336 チカラシバ チカラシバ Pennisetum おおかめいちび 七川 紀伊植物誌１

7337 チカラシバ チカラシバ Pennisetum おおかめいちび 七川郷 紀伊植物誌１

7338 チカラシバ チカラシバ Pennisetum でこびえ 七川郷 紀伊植物誌１

7339 チカラシバ チカラシバ Pennisetum ひげむしぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

7340 チカラシバ チカラシバ Pennisetum みちくさ 七川郷 紀伊植物誌１

7341 チカラシバ チカラシバ Pennisetum みちぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7342 チカラシバ チカラシバ Pennisetum むらさきけむし 伊都地方 紀伊植物誌 II

7343 チカラシバ チカラシバ Pennisetum やまびえ 七川郷 紀伊植物誌１

7344 クサヨシ クサヨシ Phalaris しろねぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

7345 チグサ クサヨシ Phalaris しましょーぶ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7346 アワガエリ アワガエリ Phleum けむしぐさ 有田郡宮原 和歌山県植物方言集

7347 オオアワガエリ アワガエリ Phleum あわぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

7348 ツルヨシ ヨシ Phragmites あせ 小口郷 信愛紀要・第３号

7349 ツルヨシ ヨシ Phragmites あせ 小口郷 紀伊植物誌１

7350 ツルヨシ ヨシ Phragmites あせ 竜神・清水 紀伊植物誌１

7351 ツルヨシ ヨシ Phragmites あせ 竜神・清水 紀伊植物誌１

7352 ツルヨシ ヨシ Phragmites あせ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7353 ツルヨシ ヨシ Phragmites よしがや 花園村 紀伊植物誌 II

7354 ツルヨシ ヨシ Phragmites よしがや 伊都地方 紀伊植物誌 II

7355 ヨシ ヨシ Phragmites あさ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）
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7356 ヨシ ヨシ Phragmites あし 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

7357 ヨシ ヨシ Phragmites あせ 海草郡南野上、日高郡、有田郡、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

7358 ヨシ ヨシ Phragmites あせ 竜神・清水 紀伊植物誌１

7359 ヨシ ヨシ Phragmites あせ 鮎川 紀伊植物誌１

7360 ヨシ ヨシ Phragmites あせ 有田郡湯浅・宮原、日高郡南部・三尾、西牟婁郡、田辺市

和歌山県植物方言集

7361 ヨシ ヨシ Phragmites よし 紀北一帯 和歌山県植物方言集

7362 ヨシ ヨシ Phragmites よしだけ 紀南 紀州の方言

7363 ヨシ ヨシ Phragmites よしだけ 太地 熊野太地の伝承

7364 ヨシ ヨシ Phragmites よしだけ 東牟婁 和歌山縣方言

7365 ヨシ ヨシ Phragmites よしだけ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7366 クロチク マダケ Phyllostachys くろだけ 竜神 紀伊植物誌１

7367 クロチク マダケ Phyllostachys くろちく 竜神 紀伊植物誌１

7368 クロチク マダケ Phyllostachys ひちく 古座地域 古座地域のはなしことば集

7369 ハチク マダケ Phyllostachys おんだけ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7370 ハチク マダケ Phyllostachys おんだけ 龍神 紀伊植物誌１

7371 ハチク マダケ Phyllostachys はちく 伊都地方 紀伊植物誌 II

7372 ハチク マダケ Phyllostachys はっちく 日高町 日高町誌（下巻）

7373 ハチク マダケ Phyllostachys ほんだけのおん 龍神 紀伊植物誌１

7374 ホテイチク マダケ Phyllostachys こさんちく 田辺付近 和歌山縣方言（其二）

7375 ホテイチク マダケ Phyllostachys こさんちく 田辺市 和歌山県植物方言集

7376 ホテイチク マダケ Phyllostachys ごさんちく 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7377 ホテイチク マダケ Phyllostachys ごさんちく 伊都地方 紀伊植物誌 II

7378 ホテイチク マダケ Phyllostachys しちく 龍神 紀伊植物誌１

7379 マダケ マダケ Phyllostachys おおだけ 花園村 紀伊植物誌 II

7380 マダケ マダケ Phyllostachys おおだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7381 マダケ マダケ Phyllostachys おとこだけ 日高町 日高町誌（下巻）

7382 マダケ マダケ Phyllostachys にがだけ 七川郷 紀伊植物誌１

7383 マダケ マダケ Phyllostachys ひちく 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7384 マダケ マダケ Phyllostachys ほんだけ 龍神 紀伊植物誌１

7385 マダケ マダケ Phyllostachys まだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7386 マダケ マダケ Phyllostachys みっちゃ 田辺 和歌山縣方言（其二）

7387 マダケ マダケ Phyllostachys みっちゃ 西牟婁郡、田辺市 和歌山県植物方言集

7388 マダケ マダケ Phyllostachys みっちゃだけ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7389 マダケ マダケ Phyllostachys みっちゃだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7390 モウソウチク マダケ Phyllostachys もうそ 日高町 日高町誌（下巻）

7391 モウソウチク マダケ Phyllostachys もうそ 龍神 紀伊植物誌１

7392 モウソウチク マダケ Phyllostachys もうそ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7393 モウソウチク マダケ Phyllostachys もうそだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7394 モウソウチク マダケ Phyllostachys もーそ 海草郡南野上、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7395 モウソウチク マダケ Phyllostachys もそ 紀南 紀州の方言

7396 モウソウチク マダケ Phyllostachys もそ 日高郡 和歌山県植物方言集

7397 モウソウチク マダケ Phyllostachys もそ 日高 和歌山縣方言

7398 ケネザサ メダケ Pleioblastus ささ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7399 ネザサ メダケ Pleioblastus ささ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7400 ネザサ メダケ Pleioblastus しのべだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7401 ネザサ メダケ Pleioblastus てっぽうだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7402 ネザサ メダケ Pleioblastus ねざさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7403 メダケ メダケ Pleioblastus おとこだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7404 メダケ メダケ Pleioblastus おなごたけ 日高町 日高町誌（下巻）

7405 メダケ メダケ Pleioblastus おなごだけ 田辺 和歌山縣方言（其二）

7406 メダケ メダケ Pleioblastus おなごだけ 印南町 印南町史（資料編）

7407 メダケ メダケ Pleioblastus おなごだけ 海草郡南野上、日高郡、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

7408 メダケ メダケ Pleioblastus おなごだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7409 メダケ メダケ Pleioblastus おんなだけ 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

7410 メダケ メダケ Pleioblastus かわらだけ 花園村 紀伊植物誌 II
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7411 メダケ メダケ Pleioblastus かわらだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7412 メダケ メダケ Pleioblastus しのだけ 花園村 紀伊植物誌 II

7413 メダケ メダケ Pleioblastus しのだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7414 メダケ メダケ Pleioblastus しのぶだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7415 メダケ メダケ Pleioblastus しのべ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7416 メダケ メダケ Pleioblastus しのべだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7417 メダケ メダケ Pleioblastus すすだけ 花園村 紀伊植物誌 II

7418 メダケ メダケ Pleioblastus すすだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7419 メダケ メダケ Pleioblastus てっぽだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7420 メダケ メダケ Pleioblastus なよだけ 日高郡塩屋 和歌山県植物方言集

7421 メダケ メダケ Pleioblastus にがこ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7422 メダケ メダケ Pleioblastus にがたけ 小口郷 信愛紀要・第３号

7423 メダケ メダケ Pleioblastus にがたけ 東牟婁郡色川、新宮市 和歌山県植物方言集

7424 メダケ メダケ Pleioblastus にがたけ 西牟婁 和歌山縣方言

7425 メダケ メダケ Pleioblastus にがだけ 小口郷 紀伊植物誌１

7426 メダケ メダケ Pleioblastus にがだけ 龍神 紀伊植物誌１

7427 メダケ メダケ Pleioblastus まるだけ 七川郷 紀伊植物誌１

7428 メダケ メダケ Pleioblastus めんだけ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7429 スズメノカタビラ ナガハグサ Poa びんぼうぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7430 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa あまだけ 小口郷 信愛紀要・第３号

7431 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa あまだけ 小口郷 紀伊植物誌１

7432 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa おなごたけ 日高町 日高町誌（下巻）

7433 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa ささだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7434 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa すけでっぽうだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7435 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa ちまきざさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7436 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa ちんまきざさ 那賀郡鞆渕・奥安楽川、高野山 紀伊植物誌 II

7437 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa ののこだけ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7438 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa まなざさ 龍神 紀伊植物誌１

7439 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa まなだけ 龍神 紀伊植物誌１

7440 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa まなだけ 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

7441 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa やだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7442 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa やのおだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7443 ヤダケ ヤダケ Pseudosasa やのだけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7444 サトウキビ サトウキビ Saccharum かんしゃ 紀北 紀州の方言

7445 サトウキビ サトウキビ Saccharum かんしゃ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7446 サトウキビ サトウキビ Saccharum かんしゃ 橋本 橋本の方言

7447 サトウキビ サトウキビ Saccharum かんしゃ 和歌山県 和歌山方言集

7448 サトウキビ サトウキビ Saccharum かんしゃ 海草 和歌山縣方言

7449 サトウキビ サトウキビ Saccharum かんしょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7450 サトウキビ サトウキビ Saccharum かんしょう 和歌山市・海草・那賀・伊都・日高 和歌山縣方言

7451 サトウキビ サトウキビ Saccharum ときび 紀北、紀南 紀州の方言

7452 サトウキビ サトウキビ Saccharum ときび 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

7453 サトウキビ サトウキビ Saccharum ときび 橋本 橋本の方言

7454 ハイヌメリグサ ヌメリグサ Sacciolepis ぴんぴんぐさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7455 クマザサ ササ Sasa しまざさ 日高町 日高町誌（下巻）

7456 クマザサ ササ Sasa しまざさ 日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

7457 クマザサ ササ Sasa やきばざさ 紀南 紀州の方言

7458 スズタケ スズタケ Sasamorpha くまざさ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7459 スズタケ スズタケ Sasamorpha こうやちく 伊都地方 紀伊植物誌 II

7460 スズタケ スズタケ Sasamorpha すす 竜神 紀伊植物誌１

7461 スズタケ スズタケ Sasamorpha すず 伊都地方 紀伊植物誌 II

7462 スズタケ スズタケ Sasamorpha すすたけ 竜神 紀伊植物誌１

7463 スズタケ スズタケ Sasamorpha ちまきざさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7464 スズタケ スズタケ Sasamorpha ねざさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7465 ウスゲスズ スズタケ？ Sasamorpha？ ねざさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7466 エノコログサ エノコログサ Setaria いねころ 那賀郡岩出 和歌山県植物方言集
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7467 エノコログサ エノコログサ Setaria いのころ 西牟婁郡、田辺市、東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

7468 エノコログサ エノコログサ Setaria いのころ 西牟婁 和歌山縣方言

7469 エノコログサ エノコログサ Setaria いのころぐさ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

7470 エノコログサ エノコログサ Setaria がねぐさ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

7471 エノコログサ エノコログサ Setaria けむし 紀北一帯 和歌山県植物方言集

7472 エノコログサ エノコログサ Setaria ねこ 日高町 日高町誌（下巻）

7473 エノコログサ エノコログサ Setaria ねこ 有田郡宮原、日高郡御坊、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7474 エノコログサ エノコログサ Setaria ねこはいぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

7475 エノコログサ エノコログサ Setaria ねこはいぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

7476 エノコログサ類 エノコログサ Setaria あわぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

7477 エノコログサ類 エノコログサ Setaria あわぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7478 エノコログサ類 エノコログサ Setaria いぬころ 七川郷 紀伊植物誌１

7479 エノコログサ類 エノコログサ Setaria いぬころ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7480 エノコログサ類 エノコログサ Setaria えのころ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7481 エノコログサ類 エノコログサ Setaria けむし 伊都地方 紀伊植物誌 II

7482 キンエノコロ エノコログサ Setaria けむし 紀北 紀伊植物誌１

7483 キンエノコロ エノコログサ Setaria ごんごろううじ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7484 キンエノコロ エノコログサ Setaria ねこぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

7485 オカメザサ オカメザサ Shibataea ささ 鮎川 紀伊植物誌１

7486 オカメザサ オカメザサ Shibataea ぶんござさ 東牟婁 和歌山縣方言

7487 ホウキモロコシ モロコシ Sorghum ほーけときび 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7488 モロコシ モロコシ Sorghum きび 海草郡南野上、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7489 モロコシ モロコシ Sorghum きび 龍神 紀伊植物誌１

7490 モロコシ モロコシ Sorghum せいたかきび 龍神 紀伊植物誌１

7491 モロコシ モロコシ Sorghum せえたかきび 龍神 紀伊植物誌１

7492 モロコシ モロコシ Sorghum たかきび 奈良県吉野郡十津川村下葛川 紀伊植物誌１

7493 モロコシ モロコシ Sorghum とうきび 紀北 紀伊植物誌１

7494 モロコシ モロコシ Sorghum ときび 日高町 日高町誌（下巻）

7495 モロコシ モロコシ Sorghum ときび 海草郡南野上、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7496 モロコシ モロコシ Sorghum ときび 紀北 紀伊植物誌１

7497 ネズミノオ ネズミノオ Sporobolus ちからぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

7498 コムギ コムギ Triticum こぐみ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

7499 トウモロコシ トウモロコシ Zea ときび 海草・伊都・日高・東牟婁 和歌山縣方言

7500 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 日高郡 和歌山縣方言（其二）

7501 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 紀北、紀南 紀州の方言

7502 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 日高町 日高町誌（下巻）

7503 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 古座地域 古座地域のはなしことば集

7504 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

7505 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 下田原 田原の方言・第一輯

7506 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 太地 熊野太地の伝承

7507 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 印南町 印南町史（資料編）

7508 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 料県下 和歌山県植物方言集

7509 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 竜神・花園・清水・その他和歌山県下一般 紀伊植物誌１

7510 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 七川郷 紀伊植物誌１

7511 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 伊都地方 紀伊植物誌 II

7512 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 橋本 橋本の方言

7513 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 和歌山県 和歌山方言集

7514 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんば 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁

和歌山縣方言

7515 トウモロコシ トウモロコシ Zea なんばきび 田辺付近 和歌山縣方言（其二）

7516 マコモ マコモ Zizania こもくさ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7517 タケノコ － たけんこ 紀北 紀州の方言

7518 タケノコ － たけんこ 伊都郡 和歌山県植物方言集

7519 タケノコ － たけんこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7520 タケノコ － たけんこ 橋本 橋本の方言

7521 タケノコ － たけんこ 伊都 和歌山縣方言
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ホシクサ科
7522 クロホシクサ ホシクサ Eriocaulon ごえくさ 敷屋 紀伊植物誌１

7523 ホシクサ ホシクサ Eriocaulon ぼーずぐさ 東牟婁郡色川・那智 和歌山県植物方言集

ツユクサ科
7524 ツユクサ ツユクサ Commelina あみくさ 日高郡稲原 和歌山県植物方言集

7525 ツユクサ ツユクサ Commelina いんきぐさ 日高郡白崎 和歌山県植物方言集

7526 ツユクサ ツユクサ Commelina おさすり 敷屋 紀伊植物誌１

7527 ツユクサ ツユクサ Commelina ぎーすぐさ 西牟婁郡周参見 和歌山県植物方言集

7528 ツユクサ ツユクサ Commelina ぎすくさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7529 ツユクサ ツユクサ Commelina ぎすぐさ 紀南 紀州の方言

7530 ツユクサ ツユクサ Commelina ぎすぐさ （北）入鹿－三重県 和歌山県植物方言集

7531 ツユクサ ツユクサ Commelina ぎすぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

7532 ツユクサ ツユクサ Commelina きりすぐさ 日高町 日高町誌（下巻）

7533 ツユクサ ツユクサ Commelina きりすぐさ 日高郡松原 和歌山県植物方言集

7534 ツユクサ ツユクサ Commelina きりすのはな 海南市 和歌山県植物方言集

7535 ツユクサ ツユクサ Commelina くつわばな 西牟婁郡和深 和歌山県植物方言集

7536 ツユクサ ツユクサ Commelina こーろぎぐさ 不明 和歌山県植物方言集

7537 ツユクサ ツユクサ Commelina こけこっこ 伊都郡笠田 和歌山県植物方言集

7538 ツユクサ ツユクサ Commelina こけこっこばな 伊都郡高野 和歌山県植物方言集

7539 ツユクサ ツユクサ Commelina ささりんどう 伊都地方 紀伊植物誌 II

7540 ツユクサ ツユクサ Commelina ちんちろぐさ 東牟婁郡太地・下里 和歌山県植物方言集

7541 ツユクサ ツユクサ Commelina つゆくさ 竜神 紀伊植物誌１

7542 ツユクサ ツユクサ Commelina つゆくさ 七川郷 紀伊植物誌１

7543 ツユクサ ツユクサ Commelina つゆくさ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7544 ツユクサ ツユクサ Commelina つゆくさ 花園村 紀伊植物誌 II

7545 ツユクサ ツユクサ Commelina つゆくさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7546 ツユクサ ツユクサ Commelina つゆぐさ 七川郷 紀伊植物誌１

7547 ツユクサ ツユクサ Commelina つゆぐさ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7548 ツユクサ ツユクサ Commelina つゆぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7549 ツユクサ ツユクサ Commelina ひいかり 東牟婁 和歌山縣方言

7550 ツユクサ ツユクサ Commelina ひーかり 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

7551 ツユクサ ツユクサ Commelina ひかり 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7552 ツユクサ ツユクサ Commelina ひかり 東牟婁 和歌山縣方言

7553 ツユクサ ツユクサ Commelina ほーとり 西牟婁郡有田 和歌山県植物方言集

7554 ツユクサ ツユクサ Commelina ほたるぐさ 田辺地方 和歌山縣方言（其二）

7555 ツユクサ ツユクサ Commelina ほたるぐさ 日高町 日高町誌（下巻）

7556 ツユクサ ツユクサ Commelina ほたるぐさ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

7557 ツユクサ ツユクサ Commelina ほたるぐさ 和歌山市、伊都郡四郷・岸上、有田郡湯浅・御霊・五村、日高郡御坊・

早蘇、田辺市、西牟婁郡近野・三舞・栗栖川・三栖・新庄・串本・生馬・

市ノ瀬、東牟婁郡高池・那智・九重、新宮市 和歌山県植物方言集

7558 ツユクサ ツユクサ Commelina ほたるぐさ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

7559 イボクサ イボクサ Murdannia つがね 新宮市 和歌山県植物方言集

7560 イボクサ イボクサ Murdannia つがね 東牟婁 和歌山縣方言

7561 ヤブミョウガ ヤブミョウガ Pollia たこなのおば 花園村 紀伊植物誌 II

7562 ヤブミョウガ ヤブミョウガ Pollia たこなのおば 伊都地方 紀伊植物誌 II

7563 ヤブミョウガ ヤブミョウガ Pollia とんびのへそ 七川郷 紀伊植物誌１

7564 ヤブミョウガ ヤブミョウガ Pollia みょうがのおば 花園村 紀伊植物誌 II

7565 ヤブミョウガ ヤブミョウガ Pollia みょうがのおば 伊都地方 紀伊植物誌 II

7566 ヤブミョウガ ヤブミョウガ Pollia やまみょうが 日高郡旧川上村 紀伊植物誌１

イグサ科
7567 イ イグサ Juncus いぃ 紀北、紀南 紀州の方言

7568 イ イグサ Juncus いー 海草郡、有田郡、東牟婁郡 和歌山県植物方言集

7569 イ イグサ Juncus とうしんぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II
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7570 イ イグサ Juncus とうしんそう 西牟婁 和歌山縣方言

7571 イ イグサ Juncus とーしみ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7572 イ イグサ Juncus とーしみぐさ 那賀郡一帯、日高郡御坊、新宮市 和歌山県植物方言集

7573 イ イグサ Juncus とーしめぐさ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7574 イ イグサ Juncus とーしん 日高町 日高町誌（下巻）

7575 イ イグサ Juncus とーしん 田辺市 和歌山県植物方言集

7576 イ イグサ Juncus とーしんぐさ 那賀郡一帯、海草郡南野上 和歌山県植物方言集

7577 イ イグサ Juncus とーしんそー 和歌山県 和歌山県植物方言集

7578 イ イグサ Juncus とーすみ 日高郡塩屋 和歌山県植物方言集

7579 イ イグサ Juncus とーすみそー 日高郡塩屋 和歌山県植物方言集

7580 イ イグサ Juncus としみ 日高町 日高町誌（下巻）

7581 イ イグサ Juncus としみ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7582 イ イグサ Juncus としん 日高町 日高町誌（下巻）

7583 イ イグサ Juncus とすみ 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

7584 ホソイ イグサ Juncus とーしみぐさ 那賀郡一帯 和歌山県植物方言集

7585 ホソイ イグサ Juncus とーしんぐさ 那賀郡一帯 和歌山県植物方言集

7586 スズメノヤリ スズメノヤリ Luzula かえるひき 七川郷 紀伊植物誌１

7587 スズメノヤリ スズメノヤリ Luzula さるこうべ 七川郷 紀伊植物誌１

7588 スズメノヤリ スズメノヤリ Luzula さるこべ 七川郷 紀伊植物誌１

7589 スズメノヤリ スズメノヤリ Luzula ひよろ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7590 スズメノヤリ スズメノヤリ Luzula やりぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7591 ヤマスズメノヒエ スズメノヤリ Luzula たばこ 伊都地方 紀伊植物誌 II

アヤメ科
7592 ヒオウギ ヒオウギ Belamcanda からすうちわ 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

7593 ヒオウギ ヒオウギ Belamcanda からすおうぎ 花園村 紀伊植物誌 II

7594 ヒオウギ ヒオウギ Belamcanda からすおうぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7595 ヒオウギ ヒオウギ Belamcanda からすおうぎ 和歌山県 紀伊植物誌 III（小川由一）

7596 ヒオウギ ヒオウギ Belamcanda からすのうちわ 花園 紀伊植物誌１

7597 ヒオウギ ヒオウギ Belamcanda からすのうちわ 高野山付近の山村 紀伊植物誌 II

7598 ヒオウギ ヒオウギ Belamcanda からすのうちわ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7599 ヒオウギ ヒオウギ Belamcanda からすのおうぎ 花園村 紀伊植物誌 II

7600 ヒオウギ ヒオウギ Belamcanda からすのおうぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7601 ヒオウギ ヒオウギ Belamcanda しゃが 小口郷 信愛紀要・第３号

7602 ヒオウギ ヒオウギ Belamcanda しゃが 小口郷 紀伊植物誌１

7603 ヒオウギ ヒオウギ Belamcanda ひおぎ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7604 ヒメヒオウギズイセン クロコスミア Crocosmia きんしょうぶ 日高町 日高町誌（下巻）

7605 ヒメヒオウギズイセン クロコスミア Crocosmia きんしょーぶ 海草郡南野上、日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

7606 シャガ アヤメ Iris からすうちわ 和歌山県 紀伊植物誌 II

7607 シャガ アヤメ Iris からすうちわのおばさ 和歌山県 紀伊植物誌 II

7608 シャガ アヤメ Iris からすおうぎ 紀州の山村 紀伊植物誌 III（小川由一）

7609 シャガ アヤメ Iris からすおうぎのおば 那賀郡桃山町の一部 紀伊植物誌 III（小川由一）

7610 シャガ アヤメ Iris からすのうちわ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7611 シャガ アヤメ Iris からすのおうぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7612 シャガ アヤメ Iris からすのおーぎ 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

7613 シャガ アヤメ Iris しゃが 伊都地方 紀伊植物誌 II

7614 シャガ アヤメ Iris しゃが 紀州の山村 紀伊植物誌 III（小川由一）

7615 シャガ アヤメ Iris せきがら 花園村 紀伊植物誌 II

7616 シャガ アヤメ Iris せきがら 伊都地方 紀伊植物誌 II

7617 シャガ アヤメ Iris やぶしゃが 和歌山県 紀伊植物誌 II

7618 シャガ アヤメ Iris やぶしょうぶ 和歌山県 紀伊植物誌 II

7619 シャガ アヤメ Iris やぶしょうぶ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7620 シャガ アヤメ Iris やぶすべり 和歌山県 紀伊植物誌 II

7621 シャガ アヤメ Iris やぶすべり 花園村 紀伊植物誌 II

7622 シャガ アヤメ Iris やぶすべり 伊都地方 紀伊植物誌 II

7623 シャガ アヤメ Iris やぶすべり 高野山麓花園村新子 紀伊植物誌 III（小川由一）
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7624 シャガ アヤメ Iris やまあやめ 高野山 紀伊植物誌 II

7625 ニワゼキショウ ニワゼキショウ Sisyrinchium だいやもんどそう 伊都地方 紀伊植物誌 II

7626 ニワゼキショウ ニワゼキショウ Sisyrinchium ちょうせんぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

7627 ニワゼキショウ ニワゼキショウ Sisyrinchium にっちそう 七川郷 紀伊植物誌１

ミズアオイ科
7628 コナギ ミズアオイ Monochoria おもだか 敷屋 紀伊植物誌１

7629 コナギ ミズアオイ Monochoria かいぐさ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7630 コナギ ミズアオイ Monochoria がいぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

7631 コナギ ミズアオイ Monochoria そろえ 有田郡藤並 和歌山県植物方言集

7632 コナギ ミズアオイ Monochoria なぎ 東牟婁 雑草の博物誌・水田雑草編

7633 コナギ ミズアオイ Monochoria なぎ 日高郡御坊、東牟婁郡色川・那智 和歌山県植物方言集

7634 コナギ ミズアオイ Monochoria なぎくさ 東牟婁 和歌山縣方言

7635 コナギ ミズアオイ Monochoria なぎぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

7636 コナギ ミズアオイ Monochoria なぎのは 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7637 コナギ ミズアオイ Monochoria なげ 和歌山 雑草の博物誌・水田雑草編

7638 コナギ ミズアオイ Monochoria みずなぎ 西牟婁 和歌山縣方言

7639 ミズアオイ ミズアオイ Monochoria うきぐさ 敷屋 紀伊植物誌１

7640 ミズアオイ ミズアオイ Monochoria おもだか 小口郷 信愛紀要・第３号

7641 ミズアオイ ミズアオイ Monochoria おもだか 小口郷 紀伊植物誌１

7642 ミズアオイ ミズアオイ Monochoria たばす 紀南 紀州の方言

7643 ミズアオイ ミズアオイ Monochoria たばす 新宮市 和歌山県植物方言集

ヤマノイモ科
7644 オニドコロ ヤマノイモ Dioscorea がんどころ 鳥井峠 紀州採薬紀

7645 オニドコロ ヤマノイモ Dioscorea ところ 日高町 日高町誌（下巻）

7646 オニドコロ ヤマノイモ Dioscorea ところ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

7647 オニドコロ ヤマノイモ Dioscorea ところ 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

7648 オニドコロ ヤマノイモ Dioscorea ところ 小口郷 紀伊植物誌１

7649 オニドコロ ヤマノイモ Dioscorea ところ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7650 オニドコロ ヤマノイモ Dioscorea はいどころ 七川郷 紀伊植物誌１

7651 カエデドコロ ヤマノイモ Dioscorea きくばどころ 西牟婁 和歌山縣方言

7652 カエデドコロ ヤマノイモ Dioscorea ところ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7653 キクバドコロ ヤマノイモ Dioscorea てづくしかずら 彩ノ本～長嶋 紀州採薬紀

7654 ツクネイモ ヤマノイモ Dioscorea たながいも 伊都地方 紀伊植物誌 II

7655 トコロ類 ヤマノイモ Dioscorea はなくせんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7656 トコロ類 ヤマノイモ Dioscorea はなてんぐ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7657 ニガカシュウ ヤマノイモ Dioscorea ところ 花園 紀伊植物誌１

7658 ニガカシュウ ヤマノイモ Dioscorea にがほじ 新宮市 和歌山県植物方言集

7659 ニガカシュウ ヤマノイモ Dioscorea ほじ 新宮市 和歌山県植物方言集

7660 ニガカシュウ ヤマノイモ Dioscorea ほじんかご 七川郷 紀伊植物誌１

7661 ニガカシュウ ヤマノイモ Dioscorea まるばどころ 西牟婁 和歌山縣方言

7662 ニガカシュウ ヤマノイモ Dioscorea むかご 有田郡保田 和歌山県植物方言集

7663 ヒメドコロ ヤマノイモ Dioscorea ところ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7664 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea いかご 七川郷 紀伊植物誌１

7665 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea おにはな 日高町 日高町誌（下巻）

7666 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea おにはな 日高郡三尾・御坊 和歌山県植物方言集

7667 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea がしゃがしゃ 七川郷 紀伊植物誌１

7668 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea かんころ 新宮市高津気 紀伊植物誌１

7669 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea じねんじょ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

7670 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea じねんじょ 海草郡南野上、日高郡、田辺市 和歌山県植物方言集

7671 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea じねんじょ 花園村 紀伊植物誌 II

7672 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea じねんじょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7673 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea じねんじょう 花園村 紀伊植物誌 II

7674 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea じねんじょう 伊都地方 紀伊植物誌 II

7675 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea つくねいも 伊都地方 紀伊植物誌 II
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7676 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea てんぐのはな 七川郷 紀伊植物誌１

7677 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea てんぐばな 敷屋 紀伊植物誌１

7678 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea ところ 七川郷 紀伊植物誌１

7679 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea やまいも 七川郷 紀伊植物誌１

7680 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea やまいも 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7681 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea やまいも 伊都地方 紀伊植物誌 II

7682 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea やまねいも 七川郷 紀伊植物誌１

7683 ヤマノイモ ヤマノイモ Dioscorea やまのいも 伊都地方 紀伊植物誌 II

7684 ヤマノイモ属 ヤマノイモ Dioscorea ところ 小口郷 信愛紀要・第３号

7685 ヤマノイモ属 ヤマノイモ Dioscorea つくねいも 太地 熊野太地の伝承

ヒガンバナ科
7686 ハマオモト ハマオモト Crinum はまゆ 日高町 日高町誌（下巻）

7687 ハマオモト ハマオモト Crinum はまゆう 熊野物産初志

7688 ハマオモト ハマオモト Crinum はまゆり 東牟婁郡太地 和歌山県植物方言集

7689 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris あかしらげ 九重 紀伊植物誌１

7690 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris あかしらげ 九重 紀伊植物誌 II

7691 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris あたまいた 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

7692 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いせのちんから 大沼 紀伊植物誌 II

7693 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いせのちんからこ 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7694 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いせのちんからりん 北山 紀伊植物誌１

7695 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いせのちんからりん 北山 紀伊植物誌 II

7696 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いっぽかっぽ 東牟婁郡田原 和歌山県植物方言集

7697 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いっぽらかっぽら 東牟婁郡太田 和歌山県植物方言集

7698 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いつぽん 那智、天満 那智地区方言集

7699 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いっぽんかっぽん 古座地域 古座地域のはなしことば集

7700 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いっぽんかっぽん 小口郷 信愛紀要・第３号

7701 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いっぽんかっぽん 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

7702 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いっぽんかっぽん 東牟婁郡西向・古座・下里・太田・那智、新宮市 和歌山県植物方言集

7703 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いっぽんかっぽん 小口郷 紀伊植物誌１

7704 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いっぽんかっぽん 新宮 紀伊植物誌１

7705 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いっぽんかっぽん 新宮・小口 紀伊植物誌 II

7706 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris いっぽんかっぽん 東牟婁 和歌山縣方言

7707 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris おいお 牟婁の深山 和歌山縣方言（其二）

7708 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris おいも 敷屋 紀伊植物誌１

7709 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris おいも 敷屋 紀伊植物誌 II

7710 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris おいもち 東牟婁郡九重 和歌山県植物方言集

7711 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris おいもちのはな 大和十津川郷南部地方、北山村 紀伊植物誌１

7712 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris おいもちのはな 北山 紀伊植物誌 II

7713 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris おえもちのはな 奈良県吉野郡十津川村下葛川 紀伊植物誌１

7714 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris おえもちのはな 下葛川 紀伊植物誌 II

7715 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris おおすがな 小口 紀伊植物誌 II

7716 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris おほすかな 牟婁 和歌山縣方言（其二）

7717 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かったいばな 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

7718 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris がったりばな 和歌山市付近 紀伊植物誌 II

7719 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かったろばな 西牟婁郡和深 和歌山県植物方言集

7720 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かつぽん 那智、天満 那智地区方言集

7721 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かぶれのかっぽん 小口郷 信愛紀要・第３号

7722 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かぶれのかっぽん 小口郷 紀伊植物誌１

7723 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かぶれのかっぽん 小口 紀伊植物誌 II

7724 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かぶれのはな 古座地域独自 古座地域のはなしことば集

7725 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かぶれのはな 下田原 田原の方言・第一輯

7726 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かぶればな 東牟婁郡九重・色川 和歌山県植物方言集

7727 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かぶれんしょ 日高郡名田・下山路、西牟婁郡鮎川 和歌山県植物方言集

7728 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かぶれんしょー 日高郡南部 和歌山県植物方言集

7729 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かめかぐら 伊都郡見好 和歌山県植物方言集
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7730 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris かめかんぐら 伊都郡四郷 和歌山県植物方言集

7731 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris きつねのかみ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7732 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris きつねのかみそり 伊都郡高野、日高郡真妻 和歌山県植物方言集

7733 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris きつねのかみそり 紀北 紀伊植物誌１

7734 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris きつねのかみそり 和歌山市付近 紀伊植物誌 II

7735 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris きつねのひらばり 伊都郡かつらぎ町四郷 紀伊植物誌 II

7736 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris きつねのひらばり 伊都地方 紀伊植物誌 II

7737 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris きつねばな 紀南 紀州の方言

7738 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris きつねばな 東牟婁郡、新宮市 和歌山県植物方言集

7739 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris きつねばな 紀南地方 紀伊植物誌 II

7740 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris きんさき 伊都地方 紀伊植物誌 II

7741 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ぐちなあばな 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

7742 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris くちなわばな 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

7743 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris くつくさ 東牟婁郡高池 和歌山県植物方言集

7744 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris こうらばな 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

7745 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ごうらばな 西牟婁 和歌山縣方言

7746 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris こーらばな 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

7747 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ごぉらばな 紀南 紀州の方言

7748 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ごったれぼーしのはな 西牟婁郡田並 和歌山県植物方言集

7749 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ごらいばな 西牟婁郡三舞 和歌山県植物方言集

7750 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ごろぼし 東牟婁郡小川 和歌山県植物方言集

7751 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しびっとばな 那賀郡安楽川、日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7752 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しびとばな 山路 和歌山縣方言（其二）

7753 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しびとばな 紀北、紀南 紀州の方言

7754 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しびとばな 和歌山市、海草郡下津・岡崎、海南市、那賀郡名手、日高郡御坊・

藤田・和田 和歌山県植物方言集

7755 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しびとばな 花園村 紀伊植物誌 II

7756 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しびとばな 紀南地方 紀伊植物誌 II

7757 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しびとばな 花園村 紀伊植物誌 II

7758 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しびとばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

7759 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しびとばな 和歌山市・海草・有田・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

7760 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しぶとぐさ 和歌山市、海草郡、那賀郡、有田郡 和歌山県植物方言集

7761 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しぶとばな 紀北、紀南 紀州の方言

7762 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しぶとばな 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

7763 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しぶとばな 和歌山市、伊都郡笠田・隅田、那賀郡名手・田中・小倉、海草郡西脇野

和歌山県植物方言集

7764 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しぶとばな 紀北 紀伊植物誌１

7765 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しぶとばな 和歌山市付近 紀伊植物誌 II

7766 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しぶとばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

7767 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しぶとばな 和歌山県 和歌山方言集

7768 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris しぶとばな 和歌山市・海草・那賀・有田 和歌山縣方言

7769 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris すがな 紀南 紀州の方言

7770 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris すがな 東牟婁郡色川・高田・小川 和歌山県植物方言集

7771 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris すがな 東牟婁 和歌山縣方言

7772 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ちからこ 東牟婁郡北山 和歌山県植物方言集

7773 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ちゃんちゃんぼー 西牟婁郡周参見 和歌山県植物方言集

7774 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ちょうちんばな 伊都郡かつらぎ町四郷 紀伊植物誌 II

7775 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ちょうちんばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

7776 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ちょーちんばな 那賀郡長谷毛原、伊都郡笠田・紀見・岸上・花園・九度山・

隅田・信太・橋本、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7777 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ちんがらもんがら 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7778 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ちんがらもんがら 大沼 紀伊植物誌 II

7779 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris てくさうり 清川 和歌山縣方言（其二）

7780 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris てくさうり 日高郡 和歌山県植物方言集

7781 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris てくさうり 日高 和歌山縣方言

7782 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris てくさり 印南町 印南町史（資料編）
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7783 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris てくさり 日高郡真妻 和歌山県植物方言集

7784 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris てくさり 紀南地方 紀伊植物誌 II

7785 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris てんがいばな 紀南地方 紀伊植物誌 II

7786 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris とーだいぼーず 東牟婁郡小川 和歌山県植物方言集

7787 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris どくふじ 花園村 紀伊植物誌 II

7788 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris どくふじ 花園村 紀伊植物誌 II

7789 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris とくほうじ 日高 和歌山縣方言

7790 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris どくほうじ 田辺付近 和歌山縣方言（其二）

7791 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris どくほうじ 龍神・清水 紀伊植物誌１

7792 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris どくほうじ 有田・日高の奥地 紀伊植物誌 II

7793 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris どくほうじ 花園村 紀伊植物誌 II

7794 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris どくほーじ 山路 和歌山縣方言（其二）

7795 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris どくほーじ 日高郡山路・龍神・稲原・寒川・川上、田辺市、西牟婁郡岩田

和歌山県植物方言集

7796 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris どくほじ 日高郡上山路 和歌山県植物方言集

7797 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris にがいほうじ 岩田 和歌山縣方言（其二）

7798 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris にがいほうじ 西牟婁 和歌山縣方言

7799 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris にがいほーじ 西牟婁郡岩田・三栖・近野 和歌山県植物方言集

7800 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris にがほうじ 口熊野 口熊野の方言

7801 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris にがほうじ 田辺市方面 紀伊植物誌 II

7802 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris にがほーじ 清川 和歌山縣方言（其二）

7803 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris にがほーじ 田辺市 和歌山県植物方言集

7804 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris にがほり 日高郡稲原・真妻 和歌山県植物方言集

7805 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ひがんばな 敷屋 紀伊植物誌１

7806 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ひがんばな 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

7807 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ひがんばな 紀南地方 紀伊植物誌 II

7808 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ひがんばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

7809 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ひとぼしばな 伊都郡かつらぎ町四郷 紀伊植物誌 II

7810 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ひとぼしばな 伊都地方 紀伊植物誌 II

7811 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ほーじ 山路 和歌山縣方言（其二）

7812 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ほとけばな 田辺市、東牟婁郡北山 和歌山県植物方言集

7813 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まうさき 牟婁 和歌山縣方言（其二）

7814 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まさき 紀北 紀伊植物誌１

7815 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まさき 和歌山市付近、伊都郡かつらぎ町四郷、花園村海岸部

紀伊植物誌 II

7816 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まさき 伊都地方 紀伊植物誌 II

7817 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっさき 日高郡 和歌山縣方言（其二）

7818 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっさき 和歌山市、海南市、那賀郡田中、海草郡南野上・東野上、有田郡八幡・

五村・宮原、日高郡船着 和歌山県植物方言集

7819 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっさき 那賀・海草・有田 和歌山縣方言

7820 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっさぎ 有田郡八幡 和歌山県植物方言集

7821 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっさけ 塩屋、御坊 和歌山縣方言（其二）

7822 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっさけ 紀北、紀南 紀州の方言

7823 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっさけ 和歌山市、那賀郡中貴志・麻生津・安楽川、海草郡野上（北・南・中）・

下神野・下津・塩津・巽・岡崎・東山東、海南市、日高郡御坊・切目・

稲原・矢田、西牟婁郡川添、有田郡保田 和歌山県植物方言集

7824 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっさけ 花園村海岸部 紀伊植物誌 II

7825 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっさけ 那賀・伊都・有田・日高 和歌山縣方言

7826 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まつさけ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

7827 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっさっけ 海草郡小川、日高郡和田 和歌山県植物方言集

7828 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっしゃき 内原 和歌山縣方言（其二）

7829 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっしゃき 有田郡城山 和歌山県植物方言集

7830 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっしゃけ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

7831 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっしゃけ 日高町 日高町誌（下巻）
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7832 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっしゃけ 和歌山市、有田郡広・湯浅・石垣・箕島・鳥屋城・宮原・藤並、

日高郡白崎・御坊・和田・真妻・早蘇・松原・内原・切目川・

志賀・湯川・矢田・藤田 和歌山県植物方言集

7833 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっしゃけ 紀北 紀伊植物誌１

7834 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっしゃけ 和歌山市付近、花園村海岸部 紀伊植物誌 II

7835 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっしゃげ 和歌山市、那賀郡長谷毛原、日高郡印南 和歌山県植物方言集

7836 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まっせき 日高郡比井崎 和歌山県植物方言集

7837 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんさき 那賀郡麻生津、西牟婁郡日置・市ノ瀬 和歌山県植物方言集

7838 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんさき 伊都郡かつらぎ町四郷 紀伊植物誌 II

7839 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんざき 伊都郡笠田 和歌山県植物方言集

7840 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんさけ 田辺市 和歌山県植物方言集

7841 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじ 西牟婁郡佐本 和歌山県植物方言集

7842 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅ 西牟婁郡大都河、東牟婁郡三尾河・七川 和歌山県植物方言集

7843 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅう 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7844 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅう 大沼 紀伊植物誌 II

7845 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅぐさ 那智、天満 那智地区方言集

7846 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅさき 西牟婁郡生馬・近野 和歌山県植物方言集

7847 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅさけ 和歌山市 和歌山県植物方言集

7848 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅさけ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7849 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅさげ 田辺市、東牟婁郡本宮 和歌山県植物方言集

7850 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅしゃげ 和歌山市、海草郡塩津、伊都郡橋本、西牟婁郡新庄・鮎川・栗栖川、

東牟婁郡請川・小川 和歌山県植物方言集

7851 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅしゃげ 敷屋 紀伊植物誌１

7852 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅしゃげ 紀南地方 紀伊植物誌 II

7853 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅのさき 敷屋 紀伊植物誌１

7854 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris まんじゅのさき 紀南地方 紀伊植物誌 II

7855 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris 曼珠草 日高郡 和歌山縣方言（其二）

7856 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris みかんばな 東牟婁郡太地 和歌山県植物方言集

7857 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris みみくさり 西牟婁郡新庄 和歌山県植物方言集

7858 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ゆーれんばな 伊都郡高野 和歌山県植物方言集

7859 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris よめのかんだし 伊都郡橋本 和歌山県植物方言集

7860 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris らんかん 東牟婁郡太田 和歌山県植物方言集

7861 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ろくふじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7862 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ろくほうし 日高 和歌山縣方言

7863 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ろくほうじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7864 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ろくほぉし 紀南 紀州の方言

7865 ヒガンバナ ヒガンバナ Lycoris ろくほーじ 山路 和歌山縣方言（其二）

7866 ヒガンパナ ヒガンバナ Lycoris いっぽんかっぽん 紀南 紀州の方言

7867 ヒガンバナの葉 ヒガンバナ Lycoris けつねのかみそり 橋本 橋本の方言

7868 サフランモドキ タマスダレ Zephyranthes あめらん 有田郡御霊 和歌山県植物方言集

7869 サフランモドキ タマスダレ Zephyranthes はなさふらん 新宮市 和歌山県植物方言集

7870 タマスダレ タマスダレ Zephyranthes なつずいせん 伊都地方 紀伊植物誌 II

リュウゼツラン科
7871 リュウゼツラン リュウゼツラン Agave りょうぜつ 東牟婁 和歌山縣方言

7872 リュウゼツラン リュウゼツラン Agave りょーぜつ 新宮市 和歌山県植物方言集

ユリ科
7873 ケイビラン ケイビラン Alectorurus いそつばた 鬼ヶ窟 紀州採薬紀

7874 ケイビラン ケイビラン Alectorurus いわつばた 新宮 紀州採薬紀

7875 ケイビラン ケイビラン Alectorurus さきのうらん 新宮 紀州採薬紀

7876 タマネギ ネギ Allium たまねんぎ 紀南 紀州の方言

7877 タマネギ ネギ Allium たまんねぎ 伊都郡 和歌山県植物方言集

7878 ニラ ネギ Allium にら 日高町 日高町誌（下巻）

7879 ニラ ネギ Allium にら 伊都地方 紀伊植物誌 II

7880 ニラ ネギ Allium ひる 伊都地方 紀伊植物誌 II
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7881 ネギ ネギ Allium ねぶか 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

7882 ネギ ネギ Allium ねぶか 紀北 紀州の方言

7883 ネギ ネギ Allium ねぶか 日高町 日高町誌（下巻）

7884 ネギ ネギ Allium ねぶか 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

7885 ネギ ネギ Allium ねぶか 田原 田原の方言・第二輯

7886 ネギ ネギ Allium ねぶか 太地 熊野太地の伝承

7887 ネギ ネギ Allium ねぶか 海草郡南野上、日高郡御坊・三尾・和田・藤田、東牟婁郡色川

和歌山県植物方言集

7888 ネギ ネギ Allium ねぶか 伊都地方 紀伊植物誌 II

7889 ネギ ネギ Allium ねぶか 橋本 橋本の方言

7890 ネギ ネギ Allium ねぶか 那賀郡 和歌山縣方言

7891 ネギ ネギ Allium ねんぎ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7892 ネギ ネギ Allium ひともじ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

7893 ノビル ネギ Allium きつねのねぶか 伊都地方 紀伊植物誌 II

7894 ノビル ネギ Allium こじきひともじ 敷屋 紀伊植物誌１

7895 ノビル ネギ Allium すがな 敷屋 紀伊植物誌１

7896 ノビル ネギ Allium ねんぶり 花園村 紀伊植物誌 II

7897 ノビル ネギ Allium ねんぶり 清水町押手 紀伊植物誌 II

7898 ノビル ネギ Allium ねんぶり 伊都地方 紀伊植物誌 II

7899 ノビル ネギ Allium のびる 伊都地方 紀伊植物誌 II

7900 ノビル ネギ Allium ひる 花園村 紀伊植物誌 II

7901 ノビル ネギ Allium ひる 清水町押手 紀伊植物誌 II

7902 ノビル ネギ Allium ひる 伊都地方 紀伊植物誌 II

7903 ノビル ネギ Allium ひるぼし 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7904 ノビル ネギ Allium ひるんぼ 敷屋 紀伊植物誌１

7905 ノビル ネギ Allium ひるんぼ 七川郷 紀伊植物誌１

7906 ノビル ネギ Allium めんぶり 伊都地方 紀伊植物誌 II

7907 ヤマラッキョウ ネギ Allium ししどっぽ 花園村 紀伊植物誌 II

7908 ヤマラッキョウ ネギ Allium ししどっぽ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7909 ラッキョウ ネギ Allium らっきょ 日高町 日高町誌（下巻）

7910 ラッキョウ ネギ Allium らっきょ 日高郡御坊・三尾、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7911 ラッキョウ ネギ Allium らっきょ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7912 アロエ アロエ Aloe いしゃいらず 伊都地方 紀伊植物誌 II

7913 アロエ アロエ Aloe りゅうのした 伊都地方 紀伊植物誌 II

7914 アマナ アマナ Amana じゃがらがい 花園村 紀伊植物誌 II

7915 アマナ アマナ Amana じゃがらがい 伊都地方 紀伊植物誌 II

7916 アマナ アマナ Amana ちゃがらがい 花園村 紀伊植物誌 II

7917 アマナ アマナ Amana ちゃがらがい 伊都地方 紀伊植物誌 II

7918 アマナ アマナ Amana とんびのへそ 田原 紀伊植物誌１

7919 アマナ アマナ Amana のうのちゅうりっぷ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7920 アマナ アマナ Amana のちゅうりっぷ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7921 ハラン ハラン Aspidistra ばしゃば 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7922 ハラン ハラン Aspidistra ばらん 日高郡三尾、新宮市 和歌山県植物方言集

7923 ハラン ハラン Aspidistra ばらん 伊都地方 紀伊植物誌 II

7924 ハラン ハラン Aspidistra ばれん 紀北、紀南 紀州の方言

7925 ハラン ハラン Aspidistra ばれん 和歌山市、海草郡南野上、那賀郡、有田郡、日高郡、西牟婁郡、

東牟婁郡色川・那智 和歌山県植物方言集

7926 ハラン ハラン Aspidistra ばれん 伊都地方 紀伊植物誌 II

7927 ハラン ハラン Aspidistra ばれん 和歌山県 和歌山方言集

7928 ハラン ハラン Aspidistra ばれん 和歌山市・海草・那賀・有田・日高・西牟婁 和歌山縣方言

7929 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum うちでのこずち 七川郷 紀伊植物誌１

7930 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum おばゆり 旧信太村（高野口町） 紀伊植物誌１

7931 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum おばゆり 伊都郡旧信太村 紀伊植物誌 II

7932 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum おばゆり 伊都地方 紀伊植物誌 II

7933 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum おんばゆり 那賀郡 和歌山県植物方言集

7934 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum おんばゆり 旧信太村（高野口町） 紀伊植物誌１
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7935 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum おんばゆり 伊都郡旧信太村 紀伊植物誌 II

7936 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum おんばゆり 伊都地方 紀伊植物誌 II

7937 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum おんぼ 花園村 紀伊植物誌 II

7938 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum おんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7939 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum おんぼいわな 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

7940 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum かたくり 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

7941 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum かたくり 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

7942 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ごんぼゆり 那賀郡、東牟婁郡北山 和歌山県植物方言集

7943 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ごんぼゆり 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

7944 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ぼうずゆり 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

7945 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ぼうずゆり 伊都 和歌山縣方言

7946 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ぼーずゆり 伊都郡 和歌山県植物方言集

7947 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほっぽ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

7948 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほっぽ 有田郡八幡、日高郡龍神、西牟婁郡近野、新宮市 和歌山県植物方言集

7949 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほっぽ 竜神 紀伊植物誌１

7950 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほっぽ 竜神村・花園村・八幡村・新宮方面 紀伊植物誌 II

7951 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほっぽう 龍神 和歌山縣方言（其二）

7952 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほっぽゆり 七川郷 紀伊植物誌１

7953 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほんぼ 有田郡八幡、日高郡龍神 和歌山県植物方言集

7954 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほんぼ 清水 紀伊植物誌１

7955 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほんぼ 紀北の山村 紀伊植物誌１

7956 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほんぼ 日高郡旧寒川村 紀伊植物誌１

7957 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほんぼ 竜神村・花園村・八幡村・新宮方面 紀伊植物誌 II

7958 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほんぼ 花園村 紀伊植物誌 II

7959 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほんぼ 花園村 紀伊植物誌 II

7960 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほんぼ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7961 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほんぼー 日高郡山路 和歌山県植物方言集

7962 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほんぼゆり 七川郷 紀伊植物誌１

7963 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほんぼゆり 紀北の山村 紀伊植物誌１

7964 ウバユリ ウバユリ Cardiocrinum ほんぼゆり 上三栖村 紀州採薬紀

7965 スズラン スズラン Convallaria かきらん 西牟婁 和歌山縣方言

7966 ヤブカンゾウ ワスレグサ Hemerocallis あまくさ 七川郷 紀伊植物誌１

7967 ヤブカンゾウ ワスレグサ Hemerocallis あまな 龍神 紀伊植物誌１

7968 ヤブカンゾウ ワスレグサ Hemerocallis あまな 竜神、鞆渕、奥安楽川など 紀伊植物誌 II

7969 ヤブカンゾウ ワスレグサ Hemerocallis あまな 花園村 紀伊植物誌 II

7970 ヤブカンゾウ ワスレグサ Hemerocallis あまな 伊都地方 紀伊植物誌 II

7971 ヤブカンゾウ ワスレグサ Hemerocallis あまな 桃山町、龍神村 紀伊植物誌 III（小川由一）

7972 ヤブカンゾウ ワスレグサ Hemerocallis あまゆり 七川郷 紀伊植物誌１

7973 ヤブカンゾウ ワスレグサ Hemerocallis あもな 花園村 紀伊植物誌 II

7974 ヤブカンゾウ ワスレグサ Hemerocallis あもな 花園村 紀伊植物誌 II

7975 ヤブカンゾウ ワスレグサ Hemerocallis あもな 伊都地方 紀伊植物誌 II

7976 ヤブカンゾウ ワスレグサ Hemerocallis やまゆり 岩出町 紀伊植物誌 III（小川由一）

7977 ユウスゲ ワスレグサ Hemerocallis ゆうすげ 西牟婁 和歌山縣方言

7978 イワギボウシ ギボウシ Hosta いわな 那賀郡奥安楽川（桃山町）、鞆渕（粉川町） 紀伊植物誌 II

7979 イワギボウシ ギボウシ Hosta かはいもり 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

7980 イワギボウシ ギボウシ Hosta かわいもり 有田郡 和歌山県植物方言集

7981 イワギボウシ ギボウシ Hosta かわいもり 有田 和歌山縣方言

7982 イワギボウシ ギボウシ Hosta ぎぼな 有田郡八幡（清水町）、日高郡竜神村、伊都郡花園村

紀伊植物誌 II

7983 ギボウシ ギボウシ Hosta いわな 小口郷、紀北の山村 信愛紀要・第３号

7984 ギボウシ ギボウシ Hosta かわいもじ 紀北の山村 信愛紀要・第３号

7985 ギボウシ ギボウシ Hosta かわな 紀北の山村 信愛紀要・第３号

7986 ギボウシ ギボウシ Hosta ぎぼし 紀北の山村 信愛紀要・第３号

7987 ギボウシ ギボウシ Hosta ぎぼな 紀北の山村 信愛紀要・第３号

7988 ギボウシ属 ギボウシ Hosta ぎぼし 日高町 日高町誌（下巻）

7989 ギボウシ属 ギボウシ Hosta かわいもじ 竜神 紀伊植物誌１
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7990 ギボウシ属 ギボウシ Hosta かわな 花園 紀伊植物誌１

7991 ギボウシ属 ギボウシ Hosta ぎぼな 清水・花園 紀伊植物誌１

7992 ギボウシ属 ギボウシ Hosta しまな 竜神 紀伊植物誌１

7993 ギボウシ属 ギボウシ Hosta ふんどしな 竜神 紀伊植物誌１

7994 ギボウシ類 ギボウシ Hosta いわな 那賀郡奥安楽川 和歌山県植物方言集

7995 ギボウシ類 ギボウシ Hosta いわな 小口郷、紀北の山村 紀伊植物誌１

7996 ギボウシ類 ギボウシ Hosta いわな 七川郷 紀伊植物誌１

7997 ギボウシ類 ギボウシ Hosta かわいもじ 紀北の山村 紀伊植物誌１

7998 ギボウシ類 ギボウシ Hosta かわいもじ 伊都地方 紀伊植物誌 II

7999 ギボウシ類 ギボウシ Hosta かわな 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

8000 ギボウシ類 ギボウシ Hosta かわな 紀北の山村 紀伊植物誌１

8001 ギボウシ類 ギボウシ Hosta かわな 花園村 紀伊植物誌 II

8002 ギボウシ類 ギボウシ Hosta かわな 伊都地方 紀伊植物誌 II

8003 ギボウシ類 ギボウシ Hosta ぎぼし 紀北一般、東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

8004 ギボウシ類 ギボウシ Hosta ぎぼし 紀北の山村 紀伊植物誌１

8005 ギボウシ類 ギボウシ Hosta ぎぼし 伊都地方 紀伊植物誌 II

8006 ギボウシ類 ギボウシ Hosta ぎぼな 伊都郡花園 和歌山県植物方言集

8007 ギボウシ類 ギボウシ Hosta ぎぼな 花園村 紀伊植物誌 II

8008 ギボウシ類 ギボウシ Hosta ぎぼな 伊都地方 紀伊植物誌 II

8009 ギボウシ類 ギボウシ Hosta ぼぎな 紀北の山村 紀伊植物誌１

8010 ミズギボウシ ギボウシ Hosta いわな 敷屋 紀伊植物誌１

8011 オニユリ ユリ Lilium おにゆり 日高町 日高町誌（下巻）

8012 オニユリ ユリ Lilium かのこゆり 七川郷 紀伊植物誌１

8013 オニユリ ユリ Lilium どよーゆり 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

8014 オニユリ ユリ Lilium にがゆり 日高郡山路、那賀郡奥安楽川 和歌山県植物方言集

8015 オニユリ ユリ Lilium にがゆり 竜神 紀伊植物誌１

8016 オニユリ ユリ Lilium にがゆり 七川郷 紀伊植物誌１

8017 オニユリ ユリ Lilium にがゆり 花園村 紀伊植物誌 II

8018 オニユリ ユリ Lilium にがゆり 伊都地方 紀伊植物誌 II

8019 カノコユリ ユリ Lilium たなばたゆり 日高町 日高町誌（下巻）

8020 カノコユリ ユリ Lilium たなばたゆり 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

8021 コオニユリ ユリ Lilium ひめゆり 竜神・清水 紀伊植物誌１

8022 コオニユリ ユリ Lilium ひめゆり 花園村 紀伊植物誌 II

8023 コオニユリ ユリ Lilium ひめゆり 伊都地方 紀伊植物誌 II

8024 ササユリ ユリ Lilium かっぽ 田辺市 和歌山県植物方言集

8025 ササユリ ユリ Lilium ごがつゆり 伊都地方 紀伊植物誌 II

8026 ササユリ ユリ Lilium こっぽ 七川郷 紀伊植物誌１

8027 ササユリ ユリ Lilium たごゆり 山路 紀伊植物誌１

8028 ササユリ ユリ Lilium てんぐゆり 七川郷 紀伊植物誌１

8029 ササユリ ユリ Lilium てんぐり 小口郷 信愛紀要・第３号

8030 ササユリ ユリ Lilium てんぐり 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

8031 ササユリ ユリ Lilium てんぐり 小口郷 紀伊植物誌１

8032 ササユリ ユリ Lilium てんぐり 七川郷 紀伊植物誌１

8033 ササユリ ユリ Lilium てんゆり 東牟婁郡 和歌山県植物方言集

8034 ササユリ ユリ Lilium ほっぽ 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

8035 ササユリ ユリ Lilium やまゆり 日高郡 和歌山縣方言（其二）

8036 ササユリ ユリ Lilium やまゆり 日高町 日高町誌（下巻）

8037 ササユリ ユリ Lilium やまゆり 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

8038 ササユリ ユリ Lilium やまゆり 海草郡南野上、有田郡津木、日高郡御坊・三尾 和歌山県植物方言集

8039 ササユリ ユリ Lilium やまゆり 竜神・清水 紀伊植物誌１

8040 ササユリ ユリ Lilium やまゆり 七川郷 紀伊植物誌１

8041 ササユリ ユリ Lilium やまゆり 伊都地方 紀伊植物誌 II

8042 ササユリ ユリ Lilium やまゆり 日高 和歌山縣方言

8043 ササユリ ユリ Lilium ゆり 東牟婁郡那智 和歌山県植物方言集

8044 テッポウユリ ユリ Lilium てっぽゆり 海草郡南野上、日高郡 和歌山県植物方言集

8045 ヤマユリの花 ユリ Lilium ほっぽ 紀南地方 和歌山縣方言（其二）
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8046 ユリのつぼみ ユリ Lilium ちちんぼ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

8047 ノギラン ノギラン Metanarthecium かっけそう 小口郷 信愛紀要・第３号

8048 ノギラン ノギラン Metanarthecium かっけそう 小口郷 紀伊植物誌１

8049 ノギラン ノギラン Metanarthecium ひめぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

8050 オオバジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon いしだま 花園村 紀伊植物誌 II

8051 オオバジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon いしだま 伊都地方 紀伊植物誌 II

8052 オオバジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon やぶらん 東牟婁 和歌山縣方言

8053 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon あがりもも 有田郡湯浅 和歌山県植物方言集

8054 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon かっつけだま 紀北野上川筋 信愛紀要・第３号

8055 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon かっつけだま 紀北の野上川筋 紀伊植物誌１

8056 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon かぶろぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

8057 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon すすだま 七川郷 紀伊植物誌１

8058 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ぴんぽん 日高町 日高町誌（下巻）

8059 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ふうきん 紀北 紀州の方言

8060 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ふきだま 田辺 和歌山縣方言（其二）

8061 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ふきだま 口熊野 口熊野の方言

8062 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ふきだま 伊都地方 紀伊植物誌 II

8063 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ふきだま 紀北 信愛紀要・第３号

8064 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ふきだま 紀北 紀伊植物誌１

8065 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ふくだま 日高町 日高町誌（下巻）

8066 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ふくだま 花園村 紀伊植物誌 II

8067 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ふくだま 小口郷 信愛紀要・第３号

8068 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ふくだま 小口郷 紀伊植物誌１

8069 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ふくだま 龍神 紀伊植物誌１

8070 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ふりだま 田辺 和歌山縣方言（其二）

8071 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ほくろだま 高野山相ノ浦 紀伊植物誌 II

8072 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon ほくろだま 伊都地方 紀伊植物誌 II

8073 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon やぶらん 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

8074 ジャノヒゲ ジャノヒゲ Ophiopogon りょぉがひげ 紀北 紀州の方言

8075 ジャノヒゲの実 ジャノヒゲ Ophiopogon きんだま 不明 和歌山県植物方言集

8076 ジャノヒゲの実 ジャノヒゲ Ophiopogon つぐみのもも 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

8077 ジャノヒゲの実 ジャノヒゲ Ophiopogon ふきだま 有田郡保田・広、海草郡南野上、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

8078 ジャノヒゲの実 ジャノヒゲ Ophiopogon ふくだま 海草郡南野上、那賀郡、有田郡五西月・鳥屋城、日高郡御坊、

田辺市、新宮市 和歌山県植物方言集

8079 ジャノヒゲの実 ジャノヒゲ Ophiopogon ふくだま 那賀・東牟婁 和歌山縣方言

8080 アマドコロ ナルコユリ Polygonatum あまどころ 花園 紀伊植物誌１

8081 アマドコロ ナルコユリ Polygonatum あまどころ 伊都地方 紀伊植物誌 II

8082 オモト オモト Rohdea おもと 日高町 日高町誌（下巻）

8083 ナギイカダ ナギイカダ Ruscus ばらなぎ 新宮市 和歌山県植物方言集

8084 ナギイカダ ナギイカダ Ruscus ばらなぎ 東牟婁 和歌山縣方言

8085 ツルボ ツルボ Scilla おほすがな 請川～本宮 紀州採薬紀

8086 ツルボ ツルボ Scilla じねご 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

8087 ツルボ ツルボ Scilla すがな 新宮市 和歌山県植物方言集

8088 ツルボ ツルボ Scilla すなか 東牟婁 和歌山縣方言

8089 ツルボ ツルボ Scilla すなが 小口郷 信愛紀要・第３号

8090 ツルボ ツルボ Scilla すなが 小口郷 紀伊植物誌１

8091 ツルボ ツルボ Scilla にがほーじ 西牟婁郡近野 和歌山県植物方言集

8092 ツルボ ツルボ Scilla はたほーじ 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

8093 サルトリイバラ シオデ Smilax いちび 牟婁、尾鷲 和歌山縣方言（其二）

8094 サルトリイバラ シオデ Smilax いちび 三重県 和歌山県植物方言集

8095 サルトリイバラ シオデ Smilax いばら 海草郡南野上、有田郡八幡、日高郡切目、西牟婁郡新庄

和歌山県植物方言集

8096 サルトリイバラ シオデ Smilax いばら 伊都地方 紀伊植物誌 II

8097 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつ 那智、天満 那智地区方言集

8098 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつ 小口郷 信愛紀要・第３号

8099 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつ 印南町 印南町史（資料編）
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8100 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつ 和歌山市、日高郡御坊・高城・上山路・真妻、西牟婁郡周参見・

三栖・岩田・近野、田辺市、東牟婁郡高田・小川・小口・那智・

西向・太地・請川、新宮市 和歌山県植物方言集

8101 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつ 小口郷 紀伊植物誌１

8102 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつ 敷屋・三里 紀伊植物誌１

8103 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつ 七川郷 紀伊植物誌１

8104 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつ 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

8105 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつ 新宮・生馬・南部・周参見・日置・和深 紀伊植物誌 II

8106 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつ 田辺、西牟婁 紀伊植物誌 III（小川由一）

8107 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

8108 サルトリイバラ シオデ Smilax いびついばら 田辺 和歌山縣方言（其二）

8109 サルトリイバラ シオデ Smilax いびついばら 大塔村安川流域 みちばたの草と虫（上）

8110 サルトリイバラ シオデ Smilax いびついばら 西牟婁郡栗栖川、田辺市 和歌山県植物方言集

8111 サルトリイバラ シオデ Smilax いびついばら 竜神 紀伊植物誌１

8112 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつしば 西牟婁郡近野・岩田 和歌山県植物方言集

8113 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつのは 日高郡、西牟婁郡三川、田辺市 和歌山県植物方言集

8114 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつのはえべつ 七川郷 紀伊植物誌１

8115 サルトリイバラ シオデ Smilax いびつばら 田辺市 和歌山県植物方言集

8116 サルトリイバラ シオデ Smilax いぶつ 太地 熊野太地の伝承

8117 サルトリイバラ シオデ Smilax いぶつ 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

8118 サルトリイバラ シオデ Smilax えびち 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

8119 サルトリイバラ シオデ Smilax えびつ 西牟婁郡、東牟婁郡太田・那智 和歌山県植物方言集

8120 サルトリイバラ シオデ Smilax えびつ 東牟婁郡北山村大沼、奈良県吉野郡十津川村田戸・平谷

紀伊植物誌１

8121 サルトリイバラ シオデ Smilax えびつばら 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

8122 サルトリイバラ シオデ Smilax えべつ 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

8123 サルトリイバラ シオデ Smilax えべつ 小口郷 信愛紀要・第３号

8124 サルトリイバラ シオデ Smilax えべつ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

8125 サルトリイバラ シオデ Smilax えべつ 太地 熊野太地の伝承

8126 サルトリイバラ シオデ Smilax えべつ 西牟婁郡串本、東牟婁郡小川・高田・小口・下里・田原・太地

和歌山県植物方言集

8127 サルトリイバラ シオデ Smilax えべつ 小口郷 紀伊植物誌１

8128 サルトリイバラ シオデ Smilax えべつ 古座川町 紀伊植物誌１

8129 サルトリイバラ シオデ Smilax えべつ 潮岬・串本・大島 紀伊植物誌 II

8130 サルトリイバラ シオデ Smilax おさすり 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

8131 サルトリイバラ シオデ Smilax おさすり 新宮、東牟婁 紀伊植物誌 III（小川由一）

8132 サルトリイバラ シオデ Smilax おさすりのは 東牟婁郡太地・色川 和歌山県植物方言集

8133 サルトリイバラ シオデ Smilax おさすりの葉 敷屋 紀伊植物誌１

8134 サルトリイバラ シオデ Smilax かしわ 日高町 日高町誌（下巻）

8135 サルトリイバラ シオデ Smilax かしわ 和歌山市、那賀郡安楽川・中貴志・名手・田中・小倉、海草郡野上、長谷毛原・

巽・東山東・岡崎、日高郡和田・三尾・早蘇・内原・矢田、有田郡広・保田・

湯浅・城山・箕島・鳥屋城・宮原 和歌山県植物方言集

8136 サルトリイバラ シオデ Smilax かしわ 那賀郡岩出町・田中村（現打田町）・有田市、日高郡由良町・御坊等

紀伊植物誌 II

8137 サルトリイバラ シオデ Smilax かしわ 伊都地方 紀伊植物誌 II

8138 サルトリイバラ シオデ Smilax かしわのは 伊都郡笠田、海草郡塩津、日高郡松原・和田・内原・三尾

和歌山県植物方言集

8139 サルトリイバラ シオデ Smilax かしわのは かつらぎ町 紀伊植物誌 II

8140 サルトリイバラ シオデ Smilax かしわのは 伊都地方 紀伊植物誌 II

8141 サルトリイバラ シオデ Smilax かしわもち 和歌山市、伊都郡橋本 和歌山県植物方言集

8142 サルトリイバラ シオデ Smilax かしわもちのは 日高郡切目・三尾 和歌山県植物方言集

8143 サルトリイバラ シオデ Smilax かしわもちのは 伊都郡花園村 紀伊植物誌 II

8144 サルトリイバラ シオデ Smilax かしわもちのは 伊都地方 紀伊植物誌 II

8145 サルトリイバラ シオデ Smilax さるかきいばら 西牟婁郡和深・栗栖川・川添・鮎川・市ノ瀬 和歌山県植物方言集

8146 サルトリイバラ シオデ Smilax さるかけいばら 西牟婁郡三舞・生馬・潮岬・有田、田辺市、東牟婁郡七川・三尾川・

小川・那智 和歌山県植物方言集
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8147 サルトリイバラ シオデ Smilax さるきりばら 伊都地方 紀伊植物誌 II

8148 サルトリイバラ シオデ Smilax さるこきいばら 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

8149 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきら 伊都郡笠田・四郷・紀見・九度山・高野・三好・隅田・安楽川、

那賀郡名手、海草郡長谷毛原・東山東・岡崎、日高郡山路

和歌山県植物方言集

8150 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきら 竜神・花園・高野山、和歌山県各地 紀伊植物誌１

8151 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきら 奈良県吉野郡十津川村平谷 紀伊植物誌１

8152 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきら 日高郡旧寒川村・旧川上村 紀伊植物誌１

8153 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきら 高野山 紀伊植物誌 II

8154 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきら 花園村 紀伊植物誌 II

8155 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきら 伊都地方 紀伊植物誌 II

8156 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきら 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

8157 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらい 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

8158 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらい 小口郷 信愛紀要・第３号

8159 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらい 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

8160 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらい 和歌山市、伊都郡、日高郡御坊・船着、海草郡南野上、東牟婁郡色川

和歌山県植物方言集

8161 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらい 小口郷 紀伊植物誌１

8162 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらい 高野山 紀伊植物誌 II

8163 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらい 伊都地方 紀伊植物誌 II

8164 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらい 伊都・西牟婁 和歌山縣方言

8165 サルトリイバラ シオデ Smilax さんぎらい 高野山 紀伊植物誌 II

8166 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらいばら 伊都郡隅田・橋本 和歌山県植物方言集

8167 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらいばら 竜神・花園・高野山、和歌山県各地 紀伊植物誌１

8168 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらいばら 伊都地方 紀伊植物誌 II

8169 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらぼんぼ 竜神、紀中一般 紀伊植物誌１

8170 サルトリイバラ シオデ Smilax さんきらぼんぼ 日高郡の山村 紀伊植物誌 III（小川由一）

8171 サルトリイバラ シオデ Smilax ちまき 日高郡龍神 和歌山県植物方言集

8172 サルトリイバラ シオデ Smilax まんじゅうのは 那賀郡池田村（現打田町）、奥安楽川（現桃山） 紀伊植物誌 II

8173 サルトリイバラ シオデ Smilax みみついばら 清水 紀伊植物誌１

8174 サルトリイバラ シオデ Smilax みみついばら 有田郡八幡村 紀伊植物誌 II

8175 サルトリイバラ シオデ Smilax みみつく 有田郡田栖川 和歌山県植物方言集

8176 サルトリイバラ シオデ Smilax みみつく 伊都地方 紀伊植物誌 II

8177 サルトリイバラ シオデ Smilax みみつくいばら 紀北 紀伊植物誌 III（小川由一）

8178 サルトリイバラの実 シオデ Smilax さきらぼんぼ 紀南 紀伊植物誌 II

8179 サルトリイバラの実 シオデ Smilax さんきらぼんぼ 日高郡中山路 和歌山県植物方言集

8180 サルトリイバラの葉 シオデ Smilax いびつのは 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

8181 サルトリイバラの葉 シオデ Smilax おさすり 新宮方面 紀伊植物誌 II

8182 サルトリイバラの葉 シオデ Smilax いびつのは 日高郡 和歌山縣方言（其二）

8183 サルトリイバラの葉 シオデ Smilax えべつ 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

8184 シオデ シオデ Smilax おばどころ 花園 紀伊植物誌１

8185 シオデ シオデ Smilax おばどころ 伊都地方 紀伊植物誌 II

8186 ヤマカシュウ シオデ Smilax さいこくばら 鳥井峠 紀州採薬紀

8187 ヤマカシュウ シオデ Smilax さんきらいばら 鳥井峠 紀州採薬紀

8188 ヤマカシュウ シオデ Smilax せうがくばら 鳥井峠 紀州採薬紀

8189 キイジョウロウホトトギス ホトトギス Tricyrtis いわかげらん 敷屋 紀伊植物誌１

8190 ホトトギス ホトトギス Tricyrtis しびっとばな 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

8191 ホトトギス ホトトギス Tricyrtis そーしきばな 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

8192 ホトトギス ホトトギス Tricyrtis そーれんばな 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

8193 ホトトギス ホトトギス Tricyrtis ほととぎす 伊都地方 紀伊植物誌 II

8194 バイケイソウ シュロソウ Veratrum ししのはばき 澤、大久手 紀州採薬紀

8195 シカガクレユリ ぼんぼ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

ホンゴウソウ科
8196 ウエマツソウ ウエマツソウ Sciaphila ときひさそう 東牟婁 和歌山縣方言
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アマモ科
8197 アマモ アマモ Zostera あじも 紀南 紀州の方言

8198 アマモ アマモ Zostera あじも 西牟婁郡 和歌山県植物方言集

8199 コアマモ アマモ Zostera こあじも 西牟婁 和歌山縣方言

トチカガミ科
8200 ウミヒルモ ウミヒルモ Halophila はいぐさ 西牟婁 和歌山縣方言

8201 ウミヒルモ ウミヒルモ Halophila ばいぐさ 西牟婁郡瀬戸鉛山 和歌山県植物方言集

8202 トチカガミ トチカガミ Hydrocharis かへるくさ 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

8203 トチカガミ トチカガミ Hydrocharis とうがめばす 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

オモダカ科
8204 アギナシ オモダカ Sagittaria くわいぐさ 新宮市 和歌山県植物方言集

8205 ウリカワ オモダカ Sagittaria うなぎのひれ 小口郷 信愛紀要・第３号

8206 ウリカワ オモダカ Sagittaria うなぎのひれ 新宮市 和歌山県植物方言集

8207 ウリカワ オモダカ Sagittaria うなぎのひれ 小口郷 紀伊植物誌１

8208 ウリカワ オモダカ Sagittaria うなぎのひれ 新宮市、熊野川町 紀伊植物誌 III（小川由一）

8209 ウリカワ オモダカ Sagittaria うなぎのひれ 東牟婁 和歌山縣方言

8210 ウリカワ オモダカ Sagittaria うりのかわ 伊都地方 紀伊植物誌 II

8211 ウリカワ オモダカ Sagittaria かみそりなげ 古座地域 雑草の博物誌・水田雑草編

8212 ウリカワ オモダカ Sagittaria さえずり 新宮市 和歌山県植物方言集

8213 ウリカワ オモダカ Sagittaria ねぶか 敷屋 紀伊植物誌１

8214 オモダカ オモダカ Sagittaria くわい 和歌山 雑草の博物誌・水田雑草編

8215 オモダカ オモダカ Sagittaria くわい 小口郷 信愛紀要・第３号

8216 オモダカ オモダカ Sagittaria くわい 小口郷 紀伊植物誌１

8217 オモダカ オモダカ Sagittaria くわいぐさ 那賀郡岩出、新宮市 和歌山県植物方言集

8218 オモダカ オモダカ Sagittaria くわいぐさ 東牟婁 和歌山縣方言

8219 クワイ オモダカ Sagittaria くあえ 紀北、紀南 紀州の方言

8220 クワイ オモダカ Sagittaria くあえ 那賀・有田・日高・西牟婁 和歌山縣方言

8221 クワイ オモダカ Sagittaria くわえ 紀北、紀南 紀州の方言

8222 クワイ オモダカ Sagittaria くわえ 日高町 日高町誌（下巻）

8223 クワイ オモダカ Sagittaria くわえ 海草郡、那賀郡、有田郡、日高郡御坊、西牟婁郡 和歌山県植物方言集

8224 クワイ オモダカ Sagittaria くわえ 海草・有田・日高・西牟婁 和歌山縣方言
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その他の方言名称
8225 アサマニンジン ゆりば 和州 紀州採薬紀

8226 アブラギ 雌ふくら 日高郡 和歌山縣方言（其二）

8227 イシマツ とびかつら 牟婁 和歌山縣方言（其二）

8228 イヌマユミ ますのき 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

8229 いはき からすみ 千里ヶ浜 紀州採薬紀

8230 ういがい やはずくさ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

8231 ウシカバ めぶくら 和歌山県 和歌山県植物方言集

8232 ウスイエンドウ うすい 海草郡南野上 和歌山県植物方言集

8233 ウバネレ うばねれ ～和田 紀州採薬紀

8234 ウミヘチマ みずすい ～小浦 紀州採薬紀

8235 エビシヤウ えびしやう 市江阿瀧～周参見 紀州採薬紀

8236 オオマンリョウ やましきみ 和歌山県 和歌山県植物方言集

8237 おきひいらぎ ぎんだ 海草・有田・日高・西牟婁 和歌山縣方言

8238 おほなき かはいもじ 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

8239 かいむくら けいかくさう 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

8240 カシオズミ あかめ 妙法山周辺 紀州採薬紀

8241 カシオズミ あかめばり 小浦 紀州採薬紀

8242 カラダモ つるぐす 辨天の山 紀州採薬紀

8243 カルバナ かるばな ～和田 紀州採薬紀

8244 カワラフジ いばらのき 田花浦 紀州採薬紀

8245 キバナノハウチハマメ のぼりふじ 日高郡御坊 和歌山県植物方言集

8246 クブシ はなのき 岩坂邊 紀州採薬紀

8247 クロクチ やしや 岩坂邊 紀州採薬紀

8248 けんそう おほびる 二色浦 紀州採薬紀

8249 コウモリガサ こぉもり 紀北 紀州の方言

8250 ごましほやなぎ きつねのこしかけ 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

8251 コンジノキ かいでもみじ 上三栖 紀州採薬紀

8252 シキシノブ まつかぜらん 牟婁 和歌山縣方言（其二）

8253 ジゴケ びろうどごけ 牟婁 和歌山縣方言（其二）

8254 ジネンゴ ちゃひきくさ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

8255 シヤコグサ きれんげ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

8256 ショウトウリ づみ 野州 紀州採薬紀

8257 シラシデ さはしば 鳥井峠 紀州採薬紀

8258 シラハシノキ ほんうり 岩坂邊 紀州採薬紀

8259 シラハシノキ やまかえで 日高郡 和歌山縣方言（其二）

8260 ズバイモモ つばきもも 東牟婁郡色川 和歌山県植物方言集

8261 たうゆぎ やはず 牟婁 和歌山縣方言（其二）

8262 タカノクサ ちりちり 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

8263 タグリイチゴ かしわ 市江阿瀧～周参見 紀州採薬紀

8264 たずのき やまきり 牟婁 和歌山縣方言（其二）

8265 タチビャクシン さつますぎ 新宮市 和歌山県植物方言集

8266 タデノウミコンロンソウ ひろはこんろんそう 伊都・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

8267 チクラン ほうきらん 大嶋 紀州採薬紀

8268 チシオガイ はんりう 黒嶋 紀州採薬紀

8269 ツタマメ のまめ 西牟婁 和歌山縣方言

8270 づばい桃 ずんばい 和歌山県 和歌山方言集

8271 ツルアマチャ 葉甘草 牟婁 和歌山縣方言（其二）

8272 てはじきつつじ てはんじき 真妻 和歌山縣方言（其二）

8273 ときはかがみ ときはのかがいも 牟婁 和歌山縣方言（其二）

8274 ナツユキ こしき 上三栖、妙法山周辺 紀州採薬紀

8275 ななしのき ななしのき 請川～本宮 紀州採薬紀
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8276 ナベカウジ くろきばら 宮腰 紀州採薬紀

8277 ナベカウジ くろつばら 宮腰 紀州採薬紀

8278 ナベカウジ とりとまらず 岩坂邊 紀州採薬紀

8279 ニベノキ とろろのき 岩坂邊 紀州採薬紀

8280 ニベノキ のりのき 岩坂邊 紀州採薬紀

8281 ねじれやぎ ねじかずら 西牟婁 和歌山縣方言

8282 はくま かさな 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

8283 ハコムギ まさなくさ 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

8284 ババノキ やまさぶらう 牟婁田辺 和歌山縣方言（其二）

8285 ハマサクラソウ 花葉草 牟婁 和歌山縣方言（其二）

8286 ハマヨモギ ふくど 和歌山市・海草・有田・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

8287 パリパリウツギ ぱりぱりうつぎ 八鬼山～尾鷲浦 紀州採薬紀

8288 びはば柏 ちぢみばべ 東牟婁 和歌山縣方言

8289 ヒメナルコスゲ かすがすえ 伊都・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

8290 ヒロメ あんとくめ 西牟婁郡白浜－瀬戸鉛山 和歌山県植物方言集

8291 ビワバガシ ちじみばべ 新宮市 和歌山県植物方言集

8292 フスマウツギ しろうつぎ 岩坂邊 紀州採薬紀

8293 ホソバセントウソウ みやませんとうそう 西牟婁 和歌山縣方言

8294 ホタルイモドキ ほそほたるい 西牟婁 和歌山縣方言

8295 ホタルグサ ほたるぐさ 花園村 紀伊植物誌 II

8296 ほんぐさ ひついただき 牟婁 和歌山縣方言（其二）

8297 マカンバ かははお 紀伊 和歌山縣方言（其二）

8298 マツノヤドリギ からすのつぎき 牟婁 和歌山縣方言（其二）

8299 マメフジ あずきな 牟婁の深山 和歌山縣方言（其二）

8300 マメフジ あずきな 彩ノ本～長嶋 紀州採薬紀

8301 マメフジ すまめつと 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

8302 マメフジ つきだしのき 牟婁 和歌山縣方言（其二）

8303 マメフジ まめつと 大嶌 紀州採薬紀

8304 マヤサンコンギク よめな 東牟婁郡北山村大沼 紀伊植物誌１

8305 マルバハイノキ まるばくろばい 西牟婁 和歌山縣方言

8306 ミススイモ みすすい 日高 和歌山縣方言

8307 ミズタマ にくな 牟婁の山中に 和歌山縣方言（其二）

8308 ミゾウルシ いつもくさ 鬼ヶ窟 紀州採薬紀

8309 ミゾウルシ とりかぎさう 鬼ヶ窟 紀州採薬紀

8310 ミノカズラ にしきさう 熊野坂松原 熊野物産初志

8311 ミヤマハハコ かはらよもぎ 鳥井峠 紀州採薬紀

8312 ミヤマハハコ ちちば 鳥井峠 紀州採薬紀

8313 ムギノクロホ くろへ 伊都地方 紀伊植物誌 II

8314 ムギノクロホ くろほ 伊都地方 紀伊植物誌 II

8315 ムマノアシガタ おらんださう 鳥井峠 紀州採薬紀

8316 メクサ じょろてん 日高郡三尾 和歌山県植物方言集

8317 ヤハラソウ もめんずる 伊都 和歌山縣方言

8318 ヤブリンゴ こでのき 津橋村 紀州採薬紀

8319 ヤブリンゴ こなし 鳥井峠 紀州採薬紀

8320 ヤマカブス やまかぶす 江須崎 紀州採薬紀

8321 ヤマデマリ よそぞめ 岩坂邊 紀州採薬紀

8322 ヤマノカミノショウベン やまのかみのしょうべん 妙法山周辺 紀州採薬紀

8323 リウトウサウ くはがらな 岩坂邊 紀州採薬紀

8324 ロウガ どくくさ ～上州阪本 紀州採薬紀

8325 ロウガ みつもと 宮腰 紀州採薬紀

8326 ロウガ よごいぐさ ～和田 紀州採薬紀

8327 黄花の栴檀草 きつねのはり 紀南 紀州の方言

8328 軍配書顔 はうちわかずら 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

8329 玄参 うすくさ 牟婁の深山 和歌山縣方言（其二）

8330 山燈心 しろうつぎ 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

8331 前胡 やまみつは 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）
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8332 草木瓜 しどみ 和歌山市・海草・那賀・有田 和歌山縣方言

8333 馬兜鈴 なんもく 牟婁の山中 和歌山縣方言（其二）

8334 姫たろ菖蒲 こめしょうぶ 東牟婁 和歌山縣方言

8335 姫地しばり いわにがな 西牟婁 和歌山縣方言

8336 泡盛菖蒲 あわもりそぅ 紀北、紀南 紀州の方言

8337 紋タチバナ おかたま 新宮 熊野物産初志

8338 芽 めえ 橋本 橋本の方言

8339 芽 めご 紀北、紀南 紀州の方言

8340 木の芽 めご 和田、内原 和歌山縣方言（其二）

8341 草木の先端 うれ 太地 熊野太地の伝承

8342 つぼみ ちちぼ 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

8343 つぼみ ちちぼ 西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

8344 つぼみ ちぼ 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

8345 つぼみ ちぼ 太地 熊野太地の伝承

8346 つぼみ ちょぼ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

8347 つぼみ ちょぼ 有田・東牟婁 和歌山縣方言

8348 つぼみ つぶ 和田、内原 和歌山縣方言（其二）

8349 つぼみ つぶ 日高 和歌山縣方言

8350 つぼみ つぼ 日高 和歌山縣方言

8351 つぼみ ぼた 野口、御坊、内原 和歌山縣方言（其二）

8352 つぼみ ぼた 日高 和歌山縣方言

8353 つぼみ ぼち 野口、御坊、内原 和歌山縣方言（其二）

8354 つぼみ ほんぼ 日高郡 和歌山縣方言（其二）

8355 つぼみ ももっぼ 海草郡 和歌山県植物方言集

8356 つぼみ ももつぼ 海草 和歌山縣方言

8357 穂 すず 日高郡 和歌山縣方言（其二）

8358 穂 すず 日高 和歌山縣方言

8359 穂 ほう 和歌山市 和歌山縣方言

8360 穂 ほお 橋本 橋本の方言

8361 果実 たま 日高郡 和歌山縣方言（其二）

8362 果実 もも 橋本 橋本の方言

8363 果物 くらもの 那賀 和歌山縣方言

8364 果物 もも 日高郡 和歌山縣方言（其二）

8365 果物 もも 紀北地方 和歌山縣方言（其一）

8366 実 もも 海草・那賀・有田・東牟婁 和歌山縣方言

8367 実、果実 もも 紀北、紀南 紀州の方言

8368 小さな果物 もも 和歌山県 和歌山方言集

8369 木の実 もも 那智、天満 那智地区方言集

8370 棘 もの 紀北 紀州の方言

8371 葉 しば 日高郡 和歌山縣方言（其二）

8372 葉 はぁ 紀北、紀南 紀州の方言

8373 葉 はあ 橋本 橋本の方言

8374 葉 はあ 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁

和歌山縣方言

8375 葉 はー 和歌山県 和歌山方言集

8376 葉 はね 紀南地方 和歌山縣方言（其二）

8377 葉 はね 紀南 紀州の方言

8378 葉 はね 古座地域 古座地域のはなしことば集

8379 葉 はね 太地 熊野太地の伝承

8380 葉 はね 奈良県吉野郡十津川村田戸 紀伊植物誌１

8381 木の葉 はね 那智、天満 那智地区方言集

8382 木の葉一枚 はね 那智勝浦町大字浦神 ごうしゃれませ

8383 落葉 すくど 和歌山市・那賀・伊都 和歌山縣方言

8384 枯落葉 ずくろ 海草・有田 和歌山縣方言

8385 根 ねえ 橋本 橋本の方言

8386 木の株、根株 かぶった 和歌山県 和歌山方言集
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8387 木 きい 和歌山市・海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁

和歌山縣方言

8388 草 しば 日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

8389 茨 さかばり 紀南 紀州の方言

8390 鋭いとげを持つ低木 たら 紀南 紀伊植物誌 II

8391 菜 なぁ 紀北、紀南 紀州の方言

8392 菜 なあ 橋本 橋本の方言

8393 菜 なあ 海草・那賀・有田・日高・西牟婁・東牟婁 和歌山縣方言

8394 柴 よぞろ 有田・日高・西牟婁 和歌山縣方言

8395 森 もりさん 那賀 和歌山縣方言

コード
番号 名　　称 方　　言 分 布 地 域 文　　　献
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【ア】

アオカラムシ .................5985
アオキ ............................2413
アオギリ ........................2753
アオダモ ........................1661
アオツヅラフジ .............5148
アオネカズラ ...................431
アオノクマタケラン ......6876
アオノリ..............................4
アオハダ ........................3034
アオベンケイ .................4804
アオミドロ ..........................5
アカガシ ........................6388
アカザ ............................5632
アカザ類 ........................5636
アカシデ ........................6673
アカショウマ .................4597
アカソ ............................5986
アカネ ............................1553
アカマツ ..........................451
アカメガシワ .................3519
アカメヤナギ .................6745
アキカラマツ .................5331
アキグミ ........................2690
アギナシ ........................8204
アキニレ ........................6321
アキノウナギツカミ ......5753
アキノキリンソウ............978
アキノタムラソウ ..........1412
アキノノゲシ ...................903
アキメヒシバ .................7136
アケビ ............................5164
アコウ ............................6139
アサクサノリ.....................71
アサダ ............................6713
アサマリンドウ .............1609
アザミ属 ..........................758
アザミ類 ..........................759
アザミ類？ ......................762
アシタバ ........................2237
アシボソ ........................7290
アズキナシ.....................4539
アスナロ ..........................592
アズマギク ......................826
アゼガヤツリ .................6913
アゼテンツキ .................6963
アゼトウナ ......................794
アセビ ............................1946
アブノメ ........................1252
アブラガヤ.....................6971
アブラギク ......................803
アブラギリ.....................3501
アブラススキ .................7172
アブラチャン .................5393
アブラナ ........................4833
アベマキ ........................6402
アマヅル ........................2838
アマドコロ.....................8080
アマナ ............................7914

アマノリ ............................75
アマモ ............................8197
アメリカセンダングサ ....718
アメリカナデシコ ..........5647
アラカシ ........................6405
アラメ ...............................18
アリタソウ.....................5627
アリドウシ.....................1493
アリドオシ.....................1496
アレチノギク ...................783
アロエ ............................7912
アワガエリ.....................7346
アワブキ ........................3179

【イ】

イ ...................................7567
イイギリ ........................2673
イケマ ............................1578
イシカグマ ......................336
イシゲ ...............................29
イシモチソウ .................4940
イズセンリョウ .............1856
イスノキ ........................4826
イズハハコ ......................786
イソギク ..........................804
イソノキ ........................2950
イタチササゲ .................3926
イタドリ ........................5791
イタビカズラ .................6156
イタヤカエデ .................3211
イチイ..............................619
イチイガシ.....................6432
イチゴ ............................4147
イチゴ類 ........................4152
イチビ ............................2758
イチョウ ..........................447
イチリンソウ .................5257
イナカギク ......................703
イヌエンジュ .................3951
イヌガシ ........................5458
イヌガヤ ..........................620
イヌガンソク ...................401
イヌゴマ ........................1418
イヌザクラ.....................4245
イヌザンショウ .............3434
イヌシデ ........................6693
イヌスギナ ......................179
イヌタデ ........................5754
イヌツゲ ........................3043
イヌドクサ ......................180
イヌノフグリ .................1257
イヌノフグリ属 .............1259
イヌハギ ........................3928
イヌビエ ........................7177
イヌビエ、タイヌビエ...7180
イヌビユ ........................5598
イヌビワ ........................6160
イヌビワの雌 .................6274
イヌビワの雄 .................6276

イヌブナ ........................6379
イヌマキ ..........................598
イヌヤマハッカ .............1408
イヌワラビ ......................396
イネ ...............................7311
イネの苗 ........................7315
イネの穂軸.....................7316
イノコズチ.....................5571
イノデ..............................388
イノデ類 ..........................390
イノモトソウ ...................362
イボクサ ........................7559
イボタノキ.....................1675
イヨカズラ.....................1581
イロハカエデ .................3221
イワオモダカ ...................436
イワガラミ.....................4803
イワギボウシ .................7978
イワギリソウ .................1250
イワタバコ.....................1235
イワナシ ........................1883
イワナンテン .................1885
イワヒトデ ......................402
イワヒバ ..........................161
イワレンゲ.....................4806
インゲンマメ .................3976

【ウ】

ウイキョウ.....................2276
ウエマツソウ .................8196
ウキクサ ........................6980
ウグイスカグラ .............1116
ウコンバナ.....................1201
ウシクグ ........................6915
ウシハコベ.....................5651
ウスゲスズ.....................7465
ウスノキ ........................2110
ウスベニニガナ ...............823
ウズラマメ.....................3993
ウダイカンバ .................6629
ウツギ ............................4600
ウツギ類 ........................4649
ウツボグサ.....................1385
ウド ...............................2315
ウドカズラ.....................2797
ウバメガシ.....................6442
ウバユリ ........................7929
ウマゴヤシ.....................3966
ウマノアシガタ .............5306
ウマノミツバ .................2300
ウミウチワ ..........................9
ウミヒルモ.....................8200
ウメ ...............................4253
ウメの実 ........................4257
ウメバチソウ .................4776
ウメモドキ.....................3087
ウラシマソウ .................6995
ウラジロ ..........................263
ウラジロイチゴ .............4378

ウラジロガシ .................6499
ウラジロノキ .................4541
ウリカエデ.....................3227
ウリカワ ........................8205
ウリクサ ........................1255
ウリノキ ........................2480
ウリハダカエデ .............3242
ウルシ ............................3282
ウワバミソウ .................6079
ウワミズザクラ .............4258
ウンシュウミカン ..........3359
ウンゼンツツジ .............2011
ウンゼンツツジ？ ..........2024

【エ】

エゴノキ ........................1759
エゴマ ............................1369
エゾエノキ.....................6307
エゾギク ..........................739
エゾノギシギシ .............5912
エノキ ............................6308
エノキグサ.....................3500
エノコログサ .................7466
エノコログサ類 .............7476
エビガライチゴ .............4379
エビスグサ.....................3836
エビヅル ........................2846
エビネ ............................6806
エンコウカエデ .............3255
エンザンスミレ .............2637
エンドウ ........................3996
エンドウマメ .................3998
エンバク ........................7100

【オ】

オオアレチノギク............787
オオアワガエリ .............7347
オオイヌタデ .................5760
オオガラシ.....................4851
オオキジノオ ...................238
オオクマヤナギ .............2909
オオズミ ........................4166
オオタニワタリ ...............367
オオツクバネガシ ..........6609
オオデマリ.....................1145
オオバコ ........................1210
オオバジャノヒゲ ..........8050
オオハナワラビ ...............226
オオバヤシャブシ ..........6611
オオマツヨイグサ ..........2486
オオムギ ........................7206
オオモミジ.....................3266
オオヤマハコベ .............5664
オカオグルマ ...................968
オガタマノキ .................5564
オカトラノオ .................1825
オカメザサ.....................7485
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オガラバナ.....................3267
オガルカヤ.....................7132
オキナグサ.....................5304
オグルマ ..........................877
オシャグジデンダ............434
オシロイバナ .................5732
オタカラコウ ...................916
オタフクマメ .................4058
オトギリソウ .................4941
オトコエシ.....................1090
オトコヨウゾメ .............1146
オドリコソウ .................1338
オニイタヤ.....................3270
オニクサ ............................44
オニグルミ.....................6765
オニシバリ.....................2728
オニスゲ ........................6888
オニタビラコ .................1024
オニドコロ.....................7644
オニノヤガラ .................6864
オニヤブソテツ ...............383
オニヤブマオ .................5989
オニユリ ........................8011
オノマンネングサ ..........4811
オバクサ ............................54
オヒシバ ........................7191
オヒョウ ........................6331
オミナエシ.....................1101
オモダカ ........................8214
オモト ............................8082
オランダイチゴ .............4154

【カ】

カイザイク ......................659
カイナンサラサドウダン ...1879
カエデ .........................3270-1
カエデドコロ .................7651
カエデ科sp. ................3279-1
カエデ属の種子 ..........3279-2
カエデ類 ........................3280
カガシラ ........................6979
カカツガユ.....................6294
カキ ...............................1798
カギカズラ.....................1556
カキドオシ.....................1334
カキの一種.....................1805
カキの一種、山柿 ..........1813
ガクウツギ.....................4667
カクレミノ.....................2349
カゴノキ ........................5428
カジイチゴ.....................4384
カジノキ ........................6083
カジメ ...............................13
ガジュマル.....................6283
カシ類 ............................6510
カシ類？ ........................6511
カズノコグサ .................7107
カゼクサ ........................7205
カセンソウ ......................878

カタバミ ........................3684
カタヒバ ..........................178
カツラ ............................5333
カツラギグミ .................2700
カナクギノキ .................5397
カナムグラ.....................6291
カナメモチ.....................4167
カニクサ ..........................313
カニバサボテン .............5566
カノコソウ.....................1111
カノコユリ.....................8019
カブ ...............................4836
カボチャ ........................2542
ガマズミ ........................1148
カマツカ ........................4190
カマツカ類.....................4244
カモガシラノリ .................70
カモジグサ.....................7075
カモノハシ.....................7279
カヤ .................................646
カヤツリグサ .................6916
カヤツリグサ類 .............6922
カヤモノリ ........................28
カヤラン ........................6868
カラシナ ........................4840
カラスウリ.....................2573
カラスウリの果実 ..........2581
カラスザンショウ ..........3439
カラスノエンドウ ..........4059
カラスビシャク .............7046
カラスムギ.....................7101
カラタチ ........................3418
カラタチバナ .................1837
カラハナソウ .................6293
カラマツ ..........................450
カラムシ ........................5991
カラムシ類.....................6033
カリガネソウ .................1432
カリマタガヤ .................7171
カワチブシ.....................5254
カワヤナギ.....................6748
カワラケツメイ .............3843
カワラナデシコ .............5649
カワラハンノキ .............6613
カワラボウフウ .............2299
カワラヨモギ ...................675
カンアオイ類 .................5114
カンガレイ.....................6973
ガンクビソウ類？............745
カンコノキ.....................3513
カンサイタンポポ ..........1014
柑子 ...............................3404
柑子みかん.....................3405
カンスゲ ........................6889
カンゾウ ........................3906
ガンピ ............................2743
カンボク ........................1178

【キ】

キイシモツケ .................4565
キイジョウロウホトトギス ....8189
キイセンニンソウ ..........5264
キイチゴ ........................4386
キカシグサ.....................2519
キカラスウリ .................2583
キガンピ ........................2751
キキョウ ........................1086
キクタニギク ...................807
キクバドコロ .................7653
キクムグラ.....................1509
キササゲ ........................6761
ギシギシ ........................5918
キジノオシダ ...................239
キシュウスズメノヒエ...7321
キシュウミカン .............3360
キジョラン.....................1583
キヅタ ............................2383
キツネアザミ ...................873
キツネノボタン .............5313
キツネノマゴ .................1251
キツネヤナギ .................6750
キツリフネ.....................3162
キヌクサ ............................45
キヌヤナギ.....................6752
キハギ ............................3929
キハギ、ツクシハギ ......3933
キハダ ............................3415
キビ ...............................7317
キブシ ............................2603
キブシ、ハチジョウキブシ .....2636
ギボウシ ........................7983
ギボウシ属.....................7988
ギボウシ類.....................7994
キュウリ ........................2532
キュウリグサ .................1467
キュウリの未熟果 ..........2534
ギョウギシバ .................7135
キョウチクトウ .............1590
キョウナ ........................4844
キランソウ.....................1326
キリンソウ.....................4819
キンエノコロ .................7482
キンカン ........................3409
キンギンボク .................1121
キンセンカ ......................737
ギンバイソウ .................4599
キンミズヒキ .................4110
キンモクセイ .................1692
ギンリョウソウ .............2186
ギンレイカ.....................1829

【ク】

クグ ...............................6925
クグガヤツリ .................6926
クコ ...............................1275

クサアジサイ .................4598
クサイチゴ.....................4405
クサギ ............................1435
クサキョウチクトウ ......1492
クサツゲ ........................2957
クサネム ........................3733
クサノオウ.....................4891
クサヨシ ........................7344
クジャクシダ ...................352
クズ ...............................4002
クスドイゲ.....................2687
クスノキ ........................5354
クチナシ ........................1517
クヌギ ............................6512
クヌギの実.....................6522
クネンボ ........................3361
クマイチゴ.....................4422
クマガイソウ .................6842
クマザサ ........................7455
クマシデ ........................6704
クマノミズキ .................2446
クマヤナギ.....................2912
クマワラビ ......................385
クララ ............................4048
クリ ...............................6348
クロガネモチ .................3089
クログワイ.....................6953
クロソヨゴ.....................3104
クロチク ........................7366
クロバイ ........................1728
クロバイ？.....................1733
クロホシクサ .................7522
クロマツ ..........................463
クロメ ...............................16
クロモジ ........................5400
クロモジの一種 .............5409
クワ ...............................6297
クワイ ............................8219
クワクサ ........................6130

【ケ】

ケイトウ ........................5615
ケイヌビエ.....................7181
ケイビラン.....................7873
ケグワ ............................6300
ケケンポナシ .................2920
ゲジゲジシダ ...................392
ケネザサ ........................7398
ケマンソウ.....................4899
ケヤキ ............................6336
ゲンゲ ............................3802
ゲンノショウコ .............3638
ケンポナシ.....................2933
ケンポナシの肉質枝及び果実 .....2946
ケンポナシ類？ .............2947
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【コ】

コアカソ ........................6034
コアジサイ.....................4677
コアジザイ.....................4687
コアマモ ........................8199
荒神様にささげる松の切り枝 ....506
コウゾ ............................6096
コウゾリナ ......................967
コウボウムギ .................6902
コウホネ ........................5145
コウメ ............................4263
コウヤグミ.....................2703
コウヤボウキ ...................919
コウヤマキ ......................534
コウヤミズキ .................4824
コウヨウザン ...................533
コオニユリ.....................8021
コガクウツギ .................4688
コカンスゲ.....................6905
コガンピ ........................2752
ゴキヅル ........................2524
ゴキヅルの一種 .............2526
コクサギ ........................3414
コクチナシ.....................1528
コゴメウツギ .................4594
コゴメガヤツリ .............6927
コシアブラ.....................2305
コジイ ............................6350
コシダ..............................241
ゴシュユ ........................3406
コショウノキ .................2729
コスモス ..........................793
コツクバネ.....................1113
コツクバネウツギ ..........1115
コデマリ ........................4575
コナギ ............................7628
コナスビ ........................1830
コナラ ............................6524
コノテガシワ ...................581
コハウチワカエデ ..........3271
コハコベ ........................5666
コバノガマズミ .............1180
コバノタツナミ .............1415
コバノミツバツツジ ......2025
コバンノキ.....................3617
コバンモチ.....................2782
コヒルガオ.....................1468
コブシ ............................5545
コブナグサ.....................7097
ゴボウ..............................660
コマツナ ........................4846
コマツナギ.....................3909
コマユミ ........................2987
コミカンソウ .................3619
コミヤマガマズミ ..........1190
コムギ ............................7498
コメツガ ..........................521
コメノリ ............................38
コモチマンネングサ ......4821

ゴヨウマツ ......................473
コンギク ..........................706
ゴンズイ ........................2961
コンニャク.....................6990
コンブ ...............................21

【サ】

サイカチ ........................3889
サイハイラン .................6808
ザイフリボク .................4116
サカキ ............................4979
サカキカズラ .................1586
サギゴケ ........................1256
サクラ ............................4264
サクラ類 ........................4323
ザクロ ............................5725
ザクロソウ.....................5724
ササクサ ........................7281
ササゲ ............................4081
ササゲの一種 .................4087
ササユリ ........................8024
サザンカ ........................4955
サジガンクビソウ............746
サツキ ............................2036
サツマイモ.....................1481
サトイモ ........................7012
サトイモの茎 .................7039
サトイモの葉柄 .............7040
サトウキビ.....................7444
サトザクラ.....................4266
サナエタデ.....................5762
サネカズラ.....................5503
サフランモドキ .............7868
サボテン ........................5567
サボテン類.....................5570
ザボン ............................3365
サルオガセ ..........................1
サルオガセ属 ......................3
サルスベリ.....................2507
サルトリイバラ .............8093
サルトリイバラの実 ......8178
サルトリイバラの葉 ......8180
サルトリイバラの葉 ......8182
サルナシ ........................5091
サワグルミ.....................6784
サワフタギ.....................1734
サワラ..............................543
サンカクヅル .................2888
サンカクヅルの果実 ......2897
サンカクヅルの茎葉 ......2899
サンザシ ........................4122
サンショウ.....................3458
サンポウカン .................3366

【シ】

シオジ ............................1666
シオデ ............................8184

シカガクレユリ .............8195
シキミ ............................5469
シケシダ ..........................399
シシウド ........................2240
シシガシラ ......................369
ジシバリ ..........................880
シソ ...............................1372
シダ .................................443
シチトウ ........................6933
シチョウゲ.....................1534
シナノキ ........................2777
シノブ..............................351
シマオオギ ........................10
シマサルナシ .................5100
シマスズメノヒエ ..........7326
シャガ ............................7606
ジャガイモ.....................1299
シャクナゲ.....................2039
ジャケツイバラ .............3817
シャシャンボ .................2113
ジャノヒゲ.....................8053
ジャノヒゲの実 .............8075
シャラノキ.....................5055
シャリンバイ .................4333
ジュート ........................2776
シュウメイギク .............5258
ジュスダマ.....................7120
ジュズダマ.....................7122
ジュズネノキ .................1504
シュロ ............................7065
シュンギク ......................749
ジュンサイ.....................5144
シュンラン.....................6809
ショウブ ........................6981
シラカシ ........................6558
シラカンバ.....................2918
シラキ ............................3629
シラタマカズラ .............1552
シラネセンキュウ ..........2250
シラモ ...............................35
シラヤマギク ...................707
シラン ............................6796
シリブカガシ .................6352
シロカネソウ .................5299
シロダモ ........................5460
シロツメクサ .................4050
シロツメグサ .................4055
シロバナウンゼンツツジ ...2040
シロムシヨケギク............757
シロモジ ........................5410
ジンチョウゲ .................2731

【ス】

スイカズラ.....................1123
スイカの小さな実 ..........2531
スイナ ............................4738
ズイナ ............................4739
スイバ ............................5947
スイバ、ギシギシ ..........5964

スイリユウヒバ ...............544
スギ .................................531
杉、檜以外の針葉樹 ........651
スギナ..............................182
スグリ ............................4781
ススキ ............................7292
スズタケ ........................7458
スズメノカタビラ ..........7429
スズメノテッポウ ..........7089
スズメノヒエ .................7327
スズメノヤリ .................7586
スズラン ........................7965
スダジイ ........................6356
スノキ ............................2147
スハマソウ.....................5303
スベリヒユ.....................5679
スミレ ............................2639
スミレ類 ........................2660

【セ】

セイヨウバラ .................4344
セキショウ.....................6983
セッコク ........................6846
ゼニアオイ.....................2774
ゼニゴケ ............................82
ゼラニウム.....................3682
セリ ...............................2293
センダン ........................3345
センダングサ ...................719
センダングサsp. ..............726
センナリホオズキ ..........1292
センニチコウ .................5625
センニチソウ .................5267
センニンソウ .................5274
センブリ ........................1651
センボンギク ...................710
ゼンマイ ..........................230
センリョウ.....................5117

【ソ】

藻類 ...................................80
ソクズ ............................1135
ソテツ..............................446
ソヨゴ ............................3110
ソラマメ ........................4063

【タ】

ダイオウ ........................5908
ダイコン ........................4869
ダイコン、カブの間引き菜...4890
ダイコン、赤ダイコン...4887
ダイコンソウ .................4157
ダイコンの一種 .............4889
ダイコンの葉 .................4888
タイサイ ........................4849
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タイサンボク .................5547
ダイズ ............................3890
ダイダイ ........................3367
タイトゴメ.....................4823
タイヌビエ.....................7183
タイミンタチバナ ..........1857
タウコギ ..........................729
タカサブロウ ...................820
タカナ ............................4850
タカノツメ.....................2359
タケニグサ.....................4902
タケノコ ........................7517
タチアオイ.....................2759
タチツボスミレ .............2655
タチバナの実 .................3378
タツナミソウ .................1417
タデ科一般.....................5965
タニウツギ.....................1205
タバコ ............................1284
タブノキ ........................5444
タマガヤツリ .................6936
タマスダレ.....................7870
タマネギ ........................7876
タマミズキ.....................3136
タムシバ ........................5548
ダムシバ ........................5553
タラノキ ........................2317
タラヨウ ........................3143
ダリア..............................795
ダンコウバイ .................5420
ダンチク ........................7098
ダンドボロギク ...............824
タンナサワフタギ ..........1739
タンバノリ ........................40
タンポポ ........................1020

【チ】

チガヤ ............................7208
チガヤの花.....................7275
チガヤの根.....................7270
チカラシバ.....................7336
チグサ ............................7345
チシャノキ.....................1453
チヂミザサ.....................7307
チドメグサ.....................2280
チドメグサ及び近縁種...2286
チドメグサ類 .................2287
チドリノキ.....................3275
チャガヤツリ .................6939
チャノキ ........................4957
チャンチン.....................3343
チョウジソウ .................1585
チョウジタデ .................2484
チョウセンアサガオ ......1274
チョウセンガリヤス ......7119
チョウセンマキ ...............650

【ツ】

ツガ .................................523
ツキ ...............................6347
ツキミソウ.....................2491
ツクシシャクナゲ ..........2041
ツクネイモ.....................7654
ツクバネガシ .................6578
ツゲ ...............................2958
ツゲモチ ........................3150
ツタ ...............................2821
ツタ？ ............................2837
ツタウルシ.....................3284
ツチアケビ.....................6848
ツツジ ............................2042
ツツジ類 ........................2048
ツヅラフジ.....................5154
ツノハシバミ .................6710
ツノマタ ............................36
ツバキ ............................4967
ツバキの果実 .................4969
ツバキの実.....................4970
ツブラジイ.....................6366
ツボクサ ........................2254
ツメクサ ........................5655
ツメレンゲ.....................4807
ツユクサ ........................7524
ツリガネツツジ .............1944
ツリガネニンジン ..........1045
ツリバナ ........................2991
ツリフネソウ .................3168
ツルアジサイ .................4702
ツルウメモドキ .............2981
ツルカノコソウ .............1112
ツルグミ ........................2705
ツルナ ............................5720
ツルボ ............................8085
ツルマサキ.....................2999
ツルミヤマシキミ ..........3425
ツルヨシ ........................7348
ツルリンドウ .................1657
ツルレイシ.....................2567
ツワブキ ..........................833

【テ】

テイカカズラ .................1592
テイショウソウ ...............656
テキリスゲ.....................6907
テッポウユリ .................8044
テリハノイバラ .............4345
テングサ ............................56
テングサ？ ........................67
テングサ類 ........................69
テンダイウヤク .............5425
テンナンショウ .............6998
テンナンショウ類 ..........7002
テンニンソウ .................1351

【ト】

トウガラシ.....................1260
トウガラシ、特に鷹の爪 ...1272
トウガン ........................2527
トウキンセン ...................738
トウダイグサ .................3505
トウノイモ.....................7045
トウバナ ........................1330
トウモロコシ .................7499
トガサワラ ......................507
トキワガキ.....................1814
トキンソウ ......................748
トクサ..............................225
ドクダミ ........................5119
トコロ類 ........................7655
トサノミツバツツジ ......2054
トチカガミ.....................8202
トチノキ ........................3194
トチノキの果実 .............3200
トチバニンジン .............2403
トネリコ ........................1669
トベラ ............................4596
トマト ............................1279
トリカブト.....................5256
トロロアオイ .................2756
ドングリ（実）...............6610
トンボソウ.....................6875

【ナ】

ナガバキイチゴ .............4433
ナガバノコウヤボウキ ....951
ナガバモミジイチゴ ......4434
ナガバヤブマオ .............6068
ナギ .................................609
ナギイカダ.....................8083
ナギナタコウジュ ..........1332
ナギの果実 ......................616
ナシ ...............................4324
ナス ...............................1317
ナズナ ............................4855
ナタマメ ........................3833
ナツエビネ.....................6807
ナツダイダイ .................3380
ナツハゼ ........................2165
ナツフジ ........................3967
ナツメ ............................2954
ナデシコ ........................5650
ナナカマド.....................4559
ナナミノキ.....................3151
ナミノハナ ........................37
ナラ ...............................6591
ナワシロイチゴ .............4446
ナワシログミ .................2716
ナンキンナナカマド ......4560
ナンテン ........................5233
ナンテンハギ .................4079
ナンバンハコベ .............5645

【ニ】

ニガイチゴ.....................4457
ニガカシュウ .................7657
ニガキ ............................3353
ニガナ..............................888
ニシキギ ........................3003
ニシキソウ.....................3506
ニシキハギ.....................3934
ニッケイ ........................5356
ニッケイの皮 .................5366
ニッポンタチバナ ..........3385
ニラ ...............................7878
ニレ ...............................6332
ニワウメ ........................4267
ニワゼキショウ .............7625
ニワトコ ........................1138
ニワフジ ........................3912
ニンジン ........................2262

【ヌ】

ヌカキビ ........................7319
ヌカボシクリハラン ........430
ヌスビトハギ .................3860
ヌスビトハギ類 .............3869
ヌマダイコン ...................654
ヌルデ ............................3286

【ネ】

ネーブル ........................3386
ネギ ...............................7881
ネコヤナギ.....................6754
ネザサ ............................7399
ネジキ ............................1890
ネジバナ ........................6870
ネズコ..............................590
ネズミサシ ......................550
ネズミサシ？ ...................572
ネズミノオ.....................7497
ネズミモチ.....................1677
ネナシカズラ .................1479
ネムノキ ........................3735

【ノ】

ノアザミ ..........................763
ノアズキ ........................3877
ノイバラ ........................4354
ノイバラ、テリハノイバラなど ...4364
ノキシノブ ......................422
ノギラン ........................8047
ノグルミ ........................6773
ノゲイトウ.....................5624
ノゲシ..............................981
ノコンギク ......................712
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ノダケ ............................2253
ノチドメ ........................2288
ノハラアザミ ...................770
ノビエ ............................7186
ノビル ............................7893
ノブキ..............................653
ノブドウ ........................2799
ノボロギク ......................972
ノミノフスマ .................5667
ノリウツギ.....................4704

【ハ】

バイカアマチャ .............4778
バイカウツギ .................4777
バイカオウレン .............5295
バイカツツジ .................2055
バイケイソウ .................8194
ハイヌメリグサ .............7454
ハイノキ ........................1750
ハイホラゴケ ...................334
ハエドクソウ .................1230
ハカマカズラ .................3814
ハギ ...............................3935
ハクウンボク .................1797
バクチノキ.....................4271
ハクチョウゲ .................1554
ハグルマ ..........................879
ハゲイトウ.....................5605
ハコネウツギ .................1206
ハコネシダ ......................356
ハコネシダ、箱根草 ........358
ハコベ ............................5669
ハスノハカズラ .............5160
ハスの根 ........................5141
ハゼ ...............................3311
ハゼノキ ........................3314
ハダカホオズキ .............1324
ハダカムギ.....................7207
ハチク ............................7369
ハトムギ ........................7131
ハナイカダ.....................2434
ハナカタバミ .................3721
ハナタデ ........................5764
ハナフノリ ........................39
ハナミョウガ .................6879
ハネミイヌエンジュ ......3962
ハハコグサ ......................847
ハバノリ ............................27
ハバヤマボクチ .............1001
ハブソウ ........................3851
ハマアオスゲ .................6909
ハマアザミ ......................772
ハマウツボ.....................1234
ハマオモト.....................7686
ハマクサギ.....................1444
ハマゴウ ........................1447
ハマゴウの果実 .............1452
ハマスゲ ........................6941
ハマナタマメ .................3834

ハマナツメ.....................2948
ハマニガナ ......................889
ハマヒサカキ .................4986
ハマビシ ........................3637
ハマヒルガオ .................1472
ハマベンケイソウ ..........1466
ハマボウ ........................2761
ハマボウフウ .................2278
バラ ...............................4366
ハラン ............................7921
ハリエンジュ .................4045
ハリギリ ........................2385
バリバリノキ .................5443
ハルシャギク ...................790
ハルタデ ........................5768
ハルニレ ........................6335
ハンゲショウ .................5136
ハンゴンソウ ...................973
ハンノキ ........................6615

【ヒ】

ヒイラギ ........................1693
ヒイラギの葉 .................1723
ヒエ ...............................7188
ヒエンソウ.....................5298
ヒエ類 ............................7190
ヒオウギ ........................7592
ヒカゲツツジ .................2056
ヒカゲノカズラ .................90
ヒガンバナ.....................7689
ヒガンパナ.....................7866
ヒガンバナの葉 .............7867
ヒキオコシ.....................1409
ヒギリ ............................1443
ヒゴクサ ........................6910
ヒコサンヒメシャラ ......5061
ヒゴスミレ.....................2657
ヒサカキ ........................4997
ヒシ ...............................2505
ビジョザクラ .................1445
ヒツジグサ.....................5146
ヒデリコ ........................6966
ヒトツバ ..........................438
ヒトツバハギ .................3636
ヒナウチワカエデ ..........3276
ヒナガヤツリ .................6948
ヒナギキョウ .................1087
ヒナタイノコズチ ..........5595
ヒノキ..............................545
ヒノキシダ ......................368
ヒノキの葉 ......................547
ヒノキバヤドリギ ..........5966
ヒバマタ..............................6
ヒマ ...............................3627
ヒマワリ ..........................870
ヒムロ..............................548
ヒメイタビ.....................6284
ヒメウラジロ ...................361
ヒメカンスゲ .................6911

ヒメクグ ........................6949
ヒメコバンソウ .............7108
ヒメジソ ........................1368
ヒメシャラ.....................5065
ヒメジョオン ...................995
ヒメシロネ.....................1366
ヒメチドメ.....................2290
ヒメツゲ ........................2959
ヒメドコロ.....................7663
ヒメノキシノブ ...............429
ヒメノボタン .................2501
ヒメハシゴシダ ...............393
ヒメハッカ.....................1367
ヒメヒオウギズイセン...7604
ヒメムカシヨモギ............827
ヒメヤシャブシ .............6621
ヒメユズリハ .................3471
ヒメワラビ ......................394
ヒモサボテン .................5565
ビャクシン ......................577
ヒャクニチソウ .............1037
ヒユ ...............................5606
ヒョウタン.....................2560
ビヨウヤナギ .................4952
ヒヨドリジョウゴ ..........1323
ヒラクサ ............................41
ヒルガオ ........................1474
ビワ ...............................4138
ヒンジガヤツリ .............6970

【フ】

フウトウカズラ .............5118
フウロソウ.....................3675
フキ .................................952
フクロフノリ.....................24
フサザクラ.....................5334
フサモ ............................2482
フジ ...............................4098
フジキ ............................3854
フジマメ ........................3919
フタエオオギ ......................8
フタバアオイ .................5112
フタリシズカ .................5115
フダンソウ.....................5628
フトイ ............................6975
ブドウ ............................2901
ブドウ類 ........................2905
ブナ ...............................6386
フユイチゴ.....................4468
フユザンショウ .............3469
フユノハナワラビ............227
フヨウ ............................2763

【ヘ】

ヘクソカズラ .................1536
ベニドウダン .................1881
ベニバナ ..........................747

ヘビイチゴ.....................4123
ヘビノボラズ .................5223

【ホ】

ホウキギ ........................5638
ホウキモロコシ .............7487
ホウセンカ.....................3172
ボウブラ ........................2559
ホウライチク .................7103
ホウロクイチゴ .............4508
ホオズキ ........................1298
ホオノキ ........................5555
ホガエリガヤ .................7118
ホシクサ ........................7523
ホシダ..............................395
ホソイ ............................7584
ホソバアキノノゲシ ........904
ホソバイヌビワ .............6287
ホソバコンギク ...............716
ホソバシケシダ ...............400
ホタルブクロ .................1055
ボタン ............................5111
ボタンヅル.....................5289
ホテイチク.....................7374
ホドイモ ........................3775
ホトケノザ.....................1339
ホトトギス.....................8190
ホラシノブ ......................347
ホルトノキ.....................2793
ホンシャクナゲ .............2059
ボントクタデ .................5770

【マ】

マクサ ...............................51
マクワウリ.....................2535
マコモ ............................7516
マサキ ............................3017
マダケ ............................7379
マタタビ ........................5102
マタデ ............................5771
マツ .................................477
マツカゼソウ .................3356
マツグミ ........................5967
松栂樅等 ..........................652
マツの枯落葉 ...................495
マツの実 ..........................478
マツの落葉 ......................496
マツバイ ........................6958
マツバギク.....................5719
マツバボタン .................5694
マツバラン ........................84
マツブサ ........................5535
マツムシソウ .................1088
マツモ ............................5140
マツヨイグサ .................2494
マネキグサ.....................1348
ママコノシリヌグイ ......5773
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マムシグサ類 .................7006
豆 ...................................4108
マメガキ ........................1818
マメダワラ ..........................7
マメヅタ ..........................406
マメヅタラン .................6803
マユミ ............................3031
マルキンカン .................3413
マルバアオダモ .............1672
マルバアカザ .................5637
マルバウツギ .................4653
マルバグミ.....................2726
マルバシャリンバイ ......4343
マルバチシャノキ ..........1458
マルバハギ.....................3936
マンネンスギ ...................155
マンリョウ.....................1840

【ミ】

ミカエリソウ .................1352
ミカン ............................3388
ミズ ...............................6082
ミズアオイ.....................7639
ミズガヤツリ .................6950
ミズキ ............................2461
ミズキカシグサ .............2523
ミズギボウシ .................8010
ミズスギ ..........................160
ミズナラ ........................6594
ミズヒキ ........................5738
ミズメ ............................6632
ミセバヤ ........................4805
ミゾカクシ.....................1078
ミゾコウジュ .................1419
ミゾソバ ........................5777
ミソナオシ.....................3870
ミソハギ ........................2508
ミチヤナギ.....................5789
ミツカン ........................3390
ミツデ ............................2410
ミツデウラボシ ...............405
ミツデカエデ .................3277
ミツバ ............................2257
ミツバアケビ .................5194
ミツバウツギ .................2973
ミツバツツジ類 .............2060
ミツモトソウ .................4189
ミドリハコベ .................5677
ミミズバイ.....................1751
ミミナグサ.....................5643
ミヤコイバラ .................4372
ミヤコグサ.....................3945
ミヤマイボタ .................1691
ミヤマウズラ .................6866
ミヤマガマズミ .............1191
ミヤマシキミ .................3432
ミヤマトベラ .................3878
ミヤマフユイチゴ ..........4516
ミヤマムギラン .............6804

ミョウガ ........................6885

【ム】

ムギラン ........................6805
ムクゲ ............................2765
ムクノキ ........................6301
ムクノキの実 .................6305
ムクロジ ........................3201
ムクロジの果実 .............3209
ムベ ...............................5212
ムラサキカタバミ ..........3722
ムラサキケマン .............4893
ムラサキシキブ .............1420
ムラサキタデ .................5787
ムラサキツメクサ ..........4056
ムラサキニガナ ...............905
ムロウテンナンショウ...7008

【メ】

メギ ...............................5225
メダケ ............................7403
メドハギ ........................3939
メナモミ ..........................974
メハジキ ........................1350
メヒシバ ........................7140
メヒシバ、コメヒシバ ......7165

【モ】

藻.......................................77
モウソウチク .................7390
モクセイ ........................1724
モクレン ........................5562
モズク ...............................30
モチツツジ.....................2066
モチノキ ........................3154
モッコク ........................5088
モミ .................................449
モミ・ツガ類 ...................530
モミジイチゴ .................4529
モミジガサ ......................732
モミジカラスウリ ..........2589
モモ ...............................4276
モモの一種.....................4279
モリアザミ ......................778
モロコシ ........................7488

【ヤ】

ヤエツバキ.....................4973
ヤエムグラ.....................1513
ヤクシソウ.....................1030
ヤグルマカエデ .............3278
椰子 ...............................7073
ヤシの種子.....................7074

ヤシャビシャク .............4782
ヤシャブシ.....................6626
ヤダケ ............................7430
ヤチダモ ........................1674
ヤツデ ............................2377
ヤツブサ ........................1273
ヤドリギ ........................5983
ヤナギイチゴ .................6073
ヤナギタデ.....................5788
ヤナギの一種 .................6759
ヤハズアジサイ .............4723
ヤハズソウ.....................3872
ヤブイバラ.....................4374
ヤブウツギ.....................1209
ヤブガラシ.....................2819
ヤブカンゾウ .................7966
ヤブコウジ.....................1844
ヤブジラミ.....................2301
ヤブツバキ.....................4975
ヤブデマリ.....................1198
ヤブニッケイ .................5367
ヤブニンジン .................2298
ヤブヘビイチゴ .............4136
ヤブマオ ........................6069
ヤブマメ ........................3774
ヤブミョウガ .................7561
ヤブムラサキ .................1422
ヤブムラサキ類 .............1430
ヤマアザミ ......................779
ヤマアジサイ .................4731
ヤマウルシ.....................3318
ヤマエンゴサク .............4895
ヤマオダマキ .................5263
ヤマカシュウ .................8186
ヤマキケマン .................4898
ヤマグルマ.....................5339
ヤマコウバシ .................5427
ヤマゴボウ.....................5734
ヤマザクラ.....................4280
ヤマジオウ.....................1349
ヤマスズメノヒエ ..........7591
ヤマソテツ ......................240
ヤマツツジ.....................2098
ヤマトミツデ .................2412
ヤマナシ ........................4325
ヤマナシの実？ .............4332
ヤマナラシ.....................6719
ヤマノイモ.....................7664
ヤマノイモ属 .................7684
ヤマハゼ ........................3334
ヤマハンノキ .................6628
ヤマビワ ........................3188
ヤマブキ ........................4159
ヤマフジ ........................4106
ヤマブドウ.....................2906
ヤマボウシ.....................2429
ヤマボクチ.....................1002
ヤマボクチ類 .................1009
ヤマモガシ.....................5984
ヤマモモ ........................6790
ヤマユリの花 .................8045

ヤマラッキョウ .............7907

【ユ】

ユウガオ ........................2566
ユーカリ ........................2502
ユウスゲ ........................7977
ユキノシタ.....................4791
ユキヤナギ.....................4580
ユクノキ ........................3855
ユズ ...............................3391
ユズの果実.....................3402
ユスラウメ.....................4286
ユズリハ ........................3480
ユノミネシダ ...................335
ユリのつぼみ .................8046

【ヨ】

ヨシ ...............................7355
ヨシノアザミ ...................780
ヨツバムグラ .................1516
ヨメナ..............................891
ヨメナ、ノコンギク ........902
ヨメノリ ............................81
ヨモギ..............................676

【ラ】

ラカンマキ ......................617
ラッカセイ.....................3785
ラッキョウ.....................7909

【リ】

リュウゼツサイ ...............908
リュウゼツラン .............7871
リュウノウギク ...............810
リュウビンタイ ...............229
リョウブ ........................2187
リョクトウ.....................4095
リンドウ ........................1620
リンドウsp. ...................1649
リンボク ........................4292

【ル】

ルコウソウ.....................1491
ルリミノキ.....................1532

【レ】

レタス..............................909
レンゲツツジ .................2105
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【ワ】

ワカメ ...............................11
ワラビ..............................337
ワラビ、ゼンマイ............445
ワレモコウ.....................4535
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【あ】

あいき.............................トネリコ ........................1669
あいたいちご ..................ニガイチゴ ....................4457
あいばな .........................サナエタデ ....................5762
.......................................ヤマアジサイ.................4731
あいろう .........................チョウジソウ.................1585
あおい.............................ゼニアオイ ....................2774
.......................................ゼラニウム ....................3682
.......................................タチアオイ ....................2759
あおかえで .....................ウリカエデ ....................3227
.......................................ウリハダカエデ .............3242
あおかごのき ..................カゴノキ ........................5428
あおかし .........................アラカシ ........................6405
あおがし .........................アラカシ ........................6406
.......................................ウラジロガシ.................6499
.......................................シラカシ ........................6558
あおき.............................アオキ ...........................2413
.......................................ウリカエデ ....................3230
.......................................クロガネモチ.................3089
.......................................ナナミノキ ....................3151
.......................................ヤブニッケイ.................5367
あおきしば .....................アオキ ...........................2415
あおきば .........................アオキ ...........................2417
あおげやき .....................ケヤキ ...........................6336
あおざるいばら ..............ノイバラ ........................4354
あおしで .........................イヌシデ ........................6693
あおしば .........................アオキ ...........................2427
あおずる .........................サトイモ ........................7012
あおせんだん ..................センダン ........................3345
あおそ.............................アオノリ .............................4
.......................................ウリカエデ ....................3232
.......................................コウゾ ...........................6096
あおたご .........................アオダモ ........................1661
あおだら .........................カラスザンショウ .........3439
あおつづら .....................アオツヅラフジ .............5148
あおばな .........................シキミ ...........................5469
.......................................ヒサカキ ........................4997
あおびかずら ..................アオツヅラフジ .............5149
あおべそかずら ..............アケビ ...........................5164
あおみだいこ ..................ダイコンの一種 .............4889
あおもみじ .....................イタヤカエデ.................3211
あおんど .........................アオキ ...........................2428
あかあけび .....................ミツバアケビ.................5194
あかあざみ .....................ノアザミ..........................763
あかい.............................ネジキ ...........................1890
あかいちご .....................クサイチゴ ....................4405
.......................................フユイチゴ ....................4468
あかいわし .....................ネジキ ...........................1891
あかがし .........................アカメガシワ.................3519
.......................................アラカシ ........................6407
あかがしわ .....................アカメガシワ.................3520
あかき.............................ネジキ ...........................1892
あかぎ.............................アカメガシワ.................3522
.......................................ネジキ ...........................1893
.......................................ヒコサンヒメシャラ ......5061
.......................................ヒメシャラ ....................5065
あかぎぎ .........................アカザ ...........................5632
あかぐさ .........................キカシグサ ....................2519
あかくち .........................ツルウメモドキ .............2981
あかけやき .....................ケヤキ ...........................6337
あかざ.............................アカザ ...........................5633
.......................................マルバアカザ.................5637
あかしあ .........................ハリエンジュ.................4045
あかじく .........................ネジキ ...........................1894
あかしや .........................ハリエンジュ.................4047
あかしらげ .....................ヒガンバナ ....................7689
あかそ.............................コウゾ ...........................6097
あかだ.............................アカザ ...........................5634
.......................................アカザ類 ........................5636
.......................................アカメガシワ.................3523
あかだいこ .....................ダイコン、赤ダイコン ....4887

あかぢしゃ .....................シロモジ ........................5410
あかっちょ .....................ネジキ ...........................1899
あかっぽ .........................アカメガシワ.................3524
.......................................イタドリ ........................5791
あかづる .........................サツマイモ ....................1481
.......................................トウノイモ ....................7045
あかなすび .....................トマト ...........................1279
あかねぎ .........................アカザ ...........................5635
あかはぜ .........................ヤマウルシ ....................3318
あかはり .........................ネジキ ...........................1900
あかぼー .........................アカメガシワ.................3525
あかまつ .........................アカマツ..........................451
あかまま .........................イヌタデ ........................5754
あかまんま .....................ハルタデ ........................5768
あかみ.............................ヤブコウジ ....................1844
あかみずき .....................アコウ ...........................6139
あかめ.............................アカメガシワ.................3526
.......................................カナメモチ ....................4167
.......................................ネジキ ...........................1902
あかめがし .....................アカメガシワ.................3530
.......................................ネジキ ...........................1911
あかめのき .....................アカメガシワ.................3531
あかめはぜ .....................ネジキ ...........................1913
あかめはり .....................アカメガシワ.................3532
.......................................ネジキ ...........................1914
あがり.............................カキ ...............................1798
あがりがき .....................カキ ...............................1799
あがりもも .....................ジャノヒゲ ....................8053
あかわた .........................アカソ ...........................5986
あかんぼ .........................アカメガシワ.................3534
.......................................ネジキ ...........................1916
あきぐみ .........................アキグミ ........................2690
あきざくら .....................コスモス..........................793
あきび.............................アケビ ...........................5165
.......................................アセビ ...........................1946
あきびそかずら ..............ミツバアケビ.................5195
あきぶどう .....................アケビ ...........................5169
あきほこり .....................メヒシバ ........................7140
あきぼこり .....................アキメヒシバ.................7136
.......................................メヒシバ ........................7141
あくしば .........................ヒサカキ ........................4998
あくび.............................アセビ ...........................1947
あくびさう .....................カギカズラ ....................1556
あくびそー .....................カギカズラ ....................1557
あけび.............................アケビ ...........................5171
.......................................ミツバアケビ.................5196
.......................................ムベ ...............................5212
あけびかずら ..................アケビ ...........................5174
あけびそ .........................アケビ ...........................5176
.......................................ミツバアケビ.................5201
あけべ.............................アケビ ...........................5179
あこ ................................アコウ ...........................6140
あこのき .........................アコウ ...........................6141
あさ ................................ヨシ ...............................7355
あさしらぎ .....................ハンゴンソウ ..................973
あざみ.............................アザミ類..........................759
.......................................ノアザミ..........................764
.......................................ヨシノアザミ ..................780
あざみいばら ..................ノアザミ..........................766
あし ................................ヨシ ...............................7356
あしがる .........................タケニグサ ....................4902
あじさい .........................コアジサイ ....................4677
.......................................ヤマアジサイ.................4732
あじも.............................アマモ ...........................8197
あしゃらぐみ ..................アキグミ ........................2692
.......................................ツルグミ ........................2705
あすかび .........................アスナロ..........................592
あすかべ .........................アスナロ..........................595
あずきぐみ .....................アキグミ ........................2695
あずきじんだ ..................アズキナシ ....................4539
.......................................イイギリ ........................2673
.......................................エゴノキ ........................1759
あずきな .........................ハナイカダ ....................2434

あずきぱ .........................ナンテンハギ.................4079
あずさ.............................ミズメ ...........................6632
あずまぎく .....................エゾギク..........................739
あせ ................................ダンチク ........................7098
.......................................ツルヨシ ........................7348
.......................................ヨシ ...............................7357
あぜくさ .........................アゼテンツキ.................6963
あぜなすび .....................コナスビ ........................1830
あせぼ.............................アセビ ...........................1948
あぜまめ .........................ダイズ ...........................3890
あせんぼ .........................アセビ ...........................1950
.......................................シャシャンボ.................2113
あたび.............................イヌビワ ........................6160
あたまいた .....................ウマノアシガタ .............5306
.......................................ヒガンバナ ....................7691
.......................................ムラサキケマン .............4893
あたまいたぐさ ..............ヤマキケマン.................4898
あたまはげ .....................サネカズラ ....................5503
.......................................ナツハゼ ........................2165
あだみ.............................ノアザミ..........................767
.......................................ヤマアザミ ......................779
あつきな .........................キブシ ...........................2603
あでまめ .........................ダイズ ...........................3897
あなそ.............................ウツギ ...........................4600
.......................................ウツギ類 ........................4649
あなっそ .........................ウツギ ...........................4604
.......................................ウツギ類 ........................4650
あなつそ .........................ウツギ ...........................4608
あなっぽ .........................イタドリ ........................5792
.......................................ウツギ ...........................4609
.......................................ウツギ類 ........................4651
.......................................ノリウツギ ....................4704
あはいちご .....................キイチゴ ........................4386
あばかずら .....................ヘクソカズラ.................1536
あふぎのぎ .....................アコウ ...........................6145
あぶら.............................アブラススキ.................7172
あぶらがや .....................アブラススキ.................7173
あぶらき .........................アオダモ ........................1662
.......................................クロソヨゴ ....................3104
あぶらぎ .........................クロモジ ........................5400
あぶらこ .........................タカノツメ ....................2359
あほいも .........................ジャガイモ ....................1299
あほだら .........................カラスザンショウ .........3440
あまいも .........................サツマイモ ....................1482
あまいよ .........................チガヤ ...........................7208
あまがし .........................オオツクバネガシ .........6609
.......................................シラカシ ........................6561
.......................................シリブカガシ.................6352
.......................................ツクバネガシ.................6578
あまくさ .........................ヤブカンゾウ.................7966
あまだけ .........................ヤダケ ...........................7430
あまちゃ .........................チガヤの根 ....................7270
あまづる .........................ツタ ...............................2821
あまとうがらし ..............クコ ...............................1275
あまどころ .....................アマドコロ ....................8080
あまとんがらし ..............クコ ...............................1276
あまな.............................チガヤ ...........................7209
.......................................ヤブカンゾウ.................7967
あまね.............................チガヤ ...........................7210
.......................................チガヤの根 ....................7271
あまのり .........................アサクサノリ ....................71
あまびしゃこ ..................シャシャンボ.................2118
あまめ.............................チガヤの根 ....................7272
あまゆり .........................ヤブカンゾウ.................7972
あみくさ .........................ツユクサ ........................7524
.......................................ヒカゲノカズラ.................90
あみぐさ .........................ツボクサ ........................2254
.......................................ノチドメ ........................2288
あめつつじ .....................モチツツジ ....................2066
あめふりばな ..................ホタルブクロ.................1055
あめらん .........................サフランモドキ .............7868
あめりかれんげ ..............ムラサキカタバミ .........3722
あもな.............................ヤブカンゾウ.................7973
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あらいも .........................サトイモ ........................7013
あらげがまずみ ..............ガマズミ ........................1148
あらてん .........................オニクサ ...........................44
あらはな .........................オガラバナ ....................3267
あらめ.............................カジメ ...............................13
.......................................クロメ ...............................16
あららぎ .........................イチイ .............................619
.......................................イチイガシ ....................6432
あり ................................ナシ ...............................4324
ありだみかん ..................ミカン ...........................3388
ありなし .........................ヤマナシ ........................4325
ありのき .........................ウラジロノキ.................4541
.......................................ハンノキ ........................6615
.......................................ヤマナシ ........................4327
ありまふじ .....................ニワフジ ........................3912
あわいちご .....................キイチゴ ........................4387
.......................................ナガバキイチゴ .............4433
.......................................ナガバモミジイチゴ ......4434
.......................................モミジイチゴ.................4529
あわがらのき ..................カナクギノキ.................5397
あわぐさ .........................エノコログサ類 .............7476
.......................................オオアワガエリ .............7347
あわし.............................カキの一種 ....................1805
あわばな .........................オミナエシ ....................1101
あわふき .........................アワブキ ........................3179
あんこざくら ..................カマツカ ........................4190
あんのき .........................ハンノキ ........................6616
あんろく .........................カジメ ...............................14

【い】

いぃ ................................イ...................................7567
いい ................................クログワイ ....................6953
いー ................................イ...................................7568
いいぐさ .........................クログワイ ....................6954
いかご.............................ヤマノイモ ....................7664
いぐいも .........................サトイモ ........................7014
いくり.............................ニワウメ ........................4267
いげまめ .........................インゲンマメ.................3976
いしがきしのぶ ..............カニクサ..........................313
いしげやき .....................ケヤキ ...........................6338
いしだま .........................オオバジャノヒゲ .........8050
いしどうすぎ ..................マンネンスギ ..................155
いしもち .........................イシモチソウ.................4940
いしゃいらず ..................アロエ ...........................7912
.......................................キランソウ ....................1326
.......................................ゲンノショウコ .............3638
.......................................ハブソウ ........................3851
いしゃだおし ..................エビスグサ ....................3836
.......................................ゲンノショウコ .............3639
いしんど .........................ケヤキ ...........................6339
いずまめ .........................ソラマメ ........................4063
いせいも .........................ジャガイモ ....................1302
いせのちんから ..............ヒガンバナ ....................7692
いせのちんからこ...........ヒガンバナ ....................7693
いせのちんからりん .......ヒガンバナ ....................7694
いそじ.............................シャリンバイ.................4333
いそすげ .........................ハマアオスゲ.................6909
いそつばた .....................ケイビラン ....................7873
いそのき .........................シャリンバイ.................4336
いそばべ .........................ハマヒサカキ.................4986
いそびしゃこ ..................ハマヒサカキ.................4988
いそまめ .........................ハマナタマメ.................3834
いそむばめ .....................ハマヒサカキ.................4989
いそもっこく ..................シャリンバイ.................4337
いそれんげ .....................ムラサキカタバミ .........3723
いそんげ .........................シャリンバイ.................4339
いそんじ .........................シャリンバイ.................4340
.......................................マサキ ...........................3017
いたいた .........................アザミ属..........................758
いたじい .........................スダジイ ........................6356
いたずら .........................イタドリ ........................5798

いたずり .........................イタドリ ........................5805
いたずる .........................イタドリ ........................5806
いたずろ .........................イタドリ ........................5810
いたちいちご ..................ミヤマフユイチゴ .........4516
いたつっぽ .....................イタドリ ........................5811
いたっぽ .........................イタドリ ........................5812
.......................................イヌビワ ........................6161
いたっぽう .....................イタドリ ........................5820
いたづる .........................イタドリ ........................5821
いたどり .........................イタドリ ........................5822
いたぶ.............................イヌビワ ........................6163
いたもみじ .....................イタヤカエデ.................3212
いたんこ .........................イタドリ ........................5824
いたんずっぽ ..................イタドリ ........................5828
いたんずる .....................イタドリ ........................5829
いたんづる .....................イタドリ ........................5830
いたんぼ .........................イタドリ ........................5832
.......................................イヌビワ ........................6164
いたんぽ .........................イタドリ ........................5839
.......................................イヌビワ ........................6170
いち ................................イチイガシ ....................6433
いぢ ................................ツルウメモドキ .............2983
いちい.............................イチイガシ ....................6436
.......................................タイミンタチバナ .........1857
いちー.............................イチイガシ ....................6438
いちいがし .....................アカガシ ........................6388
.......................................イチイガシ ....................6439
いちいのき .....................タイミンタチバナ .........1860
いちがし .........................イチイガシ ....................6440
いちげそう .....................イチリンソウ.................5257
いちご.............................オランダイチゴ .............4154
.......................................キイチゴ ........................4388
.......................................クサイチゴ ....................4406
.......................................ナワシロイチゴ .............4446
.......................................フユイチゴ ....................4469
.......................................モミジイチゴ.................4530
いちごいばら ..................キイチゴ ........................4389
.......................................フユイチゴ ....................4473
いちにご .........................フユイチゴ ....................4474
いちねご .........................イチゴ ...........................4147
.......................................フユイチゴ ....................4475
いちび.............................イチビ ...........................2758
.......................................イヌビワ ........................6172
.......................................イノコズチ ....................5571
.......................................キンミズヒキ.................4110
.......................................ササクサ ........................7281
.......................................サルトリイバラ .............8093
.......................................ジュート ........................2776
.......................................センダングサ ..................719
.......................................ヌスビトハギ.................3860
いちぶ.............................イヌビワ ........................6173
.......................................ヌスビトハギ.................3861
いちべ.............................イノコズチ ....................5574
.......................................センダングサ ..................720
.......................................ヌスビトハギ.................3862
.......................................ヤブジラミ ....................2301
いちもの .........................イヌビワ ........................6176
いちりご .........................イチゴ ...........................4148
.......................................イチゴ類 ........................4152
いちりんこ .....................イチゴ ...........................4150
いちりんご .....................イチゴ ...........................4151
.......................................イチゴ類 ........................4153
いちろく .........................ササクサ ........................7282
いっか.............................ミツカン ........................3390
いっき.............................ヤマボウシ ....................2429
いったんこ .....................イタドリ ........................5840
いったんこいったんぼ ...イタドリ ........................5842
いったんぼ .....................イタドリ ........................5843
いっち.............................イチイガシ ....................6441
いっぽかっぽ ..................ヒガンバナ ....................7696
いっぽらかっぽら...........ヒガンバナ ....................7697
いつぽん .........................ヒガンバナ ....................7698
いっぽんかっぽん...........ヒガンバナ ....................7699

いっぽんかっぽん...........ヒガンパナ ....................7866
いとかずら .....................ハマヒルガオ.................1472
いとじい .........................シャリンバイ.................4341
いとそめくさ ..................タケニグサ ....................4904
いどち.............................コアジサイ ....................4679
いどばす .........................ユキノシタ ....................4791
いぬいちご .....................ヘビイチゴ ....................4123
いぬいちじく ..................イヌビワ ........................6177
いぬううぎ .....................ウツギ ...........................4613
いぬうつぎ .....................ウツギ ...........................4614
.......................................ウツギ類 ........................4652
いぬえび .........................ノブドウ ........................2799
いぬえべっしょ ..............ノブドウ ........................2801
いぬがんぴ .....................コガンピ ........................2752
いぬぎり .........................アブラギリ ....................3501
いぬこびや .....................イヌビワの雄.................6276
いぬこびわ .....................ホソバイヌビワ .............6287
いぬころ .........................エノコログサ類 .............7478
.......................................ネコヤナギ ....................6754
いぬころしのき ..............タラノキ ........................2317
いぬごんぱち ..................イタドリ ........................5844
いぬざくら .....................イヌザクラ ....................4245
いぬさんしょ ..................イヌザンショウ .............3434
いぬざんしょう ..............イヌザンショウ .............3435
.......................................フユザンショウ .............3469
いぬぜり .........................キツネノボタン .............5313
いぬたで .........................イヌタデ ........................5756
.......................................サナエタデ ....................5763
いぬだら .........................カラスザンショウ .........3442
いぬたんぼ .....................イヌビワ ........................6178
いぬつずら .....................ハスノハカズラ .............5160
いぬづる .........................ユズリハ ........................3480
いぬなし .........................ヤマナシ ........................4328
いぬにんじん ..................ヤブジラミ ....................2302
いぬのきんだま ..............イヌノフグリ属 .............1259
いぬのはり .....................イノコズチ ....................5575
.......................................ヒナタイノコズチ .........5595
いぬはぎ .........................ヒトツバハギ.................3636
いぬはぜ .........................ヤマウルシ ....................3320
いぬび.............................イヌビワ ........................6179
いぬびや .........................イヌビワ ........................6180
いぬふじ .........................ニワフジ ........................3914
イヌブドウ .....................ノブドウ ........................2802
いぬぶどう .....................ノブドウ ........................2803
.......................................ブドウ類 ........................2905
いぬぶどぉ .....................エビヅル ........................2846
.......................................ノブドウ ........................2805
いぬぶどー .....................ノブドウ ........................2806
いぬぶな .........................イヌブナ ........................6379
いぬぶや .........................イヌビワ ........................6181
いぬほうずき ..................ハダカホオズキ .............1324
いぬほーずき ..................ハダカホオズキ .............1325
いぬまき .........................イヌマキ..........................598
.......................................ラカンマキ ......................617
いぬもち .........................クロガネモチ.................3092
いぬもも .........................イヌビワ ........................6182
いぬやたび .....................イヌビワ ........................6183
.......................................ホソバイヌビワ .............6288
いぬよめな .....................ヒメジョオン ..................995
いぬわかば .....................ヒメユズリハ.................3471
いねころ .........................エノコログサ.................7466
いのこずち .....................イノコズチ ....................5577
いのころ .........................エノコログサ.................7467
いのころぐさ ..................エノコログサ.................7469
いのししびえ ..................ヒエ ...............................7188
いのび.............................イヌビワ ........................6186
いのぶ.............................イヌビワ ........................6187
いのぶのき .....................イヌビワ ........................6192
いのぶや .........................イヌビワ ........................6194
いばべ.............................ウバメガシ ....................6442
いばべがし .....................ウバメガシ ....................6444
いばめがし .....................ウバメガシ ....................6445
いばら.............................アザミ類..........................761
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いばら.............................カラタチ ........................3418
.......................................サルトリイバラ .............8095
.......................................テリハノイバラ .............4345
.......................................ノイバラ ........................4357
.......................................ノイバラ、テリハノイバラなど ..4364
.......................................ミヤコイバラ.................4372
.......................................ヤブイバラ ....................4374
いばらいちご ..................キイチゴ ........................4390
.......................................フユイチゴ ....................4476
いばらぼたん ..................セイヨウバラ.................4344
.......................................バラ ...............................4366
いびつ.............................サルトリイバラ .............8097
いびついばら ..................サルトリイバラ .............8108
いびつしば .....................サルトリイバラ .............8112
いびつのは .....................サルトリイバラ .............8113
.......................................サルトリイバラの葉 ......8180
.......................................サルトリイバラの葉 ......8182
いびつのはえべつ...........サルトリイバラ .............8114
いびつばら .....................サルトリイバラ .............8115
いぶき.............................ビャクシン ......................577
いぶつ.............................サルトリイバラ .............8116
いぼたん .........................イボタノキ ....................1675
いぼとりぐさ ..................タケニグサ ....................4905
いまめ.............................ウバメガシ ....................6446
いまめがし .....................イヌガシ ........................5458
.......................................ウバメガシ ....................6447
いも ................................サツマイモ ....................1483
いもあけび .....................ミツバアケビ.................5202
いもがら .........................サトイモの葉柄 .............7040
いもき.............................コシアブラ ....................2305
いもぎ.............................アカメガシワ.................3535
.......................................カナメモチ ....................4169
.......................................クロモジの一種 .............5409
.......................................コシアブラ ....................2306
.......................................タカノツメ ....................2360
いもつつじ .....................モチツツジ ....................2068
いものき .........................タカノツメ ....................2369
いろはもみじ ..................イロハカエデ.................3221
いわいちょう ..................ハマニガナ ......................889
いわおもだか ..................イワオモダカ ..................436
いわかげらん ..................キイジョウロウホトトギス ..8189
いわがさ .........................ヤマアジサイ.................4733
いわがらみ .....................アオネカズラ ..................431
いわぎきょー ..................シチョウゲ ....................1534
いわぎく .........................シュウメイギク .............5258
いわこでまり ..................キイシモツケ.................4565
いわさかぎく ..................シュウメイギク .............5259
いわじしゃ .....................イワタバコ ....................1235
いわしだ .........................キジノオシダ ..................239
.......................................クマワラビ ......................385
いわしのぶ .....................イワヒバ..........................161
いわずたい .....................シラタマカズラ .............1552
いわそば .........................ウワバミソウ.................6079
いわたけそう ..................カタヒバ..........................178
いわちしゃ .....................イワタバコ ....................1245
いわぢしゃ .....................イワタバコ ....................1246
いわづた .........................イタビカズラ.................6156
いわつつじ .....................コバノミツバツツジ ......2025
.......................................ヤマツツジ ....................2098
いわつばき .....................イワナンテン.................1885
いわつばた .....................ケイビラン ....................7874
いわな.............................イワギボウシ.................7978
.......................................イワタバコ ....................1247
.......................................ギボウシ ........................7983
.......................................ギボウシ類 ....................7994
.......................................ミズギボウシ.................8010
.......................................モミジガサ ......................732
いわなんてん ..................イワナンテン.................1886
いわはぎ .........................キイシモツケ.................4566
.......................................シチョウゲ ....................1535
いわばな .........................サツキ ...........................2036
.......................................ヤマツツジ ....................2099
いわひば .........................イワヒバ..........................162

いわふじ .........................ニワフジ ........................3916
いわまつ .........................イワヒバ..........................163
いわもっこう ..................イワオモダカ ..................437
いわやまつつじ ..............コバノミツバツツジ ......2027
.......................................ヒカゲツツジ.................2056
いんき.............................ヒサカキ ........................5000
いんきぐさ .....................ツユクサ ........................7525
いんきのき .....................ヒサカキ ........................5001

【う】

うかんば .........................ミズメ ...........................6635
うきぐさ .........................ウキクサ ........................6980
.......................................ミズアオイ ....................7639
うぐいすつつじ ..............ミツバツツジ類 .............2060
うぐいつつじ ..................ミツバツツジ類 .............2062
うぐら.............................ヤエムグラ ....................1513
うこん.............................クコ ...............................1277
うこんばな .....................ダンコウバイ.................5420
うさぎかくし ..................コウヤボウキ ..................919
.......................................ハマクサギ ....................1444
うさぎぐさ .....................ノゲシ .............................981
うさぎのめはり ..............コウヤボウキ ..................920
うしあらい .....................アセビ ...........................1959
うしあらいしば ..............アセビ ...........................1963
うしうど .........................シシウド ........................2240
うしえび .........................ノブドウ ........................2807
うしくすべ .....................イヌエンジュ.................3951
うしげし .........................エゾノギシギシ .............5912
.......................................ギシギシ ........................5918
うしごみ .........................キンギンボク.................1121
うししば .........................クロガネモチ.................3093
うしじゃっぽ ..................イヌビワ ........................6195
うしすくべ .....................シラキ ...........................3629
うしぜり .........................キツネノボタン .............5314
うしたたき .....................カマツカ ........................4191
うしでてこいうまでてこい ...ウツボグサ ....................1385
うしとべら .....................トベラ ...........................4596
うしねじり .....................ハネミイヌエンジュ ......3962
うしのき .........................イヌエンジュ.................3953
.......................................ハネミイヌエンジュ ......3963
うしのけ .........................マツバイ ........................6958
うしのこめのめし...........カラムシ ........................5991
.......................................ノアザミ..........................768
.......................................ノゲシ .............................982
.......................................ノハラアザミ ..................770
うしのした .....................モクレン ........................5562
うしのしらめとり...........アセビ ...........................1965
うしのちち .....................サネカズラ ....................5504
うしのつのがえ ..............アキカラマツ.................5331
うしのつび .....................クマガイソウ.................6842
うしのはおれ ..................センニンソウ.................5274
うしのはこぼれ ..............センニンソウ.................5275
うしのはもがき ..............アセビ ...........................1966
うしのはもじき ..............センニチソウ.................5267
.......................................センニンソウ.................5276
うしのひげ .....................アゼテンツキ.................6964
.......................................マツバイ ........................6961
うしのぼぼ .....................クマガイソウ.................6845
うしはらい .....................アセビ ...........................1967
うじはらい .....................アセビ ...........................1968
うしほうか .....................リンボク ........................4292
うしぼうこ .....................リンボク ........................4295
うしぼーか .....................リンボク ........................4297
うしぼーく .....................リンボク ........................4299
うしぼっかう ..................リンボク ........................4300
うしぼっこう ..................リンボク ........................4301
うしらっぽ .....................イヌビワ ........................6196
うすく.............................アコウ ...........................6146
うすのみ .........................ナツハゼ ........................2168
うずらぐさ .....................ゼニゴケ ...........................82
うぞ ................................ウド ...............................2315

うだい.............................ウダイカンバ.................6629
うだいかんば ..................ウダイカンバ.................6630
うちでのこずち ..............ウバユリ ........................7929
うちむらさき ..................ザボン ...........................3365
うつぎ.............................ウツギ ...........................4616
.......................................マルバウツギ.................4653
うでがえし .....................カマツカ ........................4195
うど ................................ウド ...............................2316
うなぎのひれ ..................ウリカワ ........................8205
うぬれ.............................モミジカラスウリ .........2589
うねぎり .........................ハリギリ ........................2385
うねつげ .........................タンナサワフタギ .........1739
うねつつじ .....................ウンゼンツツジ .............2011
.......................................レンゲツツジ.................2105
うのき.............................ウツギ ...........................4621
うのはな .........................ウツギ ...........................4622
.......................................ガクウツギ ....................4667
.......................................ハコネウツギ.................1206
.......................................マルバウツギ.................4656
うばべ.............................ウバメガシ ....................6450
うばめがし .....................ウバメガシ ....................6454
うべ ................................ムベ ...............................5213
うまぐみ .........................カマツカ ........................4199
うまくわず .....................センニンソウ.................5278
うまごやし .....................ウスベニニガナ ...............823
.......................................キツネアザミ ..................873
.......................................ノゲシ .............................983
うまだおし .....................ネズミモチ ....................1677
うまどし .........................ネズミモチ ....................1680
うまのこめのめし...........スギナ .............................182
うまのはおれぐさ...........センニンソウ.................5279
うまべ.............................ウバメガシ ....................6455
うまべがし .....................ウバメガシ ....................6462
うまめ.............................ウバメガシ ....................6463
うまめのき .....................ウバメガシ ....................6466
うめ ................................ウメ ...............................4253
うめぐさ .........................クワクサ ........................6130
うめずりけん ..................ゲンノショウコ .............3641
うめずりけん（ずる）.....ゲンノショウコ .............3642
うめずる .........................ゲンノショウコ .............3643
.......................................フウロソウ ....................3675
うめずるぐさ ..................ゲンノショウコ .............3645
うめずるそう ..................ゲンノショウコ .............3646
うめづる .........................ゲンノショウコ .............3648
.......................................フウロソウ ....................3676
うめづるぐさ ..................ゲンノショウコ .............3652
うめづるさう ..................ゲンノショウコ .............3653
うめづるそう ..................フウロソウ ....................3677
うめづるそー ..................ゲンノショウコ .............3654
うめばち .........................ウメバチソウ.................4776
うめばちのじがらみ .......チドメグサ ....................2280
うめもどき .....................アオハダ ........................3034
.......................................ツルウメモドキ .............2984
うやく.............................テンダイウヤク .............5425
うらじろ .........................ウラジロ..........................263
.......................................カラムシ ........................5992
.......................................シラヤマギク ..................707
.......................................ハバヤマボクチ .............1001
.......................................ヤマナシ ........................4330
.......................................ヤマボクチ ....................1002
.......................................ヤマボクチ類.................1009
うらじろいちご ..............ニガイチゴ ....................4458
うらは.............................ハナイカダ ....................2436
うりかえで .....................ウリカエデ ....................3234
うりかわばな ..................ミツデカエデ.................3277
うりき.............................ヤハズアジサイ .............4723
うりぎ.............................ウリノキ ........................2480
うりな.............................ウリノキ ........................2481
.......................................ヤハズアジサイ .............4725
うりのかわ .....................ウリカワ ........................8210
うりのき .........................ヤハズアジサイ .............4727
うりば.............................ヤハズアジサイ .............4729
うりぱ.............................ヤハズアジサイ .............4730
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うる ................................イネ ...............................7311
うるごめ .........................イネ ...............................7312
うるし.............................ウルシ ...........................3282
.......................................ヌルデ ...........................3286
うるしけし .....................ウマゴヤシ ....................3966
.......................................ノゲシ .............................987
うるしのき .....................ウルシ ...........................3283
うるね.............................キカラスウリ.................2583
.......................................モミジカラスウリ .........2591
うんしゅう .....................ウンシュウミカン .........3359

【え】

えか ................................エゴマ ...........................1369
えぐいも .........................サトイモ ........................7016
えぐしも .........................サトイモ ........................7022
えごのき .........................エゴノキ ........................1760
えだまめ .........................ダイズ ...........................3898
えどびしゃく ..................シャシャンボ.................2119
えどびしゃこ ..................シャシャンボ.................2120
えのき.............................エノキ ...........................6308
えのころ .........................エノコログサ類 .............7480
えのみ.............................エノキ ...........................6309
えのもとそー ..................イノモトソウ ..................362
えび ................................アマヅル ........................2838
.......................................エビヅル ........................2847
.......................................サンカクヅル.................2888
.......................................サンカクヅルの果実 ......2897
えびいちご .....................フユイチゴ ....................4477
えびかずら .....................アマヅル ........................2839
.......................................サンカクヅル.................2891
.......................................サンカクヅルの茎葉 ......2899
えびこ.............................エビヅル ........................2848
.......................................ノブドウ ........................2809
えびこかずら ..................エビヅル ........................2853
えびしょ .........................エビヅル ........................2858
えびしょかずら ..............エビヅル ........................2864
えびち.............................サルトリイバラ .............8118
えびつ.............................サルトリイバラ .............8119
えびっしょ .....................エビヅル ........................2869
えびっしょかずら...........エビヅル ........................2871
えびつばら .....................サルトリイバラ .............8121
えびまかずら ..................エビヅル ........................2872
えぶこ.............................エビヅル ........................2873
.......................................ノブドウ ........................2810
えべつ.............................サルトリイバラ .............8122
.......................................サルトリイバラの葉 ......8183
えべっしゃかずら...........エビヅル ........................2874
えべっしょ .....................エビヅル ........................2875
.......................................ヤマブドウ ....................2906
えべっしょかずら...........エビヅル ........................2876
えぼしいちご ..................ウラジロイチゴ .............4378
.......................................エビガライチゴ .............4379
えぼしぐさ .....................イタチササゲ.................3926
えぼしな .........................イタチササゲ.................3927
えりまお .........................ナガバヤブマオ .............6068
えんこーまき ..................チョウセンマキ ...............650
えんじ.............................メギ ...............................5225
えんじゅ .........................イヌエンジュ.................3955
.......................................ハネミイヌエンジュ ......3964
.......................................メギ ...............................5227
えんた.............................シャラノキ ....................5055
.......................................ヒコサンヒメシャラ ......5062
.......................................ヒメシャラ ....................5069
えんたのき .....................ヒメシャラ ....................5073
えんど.............................エンドウ ........................3996
.......................................エンドウマメ.................3998
えんどまめ .....................エンドウ ........................3997
.......................................エンドウマメ.................4000
えんばい .........................エゴマ ...........................1370

【お】

おいお.............................ヒガンバナ ....................7707
おいも.............................ヒガンバナ ....................7708
おいもち .........................ヒガンバナ ....................7710
おいもちのはな ..............ヒガンバナ ....................7711
おいらんそー ..................クサキョウチクトウ ......1492
おうえびしょ ..................アマヅル ........................2840
おうかず .........................ナツハゼ ........................2169
おうつちな .....................オトコエシ ....................1090
おえもちのはな ..............ヒガンバナ ....................7713
おーえびしょ ..................アマヅル ........................2841
おおかえで .....................ウリハダカエデ .............3244
おーかえで .....................ウリハダカエデ .............3245
おおかし .........................アカガシ ........................6389
.......................................アラカシ ........................6409
.......................................シラカシ ........................6562
.......................................ツクバネガシ.................6579
おーかし .........................アカガシ ........................6392
.......................................アラカシ ........................6410
.......................................ツクバネガシ.................6582
おーがし .........................アカガシ ........................6393
おおかみさまのたすき ...ヒカゲノカズラ.................93
おーがみさんのくちひげ ....ヒカゲノカズラ.................95
おーがみさんのしゃくじょー ...ツチアケビ ....................6848
おおかみのしょうべんたご ...アサマリンドウ .............1609
おーかみまくら ..............ヤマボクチ ....................1003
おおかめいちび ..............チカラシバ ....................7336
おぉかめぐさ ..................ヒカゲノカズラ.................96
おーかめぐさ ..................ヒカゲノカズラ.................97
おおかめつつじ ..............モチツツジ ....................2070
おぉぎ.............................ガジュマル ....................6283
おおぎ.............................アコウ ...........................6147
おーぎ.............................アコウ ...........................6149
おーぎのき .....................アコウ ...........................6150
おーぐみ .........................オオムギ ........................7206
おおさかやっこ ..............オキナグサ ....................5304
おーさかやっこ ..............オキナグサ ....................5305
おおじころし ..................ネジキ ...........................1920
おおしだ .........................ウラジロ..........................266
おーしだ .........................ウラジロ..........................267
おおしで .........................イヌシデ ........................6695
おおしぶれ .....................ガマズミ ........................1149
.......................................ミヤマガマズミ .............1191
おおすがな .....................ヒガンバナ ....................7715
おおすげ .........................カンスゲ ........................6889
おおだけ .........................マダケ ...........................7379
おおだら .........................ハリギリ ........................2386
おーち.............................センダン ........................3346
おーつちな .....................オトコエシ ....................1091
おおとうじ .....................テイカカズラ.................1592
おーとち .........................トチノキ ........................3194
おーどち .........................トチノキ ........................3195
おーとりもちのき...........ヤマグルマ ....................5339
おーばい .........................ミミズバイ ....................1751
おぉばがし .....................アカガシ ........................6395
おーばく .........................キハダ ...........................3415
おおばくろかねかずら ...オオクマヤナギ .............2909
おおばこ .........................オオバコ ........................1210
おおばこぐさ ..................オオバコ ........................1211
おーばとねりこ ..............ヤチダモ ........................1674
おおばのとねりこ...........シラキ ...........................3630
おーぼーそ .....................ミズナラ ........................6594
おおむぎらん ..................ミヤマムギラン .............6804
おーむぐら .....................カナムグラ ....................6291
おーもち .........................ヤマグルマ ....................5340
おーもちのき ..................ヤマグルマ ....................5341
おーもみじ .....................イタヤカエデ.................3213
おかいいも .....................サツマイモ ....................1484
おかいこぼし ..................イヌツゲ ........................3043
おかざり .........................ウラジロ..........................268
おがし.............................アカガシ ........................6396

おがし.............................アラカシ ........................6411
おかず.............................スノキ ...........................2147
おかずぐさ .....................スノキ ...........................2149
おかずのき .....................ウスノキ ........................2110
おかずのみ .....................スノキ ...........................2151
.......................................ナツハゼ ........................2170
おかた.............................カモジグサ ....................7075
おかたぐさ .....................カモジグサ ....................7077
おかたまのき ..................オガタマノキ.................5564
おかつつじ .....................トサノミツバツツジ ......2054
おかやなぎ .....................コブシ ...........................5545
おかゆこぼし ..................イヌツゲ ........................3044
おぎ ................................アコウ ...........................6151
おきくとぼうず ..............シュンラン ....................6809
おきくぼーさん ..............シュンラン ....................6810
おきくぼーず ..................シュンラン ....................6811
おきくぼんさん ..............シュンラン ....................6812
おぎなえし .....................オミナエシ ....................1103
おきなわそよご ..............ツゲモチ ........................3150
おきのふのり ..................ナミノハナ ........................37
おきみのき .....................シロダモ ........................5460
おけさわら .....................サワラ .............................543
おこしごめ .....................カマツカ ........................4201
おことだら .....................カラスザンショウ .........3445
おこば.............................ハハコグサ ......................847
おこばな .........................ハハコグサ ......................849
おごらくさ .....................キクムグラ ....................1509
おこんにゃ .....................コンニャク ....................6990
おさすり .........................サルトリイバラ .............8130
.......................................サルトリイバラの葉 ......8181
.......................................ツユクサ ........................7526
おさすりのは ..................サルトリイバラ .............8132
おさすりの葉 ..................サルトリイバラ .............8133
おじころし .....................カマツカ ........................4202
.......................................カンコノキ ....................3513
.......................................ネジキ ...........................1921
おしだ.............................シシガシラ ......................369
おじとおば .....................シュンラン ....................6814
おしゃごじでんだ...........オシャグジデンダ ...........434
おしろい .........................オシロイバナ.................5732
おしろいぐさ ..................オシロイバナ.................5733
おせき.............................シュンラン ....................6815
おだい.............................ダイコン ........................4869
おたふくまめ ..................ソラマメ ........................4066
おだまき .........................ヤマオダマキ.................5263
おたら.............................カラスザンショウ .........3446
.......................................タラノキ ........................2318
.......................................ハリギリ ........................2388
おちゃ.............................チャノキ ........................4957
おつぎ.............................ウツギ ...........................4624
.......................................カマツカ ........................4204
おつきさんばな ..............ミヤコグサ ....................3945
おつげ.............................ウツギ ...........................4628
おっぱこ .........................オオバコ ........................1212
おつわ.............................ツワブキ..........................833
おとぎりす .....................オトギリソウ.................4941
.......................................チョウジタデ.................2484
おとぎりそう ..................オトギリソウ.................4947
おとこあけび ..................ミツバアケビ.................5203
おとこすもとり ..............オヒシバ ........................7191
おとこだけ .....................マダケ ...........................7381
.......................................メダケ ...........................7403
おとこだら .....................カラスザンショウ .........3447
おとこまつ .....................クロマツ..........................463
おとないさう ..................ハコネシダ ......................356
おどりぐさ .....................ヌカキビ ........................7319
おどりこそう ..................キツリフネ ....................3162
おどりばな .....................スミレ類 ........................2660
おなかぼっさん ..............シュンラン ....................6817
おなごたけ .....................メダケ ...........................7404
.......................................ヤダケ ...........................7432
おなごだけ .....................メダケ ...........................7405
おなつ.............................シュンラン ....................6818
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おなつ.............................マサキ ...........................3018
おなつせいじゅうろう ...シュンラン ....................6820
おなつせいじゅーろー ...シュンラン ....................6821
おなつぼうさん ..............シュンラン ....................6822
おなつぼーさん ..............シュンラン ....................6823
おなつまつたろう...........シュンラン ....................6824
おにあざみ .....................ヨシノアザミ ..................781
おにいちご .....................フユイチゴ ....................4478
おにかえで .....................ウリハダカエデ .............3246
おにからむし ..................オニヤブマオ.................5989
おにかろじ .....................オニヤブマオ.................5990
.......................................ヤブマオ ........................6069
おにこ.............................ウラジロ..........................269
おにこしだ .....................ウラジロ..........................270
おにしだ .........................ウラジロ..........................271
.......................................オニヤブソテツ ...............383
おにしで .........................イヌシデ ........................6698
.......................................イヌブナ ........................6381
.......................................クマシデ ........................6704
おにすいすい ..................エゾノギシギシ .............5913
.......................................ギシギシ ........................5920
おにすすき .....................アブラススキ.................7174
おにぜり .........................キツネノボタン .............5315
おにせんあい ..................椰子 ...............................7073
おにせんまい ..................ナギ .................................609
おにぜんまい ..................イヌガンソク ..................401
.......................................クマワラビ ......................386
.......................................ゼンマイ..........................230
おにそ.............................カジノキ ........................6083
おにつくで .....................コアジサイ ....................4681
おにっこ .........................ウラジロ..........................278
.......................................オニヤブソテツ ...............384
おにっこしだ ..................コシダ .............................241
おにのうちわ ..................ヤツデ ...........................2377
おにのくちひげ ..............ヒカゲノカズラ.................98
おにのせっちん ..............リンドウ ........................1620
おにのせんちつぼ...........リンドウ ........................1621
おにのめっき ..................ヒイラギ ........................1693
おにのめつき ..................アリドウシ ....................1493
.......................................アリドオシ ....................1496
.......................................ヒイラギ ........................1694
.......................................リンボク ........................4302
おにのめつきのおす .......ヒイラギ ........................1699
おにのめつきのめす .......リンボク ........................4303
おにのめっこ ..................メギ ...............................5228
おにのめつつき ..............アリドウシ ....................1495
.......................................アリドオシ ....................1499
.......................................ヒイラギ ........................1700
おにのめつつきのおば ...ジュズネノキ.................1504
おにのめつつきのおばさん ...ジュズネノキ.................1507
おにのめつぶし ..............ヒイラギ ........................1702
おにのめはじき ..............ヒイラギ ........................1703
おにはな .........................ヤマノイモ ....................7665
おにひめじ .....................コアカソ ........................6034
おにふじ .........................フジ ...............................4098
.......................................ヤマフジ ........................4106
おにめつき .....................ヒイラギ ........................1704
おにゆり .........................オニユリ ........................8011
おばかずら .....................ハスノハカズラ .............5161
おばこ.............................オオバコ ........................1213
おばこーぼーぐさ...........クサネム ........................3733
おばっこー .....................オオバコ ........................1221
おばつずら .....................アオツヅラフジ .............5151
おばどころ .....................シオデ ...........................8184
おばな.............................イタヤカエデ.................3214
.......................................エンコウカエデ .............3255
.......................................オニイタヤ ....................3270
おばふじ .........................ナツフジ ........................3967
おばふだばさみ ..............ツリバナ ........................2991
おばもうち .....................コバンモチ ....................2782
おばもぉち .....................コバンモチ ....................2783
おばもーち .....................コバンモチ ....................2784
おばもち .........................クロガネモチ.................3094

おばもみじ .....................ウリハダカエデ .............3247
おばゆり .........................ウバユリ ........................7930
おひなぐさ .....................カモジグサ ....................7079
おふくまめ .....................オタフクマメ.................4058
おふどーのき ..................タブノキ ........................5444
おほぎ.............................アコウ ...........................6152
おほぎのき .....................アコウ ...........................6153
おほすかな .....................ヒガンバナ ....................7716
おほすがな .....................ツルボ ...........................8085
おほずぐみ .....................アキグミ ........................2696
おぼそ.............................アベマキ ........................6402
おほづつ .........................サボテン類 ....................5570
おほはぎ .........................ナナカマド ....................4559
おほぶどう .....................エビヅル ........................2877
おぼぼ.............................イヌビワ ........................6197
おまつ.............................クロマツ..........................464
おみなえし .....................オミナエシ ....................1105
おめきもも .....................ノブドウ ........................2811
おめこばな .....................ミヤコグサ ....................3946
おめでた .........................ヒメユズリハ.................3473
おもだか .........................コナギ ...........................7628
.......................................ミズアオイ ....................7640
おもと.............................オモト ...........................8082
おやまおぐるま ..............カセンソウ ......................878
おやまだんご ..................ヤブコウジ ....................1846
おらんだもみ ..................コウヨウザン ..................533
おろしゃ .........................エゾギク..........................740
おろしゃぎく ..................エゾギク..........................741
おんがし .........................アラカシ ........................6414
おんせんしだ ..................ユノミネシダ ..................335
おんだけ .........................ハチク ...........................7369
御所葵.............................フタバアオイ.................5112
おんなすもとり ..............メヒシバ ........................7142
.......................................メヒシバ、コメヒシバ ....7165
おんなだけ .....................メダケ ...........................7409
おんななえし ..................オミナエシ ....................1107
おんのき .........................バクチノキ ....................4271
おんのめつき ..................ヒイラギ ........................1705
おんばこ .........................オオバコ ........................1222
おんばゆり .....................ウバユリ ........................7933
おんびょーな ..................イヌビユ ........................5598
おんぼ.............................ウバユリ ........................7937
おんぼいわな ..................ウバユリ ........................7939
おんまつ .........................クロマツ..........................465

【か】

がーたろばな ..................ムクゲ ...........................2765
がーるみ .........................ガマズミ ........................1151
かいぐさ .........................コナギ ...........................7629
がいぐさ .........................コナギ ...........................7630
がいこ.............................ダイコン ........................4871
かいせき .........................アオノクマタケラン ......6876
かいで.............................イタヤカエデ.................3216
.......................................ウリカエデ ....................3235
.......................................ウリハダカエデ .............3249
かいでもみじ ..................ウリハダカエデ .............3251
かいな.............................ノグルミ ........................6773
がいな.............................アキメヒシバ.................7137
.......................................メヒシバ ........................7144
.......................................メヒシバ、コメヒシバ ..7166
かいもりば .....................フユイチゴ ....................4479
かうしらき .....................シラキ ...........................3631
かうばうな .....................アシタバ ........................2237
.......................................セリ ...............................2293
かえで.............................ウリカエデ ....................3237
.......................................ウリハダカエデ .............3252
.......................................カエデ ........................3270-1
かえでのき .....................ウリカエデ ....................3239
.......................................オガラバナ ....................3268
かえるっぱ .....................オオバコ ........................1224
かえるば .........................カクレミノ ....................2349

かえるひき .....................スズメノヤリ.................7586
ががみみず .....................ガマズミ ........................1152
かぎかずら .....................カギカズラ ....................1558
かきぐさ .........................コミカンソウ.................3619
かきとうし .....................カキドオシ ....................1334
かきねもぐり ..................フウロソウ ....................3678
かきのきだまし ..............チシャノキ ....................1453
かきまめ .........................インゲンマメ.................3978
.......................................ナタマメ ........................3833
.......................................フジマメ ........................3919
かきらん .........................スズラン ........................7965
がくうど .........................タケニグサ ....................4906
がくとう .........................ヒメジョオン ..................996
がくとうばな ..................ヒメジョオン ..................998
かぐらそー .....................キツネノマゴ.................1251
かけだいそー ..................ケマンソウ ....................4899
かこぎ.............................ヘビノボラズ.................5223
.......................................メギ ...............................5229
かこそう .........................ウツボグサ ....................1386
かごそう .........................ウツボグサ ....................1387
かこそー .........................ウツボグサ ....................1391
かごそー .........................ウツボグサ ....................1392
かごのき .........................カゴノキ ........................5429
かさぎ.............................エゴノキ ........................1761
かざぐるま .....................トウバナ ........................1330
かざり.............................ウラジロ..........................279
かざりしだ .....................ウラジロ..........................283
かし ................................アラカシ ........................6418
.......................................シラカシ ........................6563
かじ ................................コウゾ ...........................6099
かしおみ .........................ネジキ ...........................1928
かしかずら .....................イズセンリョウ .............1856
かしのき .........................アラカシ ........................6424
かじのは .........................タケニグサ ....................4907
かしはいちご ..................ホウロクイチゴ .............4508
かじばな .........................ハハコグサ ......................851
.......................................ホトケノザ ....................1339
かしまめのき ..................ツノハシバミ.................6710
がしゃがしゃ ..................ヤマノイモ ....................7667
かしゃば .........................アカメガシワ.................3536
.......................................フユイチゴ ....................4480
かしやば .........................アカメガシワ.................3537
.......................................フユイチゴ ....................4481
かしよし .........................ネジキ ...........................1929
かしらはけ .....................キヅタ ...........................2383
かじろ.............................ヤマナラシ ....................6719
かしわ.............................アカメガシワ.................3538
.......................................サルトリイバラ .............8134
.......................................フユイチゴ ....................4482
.......................................ホウロクイチゴ .............4509
.......................................ミズナラ ........................6595
かしわいちご ..................フユイチゴ ....................4483
.......................................ホウロクイチゴ .............4511
かしわぎ .........................アカメガシワ.................3545
かしわのは .....................サルトリイバラ .............8138
かしわもち .....................サルトリイバラ .............8141
かしわもちのは ..............サルトリイバラ .............8142
かしわんど .....................アカメガシワ.................3548
かしわんどー ..................アカメガシワ.................3549
かすなり .........................ナツハゼ ........................2171
かずのこぐさ ..................イヌビエ ........................7177
.......................................カズノコグサ.................7107
かずら.............................クズ ...............................4002
かずらぐみ .....................ツルグミ ........................2707
かずらめ .........................カモジグサ ....................7080
かぜぐるま .....................ヒイラギの葉.................1723
かせぼ.............................アセビ ...........................1969
かたぎ.............................カシ類 ...........................6510
かたくり .........................ウバユリ ........................7940
かたこしき .....................カナメモチ ....................4170
.......................................カマツカ ........................4207
かたごしき .....................カマツカ ........................4208
かたざくら .....................リンボク ........................4305
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かたしろぐさ ..................ハンゲショウ.................5136
かたつきば .....................タラヨウ ........................3143
かたつけ .........................ユキノシタ ....................4792
かたつけば .....................タラヨウ ........................3144
.......................................ユズリハ ........................3481
かたなぎ .........................コシアブラ ....................2310
.......................................ホオノキ ........................5555
かたばしか .....................クマノミズキ.................2446
かたばみ .........................カタバミ ........................3684
.......................................ムラサキカタバミ .........3724
かだめ.............................ワカメ ...............................11
かちかちばな ..................ヤマエンゴサク .............4895
かつおぐさ .....................カモノハシ ....................7279
かっか.............................カキ ...............................1803
かっけそう .....................ノギラン ........................8047
かっこ.............................ウツボグサ ....................1393
.......................................ホタルブクロ.................1056
かっこうき .....................カンコノキ ....................3514
かっこうぎ .....................カンコノキ ....................3515
かっこうそう ..................ホタルブクロ.................1059
かっこうばな ..................ホタルブクロ.................1060
かっこーのき ..................カンコノキ ....................3517
かっこそう .....................ホタルブクロ.................1062
かっこのき .....................カンコノキ ....................3518
.......................................ホタルブクロ.................1063
かっこば .........................カラムシ ........................5993
かっこぱん .....................ウツボグサ ....................1394
かったいばな ..................ヒガンバナ ....................7717
がったりばな ..................ヒガンバナ ....................7718
かったろばな ..................ヒガンバナ ....................7719
かっつけだま ..................ジャノヒゲ ....................8054
.......................................ドングリ（実）...............6610
.......................................ナギの果実 ......................616
.......................................ヤシの種子 ....................7074
かつばき .........................フヨウ ...........................2763
かっぽ.............................ササユリ ........................8024
かっぽん .........................ホタルブクロ.................1064
かつぽん .........................ヒガンバナ ....................7720
かつら.............................カツラ ...........................5333
かないちご .....................ニガイチゴ ....................4459
かなかないちご ..............クサイチゴ ....................4407
かなぎ.............................ツキ ...............................6347
かなけいちご ..................フユイチゴ ....................4485
.......................................ミヤマフユイチゴ .........4518
かなげいちご ..................ミヤマフユイチゴ .........4519
かなしだ .........................リュウビンタイ ...............229
かなたぐさ .....................ムラサキカタバミ .........3725
かなめ.............................カナメモチ ....................4171
かなめのき .....................カナメモチ ....................4172
がにかずら .....................カニクサ..........................314
.......................................ボタンヅル ....................5289
かにくさ .........................カニクサ..........................315
.......................................コウボウムギ.................6902
がにくさ .........................コウボウムギ.................6903
かにぐし .........................コアカソ ........................6035
がにくし .........................コアカソ ........................6037
がにぐし .........................コアカソ ........................6038
かにさし .........................コアカソ ........................6039
かにざし .........................コツクバネ ....................1113
がにさし .........................コアカソ ........................6041
かにさん .........................コアカソ ........................6042
かにしば .........................コアカソ ........................6043
かにしゃぼてん ..............カニバサボテン .............5566
かにつぶし .....................コアカソ ........................6045
かにびしゃ .....................コアカソ ........................6046
がにびしゃ .....................コアカソ ........................6048
かにぶし .........................コアカソ ........................6051
がにぶし .........................コアカソ ........................6052
がにめ.............................キカシグサ ....................2521
がねぐさ .........................エノコログサ.................7470
かのこゆり .....................オニユリ ........................8012
かはいもり .....................イワギボウシ.................7979
かはき.............................トガサワラ ......................507

かはぜ.............................ハゼ ...............................3311
かぶち.............................インゲンマメ.................3979
.......................................ダイダイ ........................3367
かぶちゃ .........................カボチャ ........................2542
かぶとぎく .....................カワチブシ ....................5254
.......................................トリカブト ....................5256
かぶら.............................カブ ...............................4836
かぶれのかっぽん...........ヒガンバナ ....................7721
かぶれのはな ..................ヒガンバナ ....................7724
かぶればな .....................ヒガンバナ ....................7726
かぶれんしょ ..................ヒガンバナ ....................7727
かぶれんしょう ..............ヤマウルシ ....................3322
かぶれんしょー ..............ヒガンバナ ....................7728
かぶろぐさ .....................ジャノヒゲ ....................8056
かへるくさ .....................トチカガミ ....................8202
かぼちゃ .........................ボウブラ ........................2559
かぼら.............................カブ ...............................4838
かまこぶち .....................イヌツゲ ........................3045
かまつぶし .....................カマツカ ........................4209
.......................................カマツカ類 ....................4244
.......................................ネジキ ...........................1930
.......................................ミヤマイボタ.................1691
かまねじ .........................カマツカ ........................4215
かまねぶり .....................カマツカ ........................4216
がまんど .........................ウラジロ..........................284
かみさかき .....................サカキ ...........................4979
かみしば .........................サカキ ...........................4980
かみそ.............................ガンピ ...........................2743
.......................................コウゾ ...........................6100
かみそりぎ .....................ニシキギ ........................3003
かみそりなげ ..................ウリカワ ........................8211
かみなりぎ .....................アカメガシワ.................3550
かみなりぐさ ..................ユキノシタ ....................4793
かみなりささげ ..............キササゲ ........................6761
.......................................ササゲ ...........................4081
かみなりそー ..................コウゾリナ ......................967
かみなりのくちひげ .......ヒカゲノカズラ ...............103
かみなりのへそ ..............スギナ .............................183
かみなりびょーな...........イヌビユ ........................5599
かみのき .........................タンナサワフタギ .........1741
かみり.............................ガンピ ...........................2745
かむしば .........................タムシバ ........................5548
.......................................ダムシバ ........................5553
かめかぐら .....................ヒガンバナ ....................7729
かめかんぐら ..................ヒガンバナ ....................7730
かめちょ .........................ムラサキカタバミ .........3726
かもうり .........................トウガン ........................2527
かもじわかめ ..................ワカメ ...............................12
かもやぐさ .....................イヌビエ ........................7178
かや ................................カヤ .................................646
.......................................ススキ ...........................7292
.......................................チガヤ ...........................7211
がや ................................カヤ .................................647
かやつり .........................ミズガヤツリ.................6950
かやつりぐさ ..................カヤツリグサ.................6916
.......................................クグガヤツリ.................6926
.......................................コゴメガヤツリ .............6927
.......................................チャガヤツリ.................6939
かやぶ.............................ススキ ...........................7298
かやぼ.............................ススキ ...........................7300
.......................................チガヤ ...........................7212
かやらん .........................カヤラン ........................6868
かやんぼ .........................ススキ ...........................7301
かゆみつつじ ..................ツツジ類 ........................2048
がらがら .........................タケニグサ ....................4908
.......................................ヒメコバンソウ .............7108
からからいちご ..............クサイチゴ ....................4409
がらがらぐさ ..................ヌカキビ ........................7320
からからさう ..................タケニグサ ....................4911
からくさ .........................マツバボタン.................5694
からくさしだ ..................ヒメハシゴシダ ...............393
からし.............................カラシナ ........................4840
.......................................マタデ ...........................5771

からし.............................ヤナギタデ ....................5788
からすうちわ ..................シャガ ...........................7606
.......................................ヒオウギ ........................7592
からすうちわのおばさ ...シャガ ...........................7607
からすうり .....................モミジカラスウリ .........2598
からすおうぎ ..................シャガ ...........................7608
.......................................ヒオウギ ........................7593
からすおうぎのおば .......シャガ ...........................7609
からすきぐさ ..................ヌマダイコン ..................654
からすぎぐさ ..................ヌマダイコン ..................655
からすのいちご ..............ヘビイチゴ ....................4125
からすのうちわ ..............シャガ ...........................7610
.......................................ヒオウギ ........................7596
からすのうり ..................カラスウリ ....................2573
からすのおうぎ ..............シャガ ...........................7611
.......................................ヒオウギ ........................7599
からすのおーぎ ..............シャガ ...........................7612
からすのけし ..................ノグルミ ........................6775
からすのしょーべんたご ....リンドウ ........................1622
からすのしょーべんたんご ...リンドウ ........................1623
からすのぜに ..................テイカカズラ.................1593
.......................................マメヅタ..........................406
からすのつめ ..................ゼンマイ..........................231
からすのなし ..................イヌビワ ........................6201
からすのふんぐり...........カラスウリ ....................2576
.......................................カラスウリの果実 .........2581
からすのまくら ..............カラスウリ ....................2577
.......................................カラスウリの果実 .........2582
からすのまめ ..................カラスノエンドウ .........4059
.......................................コマツナギ ....................3909
からすまめ .....................カラスノエンドウ .........4061
からすもも .....................ナツハゼ ........................2172
からたち .........................カラタチ ........................3420
.......................................カラタチバナ.................1837
からぼし .........................カラムシ ........................5995
からまめ .........................ラッカセイ ....................3785
がらみ.............................オトコヨウゾメ .............1146
.......................................ガマズミ ........................1153
.......................................コバノガマズミ .............1180
.......................................コミヤマガマズミ .........1190
.......................................ミヤマガマズミ .............1192
からむし .........................カラムシ ........................5996
.......................................ヤブマオ ........................6070
からもし .........................カラムシ ........................5997
からもも .........................ガマズミ ........................1159
がりがりかずら ..............ボタンヅル ....................5290
かりやす .........................アブラススキ.................7175
かるかや .........................アブラガヤ ....................6971
.......................................オガルカヤ ....................7132
.......................................ワレモコウ ....................4535
がるみ.............................ガマズミ ........................1160
.......................................ミヤマガマズミ .............1195
かるめんどう ..................シロダモ ........................5461
かろうじ .........................カラムシ ........................5998
かろじ.............................カラムシ ........................5999
かわいもじ .....................ギボウシ ........................7984
.......................................ギボウシ属 ....................7989
.......................................ギボウシ類 ....................7997
かわいもり .....................イワギボウシ.................7980
かわき.............................トガサワラ ......................508
かわきさわら ..................トガサワラ ......................515
かわきとが .....................トガサワラ ......................516
かわぐみ .........................アキグミ ........................2697
かわぐるみ .....................ノグルミ ........................6776
かわさつき .....................サツキ ...........................2037
かわしで .........................アサダ ...........................6713
かわたで .........................オオイヌタデ.................5760
.......................................ボントクタデ.................5770
かわたんぼ .....................イヌビワ ........................6205
かわたんぽ .....................イヌビワ ........................6207
かわつげ .........................キブシ ...........................2604
かわつばき .....................フヨウ ...........................2764
かわな.............................ギボウシ ........................7985
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かわな.............................ギボウシ属 ....................7990
.......................................ギボウシ類 ....................7999
かわなすび .....................イヌビワ ........................6208
かわのり .........................アマノリ ...........................75
かわばたのまるばのやなぎ ...カワラハンノキ .............6613
かわぶどう .....................エビヅル ........................2878
かわぶどー .....................エビヅル ........................2881
かわやなぎ .....................アカメヤナギ.................6745
.......................................ネコヤナギ ....................6755
かわらげえと ..................ノゲイトウ ....................5624
かわらだけ .....................メダケ ...........................7410
かわらどくさ ..................イヌドクサ ......................180
かわらふじ .....................サイカチ ........................3889
かわらまめ .....................カワラケツメイ .............3843
かわらよむぎ ..................カワラヨモギ ..................675
かんいちご .....................フユイチゴ ....................4486
がんくびやぶたばこ .......ガンクビソウ類？ ...........745
かんご.............................カジノキ ........................6084
.......................................コウゾ ...........................6109
かんごそ .........................スイバ ...........................5947
かんごそー .....................ウツボグサ ....................1395
かんころ .........................ヤマノイモ ....................7668
かんざし .........................キツネアザミ ..................874
.......................................ヒメコバンソウ .............7109
かんしゃ .........................サトウキビ ....................7444
かんしょ .........................サトウキビ ....................7449
かんしょう .....................サトウキビ ....................7450
かんぞ.............................カンゾウ ........................3906
かんぞ（ど）....................カンゾウ ........................3908
かんちん .........................チャンチン ....................3343
がんつぶし .....................カタバミ ........................3686
かんてつ .........................シシガシラ ......................370
がんどころ .....................オニドコロ ....................7644
かんとりそう ..................カキドオシ ....................1335
かんとりそー ..................カキドオシ ....................1336
がんび.............................ガンピ ...........................2746
がんぴ.............................ガンピ ...........................2749
かんぶと .........................テングサ ...........................56
.......................................マクサ ...............................51
かんろかずら ..................サネカズラ ....................5505
かんわらび .....................オオハナワラビ ...............226
.......................................フユノハナワラビ ...........227

【き】

きあか.............................タイトゴメ ....................4823
きあけび .........................ミツバアケビ.................5204
ぎーすぐさ .....................ツユクサ ........................7527
きいちご .........................カジイチゴ ....................4384
.......................................キイチゴ ........................4391
.......................................ナガバモミジイチゴ ......4436
.......................................ナワシロイチゴ .............4447
.......................................フユイチゴ ....................4488
.......................................モミジイチゴ.................4531
きーはぜ .........................ヤマウルシ ....................3323
ききょう .........................キキョウ ........................1086
きく ................................シロムシヨケギク ...........757
きくさ.............................ツリガネニンジン .........1045
きくな.............................シュンギク ......................749
.......................................マツムシソウ.................1088
きくばどころ ..................カエデドコロ.................7651
きこがんぴ .....................キガンピ ........................2751
きこく.............................カラタチ ........................3421
きじかくし .....................コウヤボウキ ..................922
ぎしぎし .........................イタドリ ........................5847
.......................................オオバコ ........................1225
.......................................ギシギシ ........................5921
.......................................スイバ ...........................5948
.......................................スイバ、ギシギシ .........5964
.......................................ダイオウ ........................5908
きじなぐさ .....................アゼトウナ ......................794
きしゅういちご ..............キイチゴ ........................4393

きしゅうみかん ..............キシュウミカン .............3360
ぎすくさ .........................ツユクサ ........................7528
ぎすぐさ .........................ツユクサ ........................7529
きせるあざみ ..................アザミ類？ ......................762
きつねぐさ .....................アサマリンドウ .............1611
.......................................ヒカゲノカズラ ...............105
きつねつつじ ..................レンゲツツジ.................2108
きつねのお .....................ヒカゲノカズラ ...............107
きつねのおしろいはけ ...ノアザミ..........................769
.......................................ノハラアザミ ..................771
きつねのおび ..................ヒカゲノカズラ ...............111
きつねのかみ ..................ヒガンバナ ....................7731
きつねのかみそり...........ヒガンバナ ....................7732
きつねのくびまき...........ヒカゲノカズラ ...............112
きつねのしっぽ ..............ヒカゲノカズラ ...............114
きつねのしゃくじょう ...ツチアケビ ....................6849
きつねのしょいべんたご ......ホタルブクロ.................1065
きつねのしょうべんたご ......アサマリンドウ .............1612
.......................................ホタルブクロ.................1066
.......................................リンドウ ........................1624
きつねのしょーべんたが ......リンドウ ........................1628
きつねのしょーべんたご ......リンドウ ........................1629
きつねのしょーべんたんご ...リンドウ ........................1630
きつねのしょーべんばな .....リンドウ ........................1631
きつねのしょんべたご .......リンドウ ........................1632
きつねのしょんべたんご ....ツキミソウ ....................2491
.......................................リンドウ ........................1635
きつねのしょんべんたご ....ウツボグサ ....................1396
.......................................ヤブウツギ ....................1209
.......................................リンドウ ........................1636
きつねのしょんべんたんご ...アサマリンドウ .............1615
.......................................リンドウ ........................1638
きつねのしょんべんだんご ...リンドウsp. ...................1649
きつねのせきだ ..............ヒトツバ..........................438
きつねのそうめん...........ネナシカズラ.................1479
きつねのたすき ..............ヒカゲノカズラ ...............116
きつねのたんぽ ..............ノゲシ .............................988
きつねのたんぽぽ...........リンドウ ........................1639
きつねのちょうちん .......ツリガネニンジン .........1046
きつねのねぶか ..............ノビル ...........................7893
きつねのはらかけ...........ヒカゲノカズラ ...............125
きつねのはり ..................センダングサ ..................721
.......................................センダングサsp...............726
きつねのひらばり...........ヒガンバナ ....................7735
きつねのぼたん ..............センダングサ ..................723
きつねのまくら ..............ツルリンドウ.................1657
きつねばな .....................ヒガンバナ ....................7737
きないちご .....................ナガバモミジイチゴ ......4437
きぬぐさ .........................キヌクサ ...........................45
.......................................テングサ ...........................57
.......................................マクサ ...............................52
きのみ.............................ツバキ ...........................4967
.......................................ツバキの果実.................4969
.......................................ツバキの実 ....................4970
.......................................ヤブツバキ ....................4975
きのみのき .....................ヤブツバキ ....................4976
きはだ.............................キハダ ...........................3416
きび ................................モロコシ ........................7488
きぶし.............................ヌルデ ...........................3288
ぎぼし.............................ギボウシ ........................7986
.......................................ギボウシ属 ....................7988
.......................................ギボウシ類 ....................8003
ぎぼな.............................イワギボウシ.................7982
.......................................ギボウシ ........................7987
.......................................ギボウシ属 ....................7991
.......................................ギボウシ類 ....................8006
きゃるぐさ .....................ミゾソバ ........................5777
きやるぐさ .....................ミゾソバ ........................5778
きゅうねん .....................クネンボ ........................3362
きゅーねん .....................クネンボ ........................3361
きゅーねんぼ ..................クネンボ ........................3363
きゅーり .........................カタバミ ........................3688
.......................................キュウリ ........................2532

きゅーりぐさ ..................カタバミ ........................3689
ぎょうぎょうな ..............ゴンズイ ........................2961
ぎょうじゃのみず...........サンカクヅル.................2892
ぎょうぶ .........................リョウブ ........................2187
ぎょーぶ .........................リョウブ ........................2190
きよめな .........................ズイナ ...........................4739
きりくさ .........................クワクサ ........................6132
きりぐさ .........................クワクサ ........................6133
きりしまみずき ..............コウヤミズキ.................4824
きりすぐさ .....................ツユクサ ........................7532
きりすのはな ..................ツユクサ ........................7534
きりのしょうべん...........サルオガセ属 ......................3
きりめ.............................アラメ ...............................18
きりょうすすき ..............ススキ ...........................7302
きりんそう .....................アキノキリンソウ ...........978
きわだ.............................キハダ ...........................3417
ぎんいも .........................ジャガイモ ....................1303
きんか.............................カボチャ ........................2546
.......................................キンカン ........................3409
きんかん .........................カボチャ ........................2548
ぎんきょうぎ ..................ジンチョウゲ.................2731
きんぎょそう ..................キツリフネ ....................3165
きんぎょも .....................フサモ ...........................2482
きんさき .........................ヒガンバナ ....................7740
きんしょうぶ ..................ヒメヒオウギズイセン ....7604
きんしょーぶ ..................ヒメヒオウギズイセン ....7605
きんそう .........................キツネノボタン .............5316
.......................................ノキシノブ ......................422
きんそー .........................ウマノアシガタ .............5307
.......................................キツネノボタン .............5318
きんだま .........................ジャノヒゲの実 .............8075
きんちょう .....................ジンチョウゲ.................2733
ぎんちょうげ ..................ジンチョウゲ.................2734
ぎんなん .........................イチョウ..........................447
ぎんなんのき ..................イチョウ..........................448
きんぽうげ .....................キツネノボタン .............5319
ぎんまめ .........................ヤブマメ ........................3774
きんもくせい ..................キンモクセイ.................1692
ぎんれいか .....................ギンレイカ ....................1829

【く】

くあえ.............................クワイ ...........................8219
ぐいないのこんにゃく ...マムシグサ類.................7006
くえぎ.............................ウラジロノキ.................4543
くく ................................クコ ...............................1278
くさいちご .....................オランダイチゴ .............4155
くさえんじゅ ..................クララ ...........................4048
くさぎ.............................カンボク ........................1178
.......................................クサギ ...........................1435
くさぎな .........................クサギ ...........................1442
くさたづ .........................ソクズ ...........................1135
くさにつとこ ..................ソクズ ...........................1136
くさのぼたん ..................ヒメノボタン.................2501
くさのみ .........................イノコズチ ....................5579
.......................................ササクサ ........................7283
.......................................ヌスビトハギ類 .............3869
くさばな .........................ナギナタコウジュ .........1332
くさまお .........................アオカラムシ.................5985
くさまき .........................イヌマキ..........................599
くししだ .........................イノデ類..........................390
くじらぐさ .....................ハマウツボ ....................1234
くす ................................クスノキ ........................5354
くず ................................クズ ...............................4008
くずかずら .....................クズ ...............................4009
くすね.............................ホラシノブ ......................347
くずは.............................クズ ...............................4012
くずば.............................クズ ...............................4013
くずはかずら ..................クズ ...............................4016
くずばかずら ..................クズ ...............................4017
くずもりかずら ..............クズ ...............................4021
くすりぐさ .....................ツボクサ ........................2255
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くそくさぎ .....................ゴンズイ ........................2963
くそだら .........................カラスザンショウ .........3448
くそばしか .....................ミズキ ...........................2461
くそふうらん ..................ノキシノブ ......................424
くそまき .........................イヌマキ..........................600
くそんど .........................シシウド ........................2241
くちだき .........................ハリギリ ........................2390
ぐちなーいちご ..............フユイチゴ ....................4489
ぐちなあばな ..................ヒガンバナ ....................7741
ぐちないちご ..................ヘビイチゴ ....................4126
.......................................ヤブヘビイチゴ .............4136
くちなし .........................クチナシ ........................1517
くちなしかずら ..............サカキカズラ.................1586
くちなすいすい ..............エゾノギシギシ .............5914
くちなのしょんべたご ...リンドウ ........................1640
くちなわいたんぼ...........イタドリ ........................5848
くちなわいちご ..............ヘビイチゴ ....................4127
くぢなわいちご ..............ヘビイチゴ ....................4132
ぐちなわいちご ..............ヘビイチゴ ....................4133
.......................................ヤブヘビイチゴ .............4137
くちなわすいすい...........ギシギシ ........................5925
くちなわばな ..................ヒガンバナ ....................7742
くちはげいちご ..............コウゾ ...........................6113
くつくさ .........................センニチソウ.................5268
.......................................センニンソウ.................5280
.......................................ヒガンバナ ....................7743
くつぐさ .........................センニンソウ.................5281
くつわかずら ..................クズ ...............................4022
くつわばな .....................ツユクサ ........................7535
くぬぎ.............................アベマキ ........................6403
.......................................クヌギ ...........................6512
くねっぽ .........................クネンボ ........................3364
くのぎ.............................クヌギ ...........................6513
くはせうらん ..................ミヤマウズラ.................6866
くびきりそう ..................スミレ ...........................2639
ぐべ ................................ムベ ...............................5214
くまいちご .....................エビガライチゴ .............4381
.......................................キイチゴ ........................4395
.......................................クマイチゴ ....................4422
.......................................ニガイチゴ ....................4461
.......................................フユイチゴ ....................4490
くまいばら .....................クマイチゴ ....................4427
くまざさ .........................スズタケ ........................7458
くましだ .........................ウラジロ..........................285
.......................................コシダ .............................242
くまたか .........................アオノクマタケラン ......6877
くまっこしだ ..................ウラジロ..........................291
くまっちょ .....................ウラジロ..........................292
くまのいわらん ..............ナツエビネ ....................6807
くまのはぐま ..................テイショウソウ ...............656
くまびえ .........................ノビエ ...........................7186
.......................................ヒエ類 ...........................7190
ぐみ ................................アキグミ ........................2698
.......................................ナワシログミ.................2716
くもかき .........................ハマナツメ ....................2948
くもきり .........................ミヤマウズラ.................6867
くもつき .........................オオアレチノギク ...........787
.......................................ユクノキ ........................3855
くもつきのき ..................チャンチン ....................3344
くようもみじ ..................コハウチワカエデ .........3271
.......................................ヒナウチワカエデ .........3276
くらいぼた .....................ヒメイタビ ....................6284
くらら.............................ヌスビトハギ.................3863
.......................................ミヤマトベラ.................3878
ぐらら.............................ミヤマトベラ.................3879
くり ................................クリ ...............................6348
くるすび .........................オニグルミ ....................6765
くるまぎ .........................カゴノキ ........................5431
.......................................タカノツメ ....................2370
くるまぐさ .....................ホトケノザ ....................1340
くるまじんじゃ ..............ミズキ ...........................2462
くるまじんだ ..................イイギリ ........................2674
.......................................エゴノキ ........................1762

くるまじんだ ..................ミズキ ...........................2463
くるまそう .....................ホトケノザ ....................1342
くるまばがし ..................ミズキ ...........................2464
くるまみずき ..................ミズキ ...........................2465
くるみ.............................オニグルミ ....................6767
くろえんじゅ ..................イヌエンジュ.................3958
くろーば .........................シロツメクサ.................4050
.......................................ムラサキツメクサ .........4056
くろーばー .....................シロツメクサ.................4051
.......................................ムラサキツメクサ .........4057
くろがき .........................トキワガキ ....................1814
くろかけまめ ..................ダイズ ...........................3900
くろかし .........................シラカシ ........................6564
くろがね .........................クマヤナギ ....................2912
くろがねかずら ..............オオクマヤナギ .............2910
.......................................クマヤナギ ....................2913
くろき.............................モミ・ツガ類 ..................530
.......................................松栂樅等..........................652
.......................................杉、檜以外の針葉樹........651
くろくさぎ .....................ゴンズイ ........................2964
くろじ.............................カラムシ ........................6000
くろずる .........................サトイモ ........................7023
くろそ.............................カジノキ ........................6087
くろだけ .........................クロチク ........................7366
くろだら .........................ハリギリ ........................2391
くろちく .........................クロチク ........................7367
くろぢしゃ .....................ウコンバナ ....................1201
くろばあ .........................シロツメグサ.................4055
くろばー .........................シロツメクサ.................4052
くろぶな .........................イヌブナ ........................6383
くろべすぎ .....................ネズコ .............................590
くろまめ .........................ダイズ ...........................3901
くろもじ .........................クロモジ ........................5402
くろもも .........................ナツハゼ ........................2173
くわ ................................クワ ...............................6297
くわい.............................オモダカ ........................8214
くわいぐさ .....................アギナシ ........................8204
.......................................オモダカ ........................8217
くわえ.............................クワイ ...........................8221
くわぐさ .........................カラムシ ........................6001
くわずのくり ..................トチノキ ........................3196
.......................................トチノキの果実 .............3200
くわないちご ..................ヘビイチゴ ....................4134
くわのき .........................クワ ...............................6298
くわまた .........................イシゲ ...............................29
.......................................ヒバマタ .............................6
くわらぐみ .....................ツルグミ ........................2709
くんしょうぐさ ..............ヤエムグラ ....................1514

【け】

けあしぼそ .....................アシボソ ........................7290
けいと.............................ケイトウ ........................5615
けいま.............................バクチノキ ....................4272
けいらん .........................シラン ...........................6796
けえと.............................ケイトウ ........................5616
けーと.............................ケイトウ ........................5617
げし ................................スイバ ...........................5952
げしじろ .........................ハンゲショウ.................5137
けしぼたん .....................ダリア .............................795
けずら.............................イヌツゲ ........................3050
.......................................キイシモツケ.................4568
げただら .........................カラスザンショウ .........3449
げたのお .........................ミズヒキ ........................5738
げたのはな .....................ミズヒキ ........................5739
けっとう .........................ケイトウ ........................5619
けつねのかみそり...........ヒガンバナの葉 .............7867
けつねのしょんべたんご ....ハマヒルガオ.................1473
.......................................リンドウsp. ...................1650
けつねのしょんべんたんご ...ツキミソウ ....................2492
けづら.............................イヌツゲ ........................3051
けと ................................ケイトウ ........................5620

けむし.............................エノコログサ.................7471
.......................................エノコログサ類 .............7481
.......................................キンエノコロ.................7482
けむしぐさ .....................アワガエリ ....................7346
けもも.............................モモ ...............................4276
けや ................................ケヤキ ...........................6340
.......................................サクラ ...........................4264
けやき.............................ケヤキ ...........................6341
けやのき .........................ケヤキ ...........................6343
けん ................................ケンポナシ ....................2933
げんげ.............................ゲンゲ ...........................3802
げんこべ .........................キュウリの未熟果 .........2534
.......................................スイカの小さな実 .........2531
けんしぼたん ..................ダリア .............................796
けんのき .........................イイギリ ........................2677
.......................................ケケンポナシ.................2920
.......................................ケンポナシ ....................2936
げんのしょうこ ..............ゲンノショウコ .............3655
けんのみ .........................ケンポナシの肉質枝及び果実...2946
けんぽ.............................ケンポナシ ....................2937
けんぽうのき ..................ケケンポナシ.................2923
けんぽなし .....................ケンポナシ ....................2940
けんぽんなし ..................ケケンポナシ.................2924

【こ】

こあじも .........................コアマモ ........................8199
こあま.............................キヌクサ ...........................46
こいさん .........................ヒキオコシ ....................1409
こいちじく .....................イヌビワ ........................6210
こいも.............................サトイモ ........................7024
ごう ................................マツの落葉 ......................496
こうぞ.............................カジノキ ........................6091
.......................................コウゾ ...........................6114
こうのき .........................シキミ ...........................5470
ごうのき .........................ヤマウルシ ....................3324
こうのはな .....................シキミ ...........................5474
こうばち .........................シオジ ...........................1666
こうはな .........................シキミ ...........................5477
こうばな .........................シオジ ...........................1667
こうぼういちご ..............ヤナギイチゴ.................6073
こうぼうだいしくわずのくり ...トチノキ ........................3197
こうぼうだいしのふでふき ...ミズヒキ ........................5740
こうぼうだいしのふでふきぐさ ...ミズヒキ ........................5741
こうぼうちや ..................アオハダ ........................3037
こうぼうのふでふきぐさ ....ミズヒキ ........................5742
こうほね .........................コウホネ ........................5145
こうぼれ .........................ウツギ ...........................4629
こうめ.............................ニワウメ ........................4268
こうやちく .....................スズタケ ........................7459
こうやまき .....................コウヤマキ ......................534
こうらぎ .........................タケニグサ ....................4912
こうらご .........................タケニグサ ....................4914
こうらばな .....................ヒガンバナ ....................7744
ごうらばな .....................ヒガンバナ ....................7745
こうろぎ .........................タケニグサ ....................4917
こうろご .........................タケニグサ ....................4919
ごえくさ .........................クロホシクサ.................7522
こえべしょ .....................ノブドウ ........................2812
ごぉ ................................マツの落葉 ......................497
ごお ................................マツの枯落葉 ..................495
こーか.............................ネムノキ ........................3735
.......................................ベニバナ..........................747
こーじ.............................チガヤ ...........................7213
.......................................ミカン ...........................3389
こーじばな .....................ハハコグサ ......................852
こーじんまつ ..................荒神様にささげる松の切り枝 .....506
こーぞ.............................カジノキ ........................6093
こーのき .........................シキミ ...........................5478
こーのきはな ..................シキミ ...........................5479
こーのはな .....................シキミ ...........................5480
こーばち .........................シオジ ...........................1668
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こーばち .........................ヤマコウバシ.................5427
こーぶし .........................ハマスゲ ........................6941
こーぼーちゃ ..................カワラケツメイ .............3844
こーぼーのふでふきぐさ ....ミズヒキ ........................5743
こぉやまき .....................コウヤマキ ......................535
こーらばな .....................ヒガンバナ ....................7746
ごぉらばな .....................ヒガンバナ ....................7747
こーろぎぐさ ..................ツユクサ ........................7536
こが ................................カゴノキ ........................5432
.......................................タブノキ ........................5445
こかし.............................アラカシ ........................6425
こがし.............................アラカシ ........................6426
.......................................ツクバネガシ.................6583
ごがつぐみ .....................ナワシログミ.................2718
ごがつゆり .....................ササユリ ........................8025
こがねえんじゅ ..............メギ ...............................5231
こがねしのぶ ..................ハイホラゴケ ..................334
こがねばち .....................ミヤコグサ ....................3947
こかのき .........................カゴノキ ........................5438
こがのき .........................カゴノキ ........................5439
ごがみ.............................イケマ ...........................1578
こきな.............................ズイナ ...........................4744
ごきのき .........................アカメガシワ.................3552
こぐみ.............................コムギ ...........................7498
こくりばら .....................カラハナソウ.................6293
こくわう .........................シマサルナシ.................5100
こけ ................................サルオガセ..........................1
こげ ................................ヒデリコ ........................6966
こけこっこ .....................ツユクサ ........................7537
こけこっこばな ..............ツユクサ ........................7538
こごめいちご ..................ヤナギイチゴ.................6074
こごめつつじ ..................ウンゼンツツジ .............2012
.......................................バイカツツジ.................2055
こごめのき .....................コゴメウツギ.................4594
.......................................コバノガマズミ .............1184
こごめばな .....................ユキヤナギ ....................4580
こごもばな .....................ユキヤナギ ....................4585
ごさいば .........................アカメガシワ.................3553
こさかき .........................クロソヨゴ ....................3107
ごさば.............................アカメガシワ.................3555
こさんちく .....................ホテイチク ....................7374
ごさんちく .....................ホテイチク ....................7376
ごさんば .........................アカメガシワ.................3562
.......................................カシ類？ ........................6511
こじ ................................チガヤ ...........................7214
こしあぶら .....................コシアブラ ....................2311
こじい.............................ツブラジイ ....................6366
こじー.............................ツブラジイ ....................6367
こしき.............................カマツカ ........................4220
.......................................シャシャンボ.................2122
ごしき.............................カマツカ ........................4229
こじきひともじ ..............ノビル ...........................7894
こしこ.............................カマツカ ........................4230
こしだ.............................コシダ .............................243
ごしつ.............................イノコズチ ....................5580
こしで.............................アカシデ ........................6673
こしな.............................イヌワラビ ......................396
こしば.............................アセビ ...........................1970
こしゃぎ .........................コシアブラ ....................2312
こしゃのき .....................タカノツメ ....................2371
ごしゃば .........................アカメガシワ.................3563
ごしゅ.............................ゴシュユ ........................3406
こすげ.............................コカンスゲ ....................6905
.......................................ヒメカンスゲ.................6911
こすりのき .....................ヤブムラサキ.................1422
ごぜごぜ .........................ヤナギイチゴ.................6075
こぞ ................................コウゾ ...........................6116
こつき.............................ケヤキ ...........................6344
ごったれぼーしのはな ...ヒガンバナ ....................7748
こっといかけたか...........ウツボグサ ....................1398
こっぽ.............................ササユリ ........................8026
こでんまり .....................コデマリ ........................4575
こど ................................コウゾ ...........................6118

ことうぎり .....................アオギリ ........................2753
ことうじ .........................テイカカズラ.................1595
ことぉぎり .....................アオギリ ........................2754
ごとーぎり .....................アオギリ ........................2755
ことりとまらず ..............メギ ...............................5232
ことんぼそう ..................トンボソウ ....................6875
こな ................................ダイコン、カブの間引き菜 ...4890
こなつつばき ..................ヒメシャラ ....................5074
こぬぐす .........................タブノキ ........................5447
このてがえし ..................コノテガシワ ..................581
このはな .........................シキミ ...........................5482
こはぜ.............................チシャノキ ....................1454
こはな.............................シキミ ...........................5487
こばのよつばむぐら .......ヨツバムグラ.................1516
こばもち .........................コバンモチ ....................2785
.......................................モチノキ ........................3154
こばもちのおば ..............コバンモチ ....................2787
こばもちのおばさん .......コバンモチ ....................2789
こばんのき .....................キハギ ...........................3929
こびあ.............................イヌビワの雌.................6274
こびや.............................イヌビワ ........................6211
.......................................イヌビワの雌.................6275
ごびや.............................イヌビワ ........................6217
こひら.............................オバクサ ...........................54
こびら.............................ヒラクサ ...........................41
こびわ.............................イヌビワ ........................6219
こぶ ................................コンブ ...............................21
こぶぐさ .........................ハマスゲ ........................6942
こぶし.............................タムシバ ........................5549
.......................................ハマスゲ ........................6943
こぶどう .........................サンカクヅル.................2893
こぶやなぎ .....................キツネヤナギ.................6750
こべたたき .....................アセビ ...........................1971
ごぼ ................................ゴボウ .............................660
ごまくさ .........................タカサブロウ ..................820
こましだ .........................コシダ .............................244
ごましだ .........................コシダ .............................245
こましばり .....................オヒシバ ........................7193
こまちぐさ .....................ビジョザクラ.................1445
こまちそー .....................ビジョザクラ.................1446
こまっちょしだ ..............ウラジロ..........................293
こまつなぎ .....................キンミズヒキ.................4111
ごまめのき .....................ミツバアケビ.................5206
.......................................ミツバウツギ.................2973
ごまんじょ .....................イヌツゲ ........................3052
.......................................ウラジロ..........................294
.......................................コシダ .............................246
ごまんじょう ..................コシダ .............................247
ごまんじょー ..................コシダ .............................248
ごまんぞ .........................ウラジロ..........................295
ごまんど .........................ウラジロ..........................296
.......................................コシダ .............................249
こみこみ .........................ヤブムラサキ.................1423
こむぎらん .....................ムギラン ........................6805
ごむのき .........................ユーカリ ........................2502
こめいちご .....................ヤナギイチゴ.................6076
こめうつぎ .....................コツクバネ ....................1114
.......................................マルバウツギ.................4659
こめおつぎ .....................マルバウツギ.................4660
こめごめ .........................キブシ ...........................2608
.......................................ヤブムラサキ.................1426
.......................................ヤブムラサキ類 .............1430
ごめごめ .........................キブシ ...........................2609
.......................................マルバウツギ.................4664
.......................................ヤブムラサキ.................1427
こめこめうつぎ ..............コゴメウツギ.................4595
こめざくら .....................ユキヤナギ ....................4586
こめしだ .........................コシダ .............................250
こめしば .........................アセビ ...........................1972
.......................................ハマヒサカキ.................4990
.......................................ヒサカキ ........................5003
こめぢしゃ .....................チシャノキ ....................1455
こめつつじ .....................ウンゼンツツジ .............2013

コメツツジ .....................ウンゼンツツジ .............2014
こめつつじ .....................ウンゼンツツジ .............2016
.......................................ウンゼンツツジ？ .........2024
.......................................シロバナウンゼンツツジ ...2040
こめつぼ .........................イネ ...............................7313
ごめな.............................ズイナ ...........................4746
.......................................ハナイカダ ....................2437
.......................................ミツバウツギ.................2974
こめばな .........................ウツギ ...........................4630
.......................................カマツカ ........................4233
.......................................キイシモツケ.................4570
.......................................コデマリ ........................4578
.......................................マルバウツギ.................4665
.......................................ユキヤナギ ....................4587
こめびしゃこ ..................ハマヒサカキ.................4992
こもくさ .........................マコモ ...........................7516
こもそ.............................ツルミヤマシキミ .........3425
こもりば .........................アカメガシワ.................3567
ごようのまつ ..................ゴヨウマツ ......................473
ごよー.............................ゴヨウマツ ......................474
ごよーのまつ ..................ゴヨウマツ ......................475
ごよーまつ .....................ゴヨウマツ ......................476
ごらいばな .....................ヒガンバナ ....................7749
ごり ................................サトイモの葉柄 .............7041
こるくくぬぎ ..................アベマキ ........................6404
これん.............................バイカオウレン .............5295
ごろぼし .........................ヒガンバナ ....................7750
こんきく .........................エゾギク..........................742
こんぎく .........................エゾギク..........................744
こんこ.............................サルナシ ........................5091
ごんごろううじ ..............キンエノコロ.................7483
こんこん梨 .....................ヤマナシの実？ .............4332
こんじ.............................柑子 ...............................3404
.......................................柑子みかん ....................3405
ごんじー .........................イタドリ ........................5849
ごんずい .........................キブシ ...........................2613
.......................................コアジサイ ....................4683
こんちん .........................イヌエンジュ.................3959
.......................................ウリハダカエデ .............3253
.......................................キササゲ ........................6764
こんてりぎ .....................ガクウツギ ....................4668
こんとうかつら ..............ニシキソウ ....................3506
ごんどーかずら ..............サカキカズラ.................1587
こんにゃ .........................コンニャク ....................6991
ごんぱ.............................イタドリ ........................5850
ごんぱち .........................イタドリ ........................5851
こんぶぐさ .....................カニクサ..........................316
こんぺとぐさ ..................イヌタデ ........................5757
.......................................ウマノアシガタ .............5308
.......................................キツネノボタン .............5321
こんぺとそう ..................キツネノボタン .............5324
こんぺんそう ..................キツネノボタン .............5325
こんぺんとう ..................キツネノボタン .............5326
こんぺんとうぐさ...........キツネノボタン .............5327
こんぺんとー ..................ウマノアシガタ .............5309
.......................................キツネノボタン .............5328
.......................................タデ科一般 ....................5965
こんぺんとぐさ ..............キツネノボタン .............5329
ごんぼ.............................ゴボウ .............................665
ごんぼー .........................ゴボウ .............................673
ごんぼゆり .....................ウバユリ ........................7942
こんめ.............................コウメ ...........................4263
.......................................ニワウメ ........................4269
こんやく .........................コンニャク ....................6992

【さ】

さいぎ.............................ノダケ ...........................2253
さいこくばら ..................ヤマカシュウ.................8186
さいさいそー ..................キランソウ ....................1327
さいしん .........................カンアオイ類.................5114
さいちご .........................ナワシロイチゴ .............4449
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さいもり .........................アカメガシワ.................3570
さいもりて .....................アカメガシワ.................3572
さいもりのき ..................アカメガシワ.................3573
さいもりば .....................アカメガシワ.................3574
さいもりばのき ..............アカメガシワ.................3579
さいら.............................ギシギシ ........................5926
さえずり .........................ウリカワ ........................8212
さおとめかずら ..............ヘクソカズラ.................1537
さかき.............................サカキ ...........................4981
さかな.............................コシダ .............................253
.......................................シシガシラ ......................371
.......................................ホシダ .............................395
さかなぎく .....................シュウメイギク .............5261
さかなぐさ .....................シケシダ..........................399
.......................................シュウメイギク .............5262
.......................................ホソバシケシダ ...............400
さかやむすめ ..................ズイナ ...........................4749
さかやよめ .....................ズイナ ...........................4751
さがり.............................ナガバモミジイチゴ ......4438
さがりいちご ..................ナガバモミジイチゴ ......4440
.......................................モミジイチゴ.................4532
さがりぐみ .....................ツルグミ ........................2710
さきのうらん ..................ケイビラン ....................7875
さきらぼんぼ ..................サルトリイバラの実 ......8178
さくき.............................サトイモの葉柄 .............7042
さくさく .........................チヂミザサ ....................7307
さくら.............................ウワミズザクラ .............4258
.......................................ミズメ ...........................6637
.......................................ヤマザクラ ....................4280
さくらのり .....................アマノリ ...........................76
.......................................コメノリ ...........................38
.......................................ヨメノリ ...........................81
ささ ................................オカメザサ ....................7485
.......................................ケネザサ ........................7398
.......................................ネザサ ...........................7399
ささいちび .....................ササクサ ........................7284
ささぎ.............................インゲンマメ.................3980
.......................................ササゲ ...........................4082
.......................................ササゲの一種.................4087
ささくさ .........................コブナグサ ....................7097
ささぐさ .........................チヂミザサ ....................7309
ささげ.............................ササゲの一種.................4088
ささだけ .........................ヤダケ ...........................7433
ささみ.............................チガヤ ...........................7215
ささみぐさ .....................チガヤ ...........................7216
ささりんどう ..................ツユクサ ........................7539
さざんか .........................サザンカ ........................4955
さず ................................アカメガシワ.................3581
させぼ.............................シャシャンボ.................2123
させんぼ .........................アセビ ...........................1980
.......................................シャシャンボ.................2125
さつき.............................サツキ ...........................2038
さつきつつじ ..................ミツバツツジ類 .............2063
さつますぎ .....................ヒムロ .............................548
さつまひば .....................ヒムロ .............................549
さとがき .........................カキの一種 ....................1806
さとのき .........................ネズミモチ ....................1681
さねかずら .....................サネカズラ ....................5507
さねびかずら ..................アマヅル ........................2842
.......................................エビヅル ........................2882
.......................................サンカクヅルの茎葉 ......2900
.......................................ノブドウ ........................2813
さば ................................ギシギシ ........................5927
.......................................シシガシラ ......................373
さばいばら .....................ヘビノボラズ.................5224
さはぐは .........................フサザクラ ....................5334
さはふさぎ .....................ウコンバナ ....................1202
さむらいぐさ ..................タケニグサ ....................4921
さやまめ .........................エンドウマメ.................4001
.......................................ダイズ ...........................3902
さらそうじゅ ..................シャラノキ ....................5056
ざる ................................アカメガシワ.................3582
さるかきいばら ..............サルトリイバラ .............8145

さるかきいばら ..............ジャケツイバラ .............3817
.......................................タラノキ ........................2321
さるかけいばら ..............サルトリイバラ .............8146
.......................................ジャケツイバラ .............3822
.......................................ハマナツメ ....................2949
さるかけばら ..................ジャケツイバラ .............3825
さるきりばら ..................サルトリイバラ .............8147
さるこうべ .....................スズメノヤリ.................7587
さるこきいばら ..............サルトリイバラ .............8148
さるこべ .........................スズメノヤリ.................7588
さるすべり .....................ヒコサンヒメシャラ ......5063
.......................................ヒメシャラ ....................5075
.......................................リョウブ ........................2191
さるた.............................サルスベリ ....................2507
.......................................ヒコサンヒメシャラ ......5064
.......................................ヒメシャラ ....................5082
.......................................リョウブ ........................2192
さるたのき .....................ヒメシャラ ....................5086
さるで.............................シロモジ ........................5411
さるでのき .....................シロモジ ........................5413
さるとりいばら ..............ジャケツイバラ .............3827
.......................................ノイバラ、テリハノイバラなど ..4365
さるのくちひげ ..............ヒカゲノカズラ ...............127
さるのしやうが ..............アオネカズラ ..................432
さるのしょーが ..............アオネカズラ ..................433
さるのぜに .....................マメヅタ..........................407
さるのたすき ..................ヒカゲノカズラ ...............129
さるび.............................ミツバアケビ.................5207
さるびえ .........................イヌビエ ........................7179
さるふじ .........................ナツフジ ........................3971
さわぎり .........................イイギリ ........................2678
さわすぎ .........................ミズスギ..........................160
さわめぐさ .....................ヌスビトハギ.................3864
さわら.............................アスナロ..........................596
.......................................トガサワラ ......................518
さんがいばな ..................ホトケノザ ....................1344
さんがつまめ ..................ソラマメ ........................4067
さんがりいちご ..............キイチゴ ........................4396
さんきら .........................サルトリイバラ .............8149
さんきらい .....................サルトリイバラ .............8157
さんぎらい .....................サルトリイバラ .............8165
さんきらいばら ..............サルトリイバラ .............8166
.......................................ヤマカシュウ.................8187
さんきらぼんぼ ..............サルトリイバラ .............8169
.......................................サルトリイバラの実 ......8179
さんさいそう ..................キランソウ ....................1328
さんざらし .....................サンザシ ........................4122
さんしち .........................クチナシ ........................1519
さんしょ .........................サンショウ ....................3458
さんしょうぐさ ..............コミカンソウ.................3621
さんしょーぐさ ..............コミカンソウ.................3622
さんず.............................ダイダイ ........................3372
ざんず.............................ダイダイ ........................3375
さんどまめ .....................インゲンマメ.................3981
さんねんかずら ..............カギカズラ ....................1559
さんびき .........................クチナシ ........................1525
さんひち .........................クチナシ ........................1527
.......................................コクチナシ ....................1528
.......................................タウコギ..........................729
さんぼ.............................サンポウカン.................3366

【し】

しい ................................スダジイ ........................6357
.......................................ツブラジイ ....................6368
しー ................................ツブラジイ ....................6369
じいころし .....................ネジキ ...........................1931
じいちご .........................ナワシロイチゴ .............4450
しーとぎ .........................ホルトノキ ....................2793
じいとばば .....................シュンラン ....................6826
じいばば .........................シュンラン ....................6827
.......................................スミレ ...........................2640

じーばば .........................シュンラン ....................6831
しお ................................イワナシ ........................1883
しおぐさ .........................カタバミ ........................3690
しおち.............................ウラジロガシ.................6500
しかのうお .....................ウメモドキ ....................3087
しかのたけ .....................ウメモドキ ....................3088
しかのたち .....................シシウド ........................2242
しがらみ .........................ミゾカクシ ....................1078
しぎっと .........................スイバ ...........................5954
しきび.............................シキミ ...........................5488
.......................................ツルミヤマシキミ .........3426
しきぶ.............................シキミ ...........................5495
しきんす .........................フタリシズカ.................5115
じくしん .........................イヌビワ ........................6223
しこがき .........................ヤマハゼ ........................3334
じごくのかまのふた .......キランソウ ....................1329
じごくのじずえがき .......スギナ .............................184
ししあけび .....................ムベ ...............................5215
ししいちご .....................クマイチゴ ....................4430
ししうど .........................シシウド ........................2246
ししがや .........................カモジグサ ....................7083
ししぜり .........................キツネノボタン .............5330
ししだ.............................イイギリ ........................2679
ししだわら .....................シシウド ........................2248
ししどっぽ .....................ヤマラッキョウ .............7907
ししのはばき ..................バイケイソウ.................8194
じじばば .........................シュンラン ....................6832
じしばり .........................ジシバリ..........................880
ししみ.............................ヤブコウジ ....................1847
ししゃぼ .........................シャシャンボ.................2133
じじょぐさ .....................カモジグサ ....................7084
しそ ................................シソ ...............................1372
しそう.............................シソ ...............................1373
しだ ................................ウラジロ..........................297
.......................................コシダ .............................254
.......................................ワラビ .............................337
しだじい .........................スダジイ ........................6360
しだっこ .........................ウラジロ..........................300
しちく.............................ホテイチク ....................7378
しちごさん .....................ヤツブサ ........................1273
しちのき .........................タイミンタチバナ .........1861
しつじょー .....................タイミンタチバナ .........1862
しっち.............................タイミンタチバナ .........1863
しっちのき .....................タイミンタチバナ .........1866
しつんじょ .....................タイミンタチバナ .........1867
しで ................................アカシデ ........................6675
.......................................イヌシデ ........................6700
.......................................ザイフリボク.................4116
しでざくら .....................ザイフリボク.................4117
じとち.............................ミカエリソウ.................1352
しなかわむき ..................シナノキ ........................2777
しながわむき ..................スギ .................................531
しなぎり .........................アブラギリ ....................3502
しなのかはむき ..............シナノキ ........................2778
しなのき .........................シナノキ ........................2779
しなは.............................ギシギシ ........................5928
しなれんげ .....................ムラサキカタバミ .........3727
じねご.............................カラスムギ ....................7101
.......................................ツルボ ...........................8086
じねんじょ .....................ヤマノイモ ....................7669
じねんじょう ..................ヤマノイモ ....................7673
しのだけ .........................メダケ ...........................7412
しのと.............................ギシギシ ........................5930
しのね.............................ギシギシ ........................5933
.......................................スイバ ...........................5955
.......................................ダイオウ ........................5910
.......................................チガヤ ...........................7219
しのは.............................ギシギシ ........................5938
しのび車 .........................ジシバリ..........................882
しのぶ.............................イシカグマ ......................336
.......................................シノブ .............................351
.......................................ホラシノブ ......................348
しのぶだけ .....................メダケ ...........................7414
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しのべ.............................メダケ ...........................7415
しのべだけ .....................ネザサ ...........................7400
.......................................メダケ ...........................7416
しば ................................ギョウギシバ.................7135
しばあじさい ..................コアジザイ ....................4687
じはいいちご ..................フユイチゴ ....................4491
しばいも .........................スズメノヒエ.................7327
しばのき .........................ウラジロノキ.................4544
しひ ................................コジイ ...........................6350
じびおそ .........................ゲンノショウコ .............3658
しびっとばな ..................ヒガンバナ ....................7751
.......................................ホトトギス ....................8190
しびとぐさ .....................マツカゼソウ.................3356
しびとばな .....................ザイフリボク.................4118
.......................................ヒガンバナ ....................7752
じびゃくぐさ ..................ゲンノショウコ .............3659
じびやくぐさ ..................ゲンノショウコ .............3660
じびようぐさ ..................ゲンノショウコ .............3661
じびょーぐさ ..................ゲンノショウコ .............3662
じびょーそー ..................ゲンノショウコ .............3663
しぶた.............................カラムシ ........................6002
しぶとぐさ .....................ヒガンバナ ....................7760
しぶとばな .....................ヒガンバナ ....................7761
じぶり.............................ササゲの一種.................4089
しぶれ.............................ガマズミ ........................1162
.......................................コバノガマズミ .............1185
.......................................ミヤマガマズミ .............1196
.......................................ヤブデマリ ....................1198
しぶろ.............................ササゲの一種.................4090
じぶろ.............................ササゲの一種.................4091
じべたれぐさ ..................ゲンノショウコ .............3664
しほ ................................イワナシ ........................1884
しまあけび .....................ムベ ...............................5216
しまくら草 .....................ムラサキカタバミ .........3728
しまざさ .........................クマザサ ........................7455
しましで .........................アカシデ ........................6683
しましょーぶ ..................チグサ ...........................7345
しまな.............................ギボウシ属 ....................7992
しもあけび .....................ムベ ...............................5217
しもかずき .....................イソギク..........................804
しもかづき .....................イソギク..........................805
しゃが.............................シャガ ...........................7613
.......................................ヒオウギ ........................7601
じゃが.............................ジャガイモ ....................1304
じゃがいも .....................ジャガイモ ....................1305
しゃかき .........................サカキ ...........................4984
じゃがたらいも ..............ジャガイモ ....................1306
じゃがらがい ..................アマナ ...........................7914
しゃくしな .....................タイサイ ........................4849
しゃくじょう ..................ツチアケビ ....................6850
しゃくなん .....................シャクナゲ ....................2039
.......................................ツクシシャクナゲ .........2041
.......................................ホンシャクナゲ .............2059
しゃくら .........................サクラ ...........................4265
じゃくろ .........................ザクロ ...........................5725
しゃしゃぼ .....................シャシャンボ.................2135
しやしやぼ .....................シャシャンボ.................2136
しゃせぼ .........................シャシャンボ.................2137
じゃぜまめ .....................ダイズ ...........................3904
しゃせんぼ .....................アセビ ...........................1985
.......................................シャシャンボ.................2139
しゃっぽぎく ..................ヒャクニチソウ .............1037
しゃっぽばな ..................ヒャクニチソウ .............1038
しゃっぽんばな ..............ヒャクニチソウ .............1039
しゃぼてん .....................サボテン ........................5567
しゃみせんかずら...........カニクサ..........................317
しゃみせんぐさ ..............カニクサ..........................321
.......................................ナズナ ...........................4855
しゃみせんづる ..............カニクサ..........................322
しやろのふた ..................ジュンサイ ....................5144
しゃんしょ .....................サンショウ ....................3462
しゅーしばな ..................ヒサカキ ........................5004
しゅーしんば ..................ヒサカキ ........................5005

しゅうせんな ..................ダンドボロギク ...............824
じゅぅやく .....................ドクダミ ........................5119
じゅうやく .....................ドクダミ ........................5122
じゅーやく .....................ドクダミ ........................5120
しゅうらん .....................シラン ...........................6802
しゅーらん .....................シラン ...........................6801
しゆうらん .....................エビネ ...........................6806
じゅうりょう ..................カラタチバナ.................1838
しゅぅろ .........................シュロ ...........................7065
しゅうろ .........................シュロ ...........................7067
しゅーろ .........................シュロ ...........................7066
しゅくしゃ .....................ハナミョウガ.................6879
じゅず.............................ジュズダマ ....................7122
じゅずだま .....................ジュズダマ ....................7124
しゅりけんいちび...........イノコズチ ....................5581
しゅりけんいちべ...........ヒナタイノコズチ .........5596
じゅんさい .....................ヒツジグサ ....................5146
しょうぎな .....................ミツバウツギ.................2976
しょうぐさ .....................カタバミ ........................3691
しょうな .........................イヌビユ ........................5600
.......................................ミツバウツギ.................2977
じょうばな .....................リョウブ ........................2193
しょうぶ .........................ショウブ ........................6981
じょうぶ .........................リョウブ ........................2195
じょうぶな .....................リョウブ ........................2202
じょうぶのき ..................リョウブ ........................2203
じょうぼ .........................リョウブ ........................2205
しょーがつしだ ..............ウラジロ..........................301
しょーぎな .....................ミツバウツギ.................2978
しょーな .........................ミツバウツギ.................2979
じょーな .........................オオガラシ ....................4851
しょーぶ .........................セキショウ ....................6983
じょーぶ .........................リョウブ ........................2206
じょーぶな .....................リョウブ ........................2207
じょーぶのき ..................リョウブ ........................2208
じょーぼな .....................リョウブ ........................2209
しょぉろいも ..................ジャガイモ ....................1307
しょーろいも ..................ジャガイモ ....................1308
しょくだら .....................タラノキ ........................2324
しょしょがせ ..................アカメガシワ.................3583
じょじょぐさ ..................カモジグサ ....................7085
じょぼ.............................リョウブ ........................2210
じょぼな .........................リョウブ ........................2211
じょろぐさ .....................オガルカヤ ....................7133
.......................................カモジグサ ....................7086
しらかえで .....................イタヤカエデ.................3217
.......................................エンコウカエデ .............3257
しらかし .........................ウラジロガシ.................6501
.......................................シラカシ ........................6566
しらかわぼうふう...........カワラボウフウ .............2299
しらかんば .....................シラカンバ ....................2918
しらき.............................ウラジロノキ.................4546
.......................................シラキ ...........................3632
しらきめんどー ..............バリバリノキ.................5443
しらくち .........................サルナシ ........................5092
しらくちかずら ..............サルナシ ........................5095
しらくちづる ..................サルナシ ........................5097
しらしで .........................アカシデ ........................6684
.......................................イヌシデ ........................6701
しらつげ .........................サワフタギ ....................1734
.......................................タンナサワフタギ .........1742
しらつつじ .....................ヒカゲツツジ.................2058
しらてん .........................マクサ ...............................53
しらばい .........................ハイノキ ........................1750
しらはぎ .........................イヌハギ ........................3928
しらはぜ .........................ヤマハゼ ........................3335
しらみころし ..................メハジキ ........................1350
しらもみじ .....................エンコウカエデ .............3258
しりいたがいな ..............メヒシバ ........................7149
しろ ................................シュロ ...........................7069
しろあきび .....................アケビ ...........................5180
しろあけび .....................アケビ ...........................5181
しろがし .........................シラカシ ........................6568

しろき.............................ソヨゴ ...........................3110
しろぎく .........................タカサブロウ ..................822
しろぐみ .........................マルバグミ ....................2726
しろしだ .........................ヒメウラジロ ..................361
しろしのと .....................ギシギシ ........................5942
しろねぐさ .....................クサヨシ ........................7344
しろのき .........................シュロ ...........................7070
しろはしのき ..................ウリカエデ ....................3240
しろばなこつくばねうつぎ ...コツクバネウツギ .........1115
しろばなさばのお...........シロカネソウ.................5299
しろぶな .........................ブナ ...............................6386
じろべたろべえ ..............スミレ類 ........................2661
じろぼたろぼ ..................スミレ類 ........................2663
しろまめ .........................ダイズ ...........................3905
しろよめな .....................イナカギク ......................703
しろれんげ .....................シロツメクサ.................4053
しわすいちご ..................フユイチゴ ....................4492
.......................................ミヤマフユイチゴ .........4520
じんがらび .....................ヒカゲノカズラ ...............131
しんきく .........................シュンギク ......................752
しんぎく .........................シュンギク ......................753
しんだ.............................ウラジロ..........................302
じんだ.............................イイギリ ........................2680
.......................................シラキ ...........................3634
.......................................タカノツメ ....................2374
.......................................ミズキ ...........................2470
じんだいぎ .....................キブシ ...........................2614
じんたん .........................ウイキョウ ....................2276
じんちょ .........................ジンチョウゲ.................2736
しんぱく .........................ビャクシン ......................579
しんふり .........................オトコヨウゾメ .............1147
しんぶり .........................ウスノキ ........................2111
.......................................ガマズミ ........................1167

【す】

すいぎ.............................カタバミ ........................3692
.......................................スノキ ...........................2152
ずいき.............................サトイモの茎.................7039
.......................................サトイモの葉柄 .............7043
ずいぎ.............................バクチノキ ....................4273
すいぎぐさ .....................カタバミ ........................3693
ずいくき .........................サトイモ ........................7028
すいくさ .........................カタバミ ........................3694
すいごー .........................スグリ ...........................4781
すいごろ .........................スノキ ...........................2154
すいすい .........................イタドリ ........................5876
.......................................カタバミ ........................3695
.......................................ギシギシ ........................5943
.......................................スイバ ...........................5957
.......................................スノキ ...........................2155
.......................................ダイオウ ........................5911
すいすいぐさ ..................カタバミ ........................3698
.......................................スノキ ...........................2161
すいすいのみ ..................ナツハゼ ........................2175
すいすいば .....................カタバミ ........................3701
.......................................スイバ ...........................5960
すいすいばな ..................スイバ ...........................5961
すいだし .........................ギシギシ ........................5944
すいな.............................ズイナ ...........................4752
すいば.............................カタバミ ........................3702
.......................................スイバ ...........................5962
すいばな .........................コバノタツナミ .............1415
.......................................ハクチョウゲ.................1554
.......................................ムラサキカタバミ .........3729
すいもぐさ .....................カタバミ ........................3704
すいものぐさ ..................カタバミ ........................3705
.......................................タツナミソウ.................1417
すいもん .........................カタバミ ........................3707
.......................................スノキ ...........................2163
すいもんぐさ ..................カタバミ ........................3708
すいりょーひば ..............スイリユウヒバ ...............544

方　言 標準和名 コード 方　言 標準和名 コード 方　言 標準和名 コード

索引Ｂ（方言→標準和名→コード）

－ 180 －



すいれん .........................ヒツジグサ ....................5147
すかっぽ .........................イタドリ ........................5878
すがな.............................ツルボ ...........................8087
.......................................ノビル ...........................7895
.......................................ヒガンバナ ....................7769
すかんぼ .........................イタドリ ........................5880
すかんぽ .........................イタドリ ........................5883
.......................................スイバ ...........................5963
すぎ ................................スギ .................................532
すぎくさ .........................スギナ .............................185
すぎぐさ .........................スギナ .............................189
すぎな.............................スギナ .............................190
すぎなえぐさ ..................スギナ .............................192
すぎなぐさ .....................スギナ .............................193
すぎやまがんぴ ..............コショウノキ.................2729
すぎらん .........................マンネンスギ ..................157
すぐ ................................カンスゲ ........................6893
ずく ................................ヤマモガシ ....................5984
すくず.............................マツの落葉 ......................498
すくぞ.............................マツの落葉 ......................500
すくだ.............................マツの落葉 ......................501
すくど.............................マツの落葉 ......................502
ずくのき .........................ホルトノキ ....................2794
ずくろ.............................マツの落葉 ......................505
すぐわ.............................ヤマビワ ........................3188
すげ ................................カンスゲ ........................6894
.......................................テキリスゲ ....................6907
すけでっぽうだけ...........ヤダケ ...........................7434
すげな.............................スギナ .............................195
すここかずら ..................シマサルナシ.................5101
すごのき .........................ヤマビワ ........................3190
すごろ.............................ナツハゼ ........................2176
すじかずら .....................アキノウナギツカミ ......5753
すしたで .........................ハコネシダ ......................357
.......................................ハコネシダ、箱根草........358
すす ................................スズタケ ........................7460
すず ................................スズタケ ........................7461
.......................................ヒメコバンソウ .............7110
ずず ................................ジュスダマ ....................7120
.......................................ジュズダマ ....................7125
すずがや .........................ヒメコバンソウ .............7111
すすき.............................ススキ ...........................7303
すずくさ .........................ナズナ ...........................4856
.......................................ヒメコバンソウ .............7113
すずぐさ .........................ヒメコバンソウ .............7116
ずずくさ .........................ジュズダマ ....................7127
すすたけ .........................スズタケ ........................7462
すすだけ .........................メダケ ...........................7417
すすだま .........................ジャノヒゲ ....................8057
ずずたま .........................ジュズダマ ....................7128
ずずだま .........................ジュスダマ ....................7121
.......................................ジュズダマ ....................7129
すずむぎ .........................ハトムギ ........................7131
すずめのこうめ ..............ヤナギイチゴ.................6077
すずめのこむめ ..............ヤナギイチゴ.................6078
すずめのしそ ..................カタバミ ........................3709
すずめのまくら ..............イヨカズラ ....................1581
すすめのやり ..................スズメノヒエ.................7328
すだじい .........................スダジイ ........................6361
すっせそう .....................マツバボタン.................5695
すっぽん .........................イタドリ ........................5887
.......................................キブシ ...........................2615
.......................................キブシ、ハチジョウキブシ ..2636
.......................................コガクウツギ.................4688
.......................................スイナ ...........................4738
.......................................ノリウツギ ....................4706
.......................................ヤマブキ ........................4159
すなか.............................ツルボ ...........................8088
すなが.............................ツルボ ...........................8089
すのき.............................ナツハゼ ........................2177
すばな.............................チガヤ ...........................7220
すべ ................................イネの穂軸 ....................7316
すべり.............................スベリヒユ ....................5679

すべり.............................ヒメシャラ ....................5087
.......................................マツバボタン.................5696
すべりぐさ .....................スベリヒユ ....................5684
すべりそう .....................マツバボタン.................5699
すべりつつじ ..................ミツバツツジ類 .............2064
すべりな .........................スベリヒユ ....................5685
すべりひゆ .....................スベリヒユ ....................5687
すべりひょーな ..............スベリヒユ ....................5688
すまいとり .....................メヒシバ ........................7150
すみ ................................ガマズミ ........................1172
すみれ.............................スミレ類 ........................2664
すもうとりぐさ ..............オオバコ ........................1228
すもうとりばな ..............スミレ類 ........................2665
すもーとりぐさ ..............スミレ ...........................2641
.......................................スミレ類 ........................2666
すもとりぐさ ..................オヒシバ ........................7195
.......................................スミレ ...........................2642
.......................................スミレ類 ........................2667
.......................................タチツボスミレ .............2655
.......................................メヒシバ ........................7151
すもとりばな ..................スミレ ...........................2647
.......................................スミレ類 ........................2670
.......................................ヤマエンゴサク .............4897
すもも.............................カタバミ ........................3710
すももぐさ .....................カタバミ ........................3711
すもんとり .....................オヒシバ ........................7201
すもんとりばな ..............スミレ ...........................2653
ずわはき .........................アワブキ ........................3181

【せ】

せいきゅう .....................イヌザクラ ....................4246
せいきゅうざくら...........ウワミズザクラ .............4259
せいきゅーざくら...........イヌザクラ ....................4247
せいきょうざくら...........イヌザクラ ....................4248
.......................................ウワミズザクラ .............4260
せいたかきび ..................モロコシ ........................7490
せいだゆういも ..............ジャガイモ ....................1310
せいよーいちご ..............オランダイチゴ .............4156
せうがくばら ..................ヤマカシュウ.................8188
せえたかきび ..................モロコシ ........................7491
せきがら .........................シャガ ...........................7615
せきしょ .........................セキショウ ....................6984
せきしょう .....................セキショウ ....................6986
せきしょうぶ ..................セキショウ ....................6987
せきしょーぶ ..................セキショウ ....................6988
せきだかずら ..................テイカカズラ.................1596
.......................................ヒメイタビ ....................6285
せきりゆう .....................テイカカズラ.................1600
せきりゅーと ..................テイカカズラ.................1601
せせぼ.............................アセビ ...........................1987
せっけん .........................ネムノキ ........................3736
ぜに ................................マメヅタ..........................408
ぜにかずら .....................ヒメイタビ ....................6286
.......................................マメヅタ..........................409
ぜにくさ .........................カタバミ ........................3712
.......................................チドメグサ ....................2281
.......................................チドメグサ及び近縁種 ..2286
.......................................マメヅタ..........................410
ぜにぐさ .........................チドメグサ ....................2282
.......................................マメヅタ..........................412
ぜにご.............................カタバミ ........................3713
ぜにごけ .........................ヒメチドメ ....................2290
.......................................マメヅタ..........................413
せり ................................セリ ...............................2294
せん ................................ハリギリ ........................2392
ぜんそくたばこ ..............チョウセンアサガオ ......1274
せんだ.............................センダン ........................3347
せんだい .........................センダン ........................3349
せんだのき .....................センダン ........................3351
せんだん .........................センダン ........................3352
せんにちこ .....................センニチコウ.................5625

せんぶり .........................ガマズミ ........................1173
.......................................ゲンノショウコ .............3665
.......................................コバノガマズミ .............1188
.......................................センブリ ........................1651
せんぷり .........................センブリ ........................1653
せんぼん .........................イタドリ ........................5888
ぜんまい .........................ゼンマイ..........................232
ぜんまいしだ ..................ゼンマイ..........................234
ぜんまいしのぶ ..............イワヒトデ ......................402
せんよつばき ..................ヤエツバキ ....................4973
せんよのつばき ..............ヤエツバキ ....................4974
せんりこ .........................モクセイ ........................1724
せんりっこ .....................モクセイ ........................1725

【そ】

ぞうげ.............................ムクゲ ...........................2766
そうしきばな ..................ザイフリボク.................4119
そうめん .........................スギナ .............................196
ぞぉげ.............................ムクゲ ...........................2768
ぞーげ.............................ムクゲ ...........................2769
そーしきばな ..................ホトトギス ....................8191
そーめん .........................スギナ .............................197
そーれんばな ..................ホトトギス ....................8192
そぐわ.............................ヤマビワ ........................3191
そこぐされ .....................テリハノイバラ .............4347
そこまめ .........................ラッカセイ ....................3786
そこ豆.............................ラッカセイ ....................3789
そこまめ .........................ラッカセイ ....................3790
そてつ.............................セッコク ........................6846
そののき .........................ユクノキ ........................3857
そば ................................カナメモチ ....................4173
そばがし .........................カナメモチ ....................4174
そばのき .........................エノキ ...........................6310
.......................................カナクギノキ.................5398
.......................................カナメモチ ....................4175
ぞみ ................................ガマズミ ........................1174
そらのう .........................ソラマメ ........................4068
そろい.............................クログワイ ....................6955
そろえ.............................アブノメ ........................1252
.......................................コナギ ...........................7631

【た】

たーらぎ .........................タラノキ ........................2326
だいおう .........................エゾノギシギシ .............5916
だいがくすみれ ..............エンザンスミレ .............2637
.......................................ヒゴスミレ ....................2657
だいがん .........................アブラギリ ....................3503
だいこ.............................ダイコン ........................4872
たいこじい .....................ツブラジイ ....................6370
たいこじー .....................ツブラジイ ....................6373
たいこばな .....................ミヤコグサ ....................3948
だいこんそう ..................ダイコンソウ.................4157
たいしょうぐさ ..............ヒメムカシヨモギ ...........827
だいずぐみ .....................アキグミ ........................2699
たいちご .........................ナガバモミジイチゴ ......4442
たいつりそー ..................ケマンソウ ....................4900
たいはくれん ..................タイサンボク.................5547
だいみょーそー ..............アレチノギク ..................783
大むぐら草 .....................カナムグラ ....................6292
たいも.............................サトイモ ........................7030
田芋 ................................サトイモ ........................7032
たいも.............................サトイモ ........................7033
だいやもんどそう...........ニワゼキショウ .............7625
たうえいちご ..................キイチゴ ........................4398
たうえぐみ .....................カツラギグミ.................2700
たうつぎ .........................タニウツギ ....................1205
だがいそう .....................タウコギ..........................730
たがいそー .....................タウコギ..........................731
たかきび .........................モロコシ ........................7492
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たがしわ .........................アカメガシワ.................3584
たかたうこぎ ..................アメリカセンダングサ ....718
たかな.............................オオガラシ ....................4852
たかなし .........................ヤマナシ ........................4331
たからこ .........................オタカラコウ ..................916
だくろ.............................ザクロ ...........................5729
たけかずら .....................カギカズラ ....................1561
たけかつら .....................カギカズラ ....................1563
たけがや .........................チョウセンガリヤス ......7119
たけころし .....................タケニグサ ....................4922
たけのこ .........................スギナ .............................198
たけぶのり .....................フクロフノリ ....................24
たけんこ .........................タケノコ ........................7517
たこな.............................ミョウガ ........................6885
たこなのおば ..................ヤブミョウガ.................7561
たこのあし .....................スベリヒユ ....................5689
たこのいぼ .....................ギシギシ ........................5945
たごのき .........................アカメガシワ.................3587
たごゆり .........................ササユリ ........................8027
たず ................................アカメガシワ.................3588
.......................................イタドリ ........................5889
だず ................................アカメガシワ.................3589
たすき.............................ヒカゲノカズラ ...............132
たずく.............................アカメガシワ.................3590
たずのき .........................ヤブデマリ ....................1199
たずら.............................アカメガシワ.................3591
たずわ.............................アカメガシワ.................3592
だずわ.............................アカメガシワ.................3593
たずわのき .....................アカメガシワ.................3594
ただまい .........................イネ ...............................7314
たちすまい .....................メヒシバ ........................7152
たちっぽ .........................イタドリ ........................5890
たちばな .........................ニッポンタチバナ .........3385
たちぼ.............................タチバナの実.................3378
たちむらさき ..................ミズキカシグサ .............2523
だつ ................................ススキ ...........................7306
たっぽ.............................イヌビワ ........................6224
たて ................................タケニグサ ....................4923
.......................................ハナタデ ........................5764
たで ................................イヌタデ ........................5758
.......................................ゴンズイ ........................2966
.......................................ハナタデ ........................5765
.......................................マタデ ...........................5772
たてばこ .........................カタバミ ........................3714
.......................................タケニグサ ....................4925
だてばな .........................ハコネウツギ.................1207
たながいも .....................ツクネイモ ....................7654
たなばたゆり ..................カノコユリ ....................8019
たにうつぎ .....................ウツギ ...........................4632
たにがし .........................クマシデ ........................6707
.......................................タイミンタチバナ .........1870
.......................................フサザクラ ....................5335
たにぎり .........................アカメガシワ.................3595
.......................................イイギリ ........................2681
たにぐるみ .....................ノグルミ ........................6777
たにぐわ .........................フサザクラ ....................5336
たにしょーぶ ..................セキショウ ....................6989
たにそば .........................ミゾソバ ........................5779
だにのき .........................アセビ ...........................1988
たにはぎ .........................キハギ ...........................3930
たにふさぎ .....................バイカアマチャ .............4778
たにぼうき .....................コアカソ ........................6055
たにぼき .........................コアカソ ........................6057
たにもだま .....................ウドカズラ ....................2797
たにわたし .....................ネズミモチ ....................1682
たにわたり .....................オオタニワタリ ...............367
たぬきつつじ ..................モチツツジ ....................2072
たぬきのくびまき...........ヒカゲノカズラ ...............134
たぬきのしょうべんたご ....アサマリンドウ .............1616
.......................................ホタルブクロ.................1067
.......................................リンドウ ........................1641
たぬきのしょうべんぶくろ ...ホタルブクロ.................1068
たぬきのしょんべたが ...リンドウ ........................1642

たぬきのしょんべたご ...リンドウ ........................1643
たぬきのしょんべたんご ....リンドウ ........................1644
たぬきのしょんべら .......リンドウ ........................1645
たぬきのちょうちん .......ツリガネニンジン .........1048
.......................................ホタルブクロ.................1069
.......................................リンドウ ........................1646
たね ................................アブラナ ........................4833
たばこ.............................スズメノヒエ.................7329
.......................................ヤマスズメノヒエ .........7591
たばこぐさ .....................シマスズメノヒエ .........7326
.......................................スズメノヒエ.................7331
たばす.............................ミズアオイ ....................7642
たびぐさ .........................ヤハズソウ ....................3872
たぶのき .........................タブノキ ........................5448
たぼこ.............................タバコ ...........................1284
たぼこぐさ .....................スズメノヒエ.................7333
たまぐす .........................タブノキ ........................5449
たまご.............................ハハコグサ ......................853
たまごぐさ .....................ハハコグサ ......................855
たましだ .........................シシガシラ ......................375
たまねんぎ .....................タマネギ ........................7876
たまのお .........................ミセバヤ ........................4805
たまのき .........................シロダモ ........................5462
.......................................タブノキ ........................5453
たまぶし .........................キブシ ...........................2617
たまらんこ .....................アメリカナデシコ .........5647
たまんねぎ .....................タマネギ ........................7877
たら ................................カラスザンショウ .........3450
.......................................タラノキ ........................2328
だら ................................タラノキ ........................2333
たらのき .........................カラスザンショウ .........3451
.......................................ジャケツイバラ .............3832
.......................................タラノキ ........................2334
.......................................ハリギリ ........................2393
たろのき .........................タラノキ ........................2335
たわらぐみ .....................ナワシログミ.................2719
たわらのき .....................カラスザンショウ .........3452
たんがら .........................リンボク ........................4306
だんぎな .........................ゴンズイ ........................2968
.......................................ズイナ ...........................4753
たんごけ .........................ゼニゴケ ...........................83
だんごばな .....................センニチソウ.................5269
たんどくかずら ..............テイカカズラ.................1602
たんぼ.............................イヌビワ ........................6228
たんぽ.............................イヌビワ ........................6230
.......................................オカオグルマ ..................968
.......................................オニタビラコ.................1024
.......................................カンサイタンポポ .........1014
たんぽこ .........................カンサイタンポポ .........1015
.......................................キカラスウリ.................2586
.......................................タンポポ ........................1020
.......................................モミジカラスウリ .........2599
.......................................ユクノキ ........................3859
たんぽな .........................カンサイタンポポ .........1016
.......................................タンポポ ........................1023
たんぽぽ .........................イヌビワ ........................6232
.......................................オカオグルマ ..................970
.......................................オニタビラコ.................1025
.......................................カンサイタンポポ .........1017
.......................................ヤブコウジ ....................1848
たんぼほうずき ..............センナリホオズキ .........1292
たんぼほーずき ..............センナリホオズキ .........1294

【ち】

ちあみ.............................チガヤ ...........................7222
ちあめ.............................チガヤ ...........................7223
ちー ................................チガヤ ...........................7224
ちいちくぼう ..................スギナ .............................199
ちいとめぐさ ..................カタバミ ........................3715
.......................................チドメグサ ....................2283
ちーとめぐさ ..................ヒメチドメ ....................2292

ちからぐさ .....................オヒシバ ........................7202
.......................................カゼクサ ........................7205
.......................................ネズミノオ ....................7497
ちからこ .........................ヒガンバナ ....................7772
ちからしば .....................ナギ .................................611
ちぐさ.............................チガヤ ...........................7225
ちくせつにんじん...........トチバニンジン .............2403
ちくらん .........................マツバラン ........................84
ぢしばり .........................メヒシバ ........................7153
ちしゃ.............................エゴノキ ........................1763
.......................................レタス .............................909
ちしゃな .........................イワタバコ ....................1248
ちしゃのき .....................エゴノキ ........................1770
.......................................マルバチシャノキ .........1458
ちしゃば .........................レタス .............................913
ちしょ.............................シソ ...............................1374
ちそ ................................シソ ...............................1375
ちそな.............................シソ ...............................1384
ちださ.............................チガヤ ...........................7228
ちちがき .........................マメガキ ........................1818
ちちかずら .....................イケマ ...........................1579
.......................................テイカカズラ.................1604
ちちくさ .........................ニガナ .............................888
.......................................ニシキソウ ....................3507
.......................................ノゲシ .............................989
.......................................ホソバアキノノゲシ........904
.......................................ムラサキニガナ ...............905
.......................................ヤクシソウ ....................1030
ちちぐさ .........................アキノノゲシ ..................903
.......................................ジシバリ..........................883
.......................................ニシキソウ ....................3508
.......................................ノゲシ .............................991
.......................................ムラサキニガナ ...............906
.......................................ヤクシソウ ....................1031
ちちこ.............................イヌビワ ........................6233
ちちっこ .........................ハハコグサ ......................856
ちちつぱべんけい...........ハマベンケイソウ .........1466
ちちば.............................ノゲシ .............................993
ちちぶ.............................イヌビワ ........................6234
ちちふく .........................イヌビワ ........................6236
ちちぼ.............................イヌビワ ........................6240
ちちぼんぼん ..................イヌビワ ........................6242
ちちまめ .........................イヌビワ ........................6243
ちぢみくさ .....................キクムグラ ....................1510
ちちもも .........................イタビカズラ.................6157
.......................................イヌビワ ........................6244
ちぢらめ .........................アラメ ...............................19
ちちりこ .........................マツの実..........................478
ちちろ.............................マツの実..........................480
ちちろこ .........................マツの実..........................483
ちちんぼ .........................ユリのつぼみ.................8046
ちっちこ .........................マツの実..........................485
ちっちらこ .....................マツの実..........................486
ちっちり .........................マツの実..........................488
ちっちりこ .....................マツの実..........................492
ちっちりばな ..................ウツボグサ ....................1401
ちっちろ .........................マツの実..........................493
ちっぴ.............................カエデ ........................3270-2
.......................................カエデ属の種子 ..........3279-2
.......................................カエデ類 ........................3280
ちどめ.............................ヒトツバ..........................440
ちとめぐさ .....................チドメグサ ....................2284
ちどめぐさ .....................クサノオウ ....................4891
.......................................チドメグサ ....................2285
.......................................チドメグサ類.................2287
.......................................ノチドメ ........................2289
ちとめそう .....................キリンソウ ....................4819
ちどめのき .....................ソテツ .............................446
ちどりそー .....................ヒエンソウ ....................5298
ちのね.............................チガヤ ...........................7229
ちはきもも .....................ガマズミ ........................1175
ちばな.............................チガヤ ...........................7230
ちばみ.............................チガヤ ...........................7231
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ちまき.............................サルトリイバラ .............8171
ちまきざさ .....................スズタケ ........................7463
.......................................ヤダケ ...........................7435
ちゃ ................................チャノキ ........................4958
ちゃぁ.............................チャノキ ........................4959
ちゃあ.............................チャノキ ........................4961
ちゃー.............................チャノキ ........................4960
ちやうめん .....................チシャノキ ....................1456
ちゃがいこぼし ..............イヌツゲ ........................3053
ちゃがいも .....................サツマイモ ....................1485
ちゃがちゃがかずら .......ハスノハカズラ .............5163
ちゃがらがい ..................アマナ ...........................7916
ちゃせん .........................マサキ ...........................3020
ちゃちゃ .........................チャノキ ........................4962
ちゃつちゃのうす...........ウスノキ ........................2112
ちゃのき .........................チャノキ ........................4963
ちゃのきうるね ..............カラスウリ ....................2579
ちやぶくろばな ..............ホタルブクロ.................1070
ちゃやなぎ .....................ヤナギの一種.................6759
ちゃんちゃ .....................チャノキ ........................4964
ちゃんちゃこぼし...........イヌツゲ ........................3054
ちゃんちゃんぐさ...........ユキノシタ ....................4795
ちゃんちゃんぼー...........ヒガンバナ ....................7773
ちゃんぱぎく ..................タケニグサ ....................4935
ちゃんぽろのき ..............チャノキ ........................4965
ちゃんぽろのみ ..............チャノキ ........................4966
ちゅあみ .........................チガヤ ...........................7232
ちゅーちゅーぐさ...........スズメノテッポウ .........7089
ちょいとこかずら...........カギカズラ ....................1564
ちょうぐさ .....................キンミズヒキ.................4112
.......................................ゲンノショウコ .............3666
ちょうせんぐさ ..............ツリガネニンジン .........1049
.......................................ニワゼキショウ .............7626
ちょうせんくちなし .......コクチナシ ....................1529
ちょうせんすべり...........マツバボタン.................5700
ちょうちんいちご...........ナガバモミジイチゴ ......4443
ちょうちんぐさ ..............コカンスゲ ....................6906
.......................................ヒメカンスゲ.................6912
ちょうちんばな ..............ツリガネニンジン .........1050
.......................................ヒガンバナ ....................7774
.......................................ホタルブクロ.................1071
ちょうとこ .....................カギカズラ ....................1565
ちょうとこかずら...........カギカズラ ....................1568
ちょうめ .........................エゴノキ ........................1776
ちょうめん .....................エゴノキ ........................1777
ちょーぐさ .....................ゲンノショウコ .............3667
ちょーずのき ..................ヒノキバヤドリギ .........5966
ちょーせんくちなし .......コクチナシ ....................1530
ちょーちくとー ..............キョウチクトウ .............1590
ちょーちんいちご...........クマイチゴ ....................4432
ちょーちんばな ..............ヒガンバナ ....................7776
ちょーとこ .....................カギカズラ ....................1571
ちょーとこかずら...........カギカズラ ....................1572
ちょーのき .....................エゴノキ ........................1784
ちょーめん .....................エゴノキ ........................1785
ちょっとこかずら...........カギカズラ ....................1573
ちょろぎだまし ..............イヌゴマ ........................1418
ちょんちょ .....................イネの苗 ........................7315
ちりちり .........................トキンソウ ......................748
ちりまつ .........................マツ .................................477
ちわ ................................チガヤ ...........................7233
ちわね.............................チガヤ ...........................7234
ちわみ.............................チガヤ ...........................7235
ちんがや .........................チガヤ ...........................7236
ちんがらもんがら...........ヒガンバナ ....................7777
ちんぐり .........................ヤブコウジ ....................1849
ちんちょう .....................ジンチョウゲ.................2739
ちんちろ .........................マツの実..........................494
ちんちろぐさ ..................ツユクサ ........................7540
ちんちろふのり ..............ハナフノリ ........................39
ちんば.............................チガヤ ...........................7237
ちんぽー .........................チガヤ ...........................7238
ちんぽね .........................チガヤ ...........................7239

ちんまきざさ ..................ヤダケ ...........................7436

【つ】

つ ....................................ツバキ ...........................4968
ついでのき .....................ガクウツギ ....................4669
つがさわら .....................トガサワラ ......................519
つがね.............................イボクサ ........................7559
つかみ.............................イノコズチ ....................5582
.......................................キンミズヒキ.................4113
.......................................ササクサ ........................7286
.......................................ヌスビトハギ.................3865
つかみぐさ .....................キンミズヒキ.................4114
.......................................ササクサ ........................7287
.......................................ヌスビトハギ.................3866
つぎくさ .........................スギナ .............................200
つぎつぎ .........................イヌドクサ ......................181
.......................................スギナ .............................202
つぎつぎぐさ ..................スギナ .............................204
つぎつぎばな ..................スギナ .............................208
つきつきぼうず ..............コガクウツギ.................4689
つぎつぎぼんぼ ..............スギナ .............................209
つぎのこ .........................スギナ .............................210
つきみそう .....................オオマツヨイグサ .........2486
.......................................マツヨイグサ.................2494
つきみそー .....................オオマツヨイグサ .........2490
.......................................マツヨイグサ.................2498
つぎめぐさ .....................スギナ .............................211
つくし.............................スギナ .............................214
つくしのおや ..................スギナ .............................215
つくしんぼ .....................スギナ .............................216
つくつくぼうし ..............スギナ .............................217
つくつくぼぉし ..............スギナ .............................220
つくつくぼーし ..............スギナ .............................221
つくでのき .....................ガクウツギ ....................4670
.......................................コガクウツギ.................4690
つくねいも .....................ヤマノイモ ....................7675
.......................................ヤマノイモ属.................7685
づくのき .........................ホルトノキ ....................2796
つくばね .........................シャラノキ ....................5058
.......................................ミズキ ...........................2471
.......................................ヤマボウシ ....................2430
つくばねがし ..................ツクバネガシ.................6584
つぐみのもも ..................ジャノヒゲの実 .............8076
つげ ................................クサツゲ ........................2957
.......................................タンナサワフタギ .........1744
.......................................ヒメツゲ ........................2959
つげつげ .........................ガクウツギ ....................4673
.......................................コガクウツギ.................4691
.......................................ヒメツゲ ........................2960
つげつつげ .....................ガクウツギ ....................4674
つげのき .........................タンナサワフタギ .........1745
つずら.............................アオツヅラフジ .............5152
.......................................ツヅラフジ ....................5154
つずろき .........................イヌツゲ ........................3055
つた ................................キヅタ ...........................2384
.......................................ツタ ...............................2822
.......................................ツタウルシ ....................3284
つたかずら .....................イワガラミ ....................4803
.......................................ツタ ...............................2825
.......................................ツルアジサイ.................4702
.......................................ツルマサキ ....................2999
つち ................................ヤマボクチ ....................1004
.......................................ヤマボクチ類.................1010
つちくさぎ .....................カリガネソウ.................1432
つちな.............................オトコエシ ....................1092
.......................................ヤマボクチ ....................1005
つちのこぐさ ..................ウツボグサ ....................1403
つちんじょ .....................ツツジ類 ........................2049
.......................................モチツツジ ....................2073
つつじ.............................モチツツジ ....................2074
.......................................ヤマツツジ ....................2100

つづら.............................ツヅラフジ ....................5158
つつり.............................ツツジ ...........................2042
.......................................ツツジ類 ........................2050
つづろぎ .........................イヌツゲ ........................3056
つつんじ .........................ツツジ ...........................2046
.......................................ツツジ類 ........................2051
つつんじょ .....................ツツジ ...........................2047
.......................................ツツジ類 ........................2052
つでふきぐさ ..................ミズヒキ ........................5744
つのき.............................サワフタギ ....................1737
つのぎ.............................サワフタギ ....................1738
.......................................タンナサワフタギ .........1746
つばき.............................ヤブツバキ ....................4977
つばくろ .........................エンバク ........................7100
つばな.............................チガヤ ...........................7240
つばめ.............................カエデ ........................3270-3
.......................................カラスムギ ....................7102
つばや.............................チガヤ ...........................7243
つぶ ................................ハリギリ ........................2394
.......................................ムクノキの実.................6305
.......................................ムクロジの果実 .............3209
つぶのき .........................ムクロジ ........................3201
つぼ ................................ムクノキ ........................6301
.......................................ムクノキの実.................6306
つぼずる .........................ヒルガオ ........................1474
つぼつる .........................コヒルガオ ....................1468
.......................................ヒルガオ ........................1475
つぼな.............................チガヤ ...........................7244
つまじ.............................イイギリ ........................2682
つめきりそう ..................マツバギク ....................5719
.......................................マツバボタン.................5701
つめきりそー ..................マツバボタン.................5704
.......................................ヤハズソウ ....................3873
つめきりばな ..................マツバボタン.................5705
つめりぐさ .....................マツバボタン.................5706
つや ................................ツワブキ..........................834
つやぶいき .....................ツワブキ..........................841
つゆぎく .........................オグルマ..........................877
.......................................ハグルマ..........................879
つゆくさ .........................ツユクサ ........................7541
つゆぐさ .........................ツユクサ ........................7546
つりがねかずら ..............カギカズラ ....................1574
つりがねそう ..................ツリガネニンジン .........1051
.......................................ホタルブクロ.................1072
つりがねつつじ ..............カイナンサラサドウダン ...1879
.......................................ベニドウダン.................1881
つるあじさい ..................ツルアジサイ.................4703
つるいちご .....................フユイチゴ ....................4494
.......................................ミヤマフユイチゴ .........4521
つるかしわ .....................フユイチゴ ....................4497
つるがしわ .....................クサイチゴ ....................4411
つるぐす .........................クロガネモチ.................3097
.......................................ヤブニッケイ.................5370
つるしだ .........................ヒノキシダ ......................368
つるしのぶ .....................カニクサ..........................323
つるせんのう ..................ナンバンハコベ .............5645
つるせんのぉ ..................ナンバンハコベ .............5646
つるにがな .....................ジシバリ..........................884
つるのくち .....................カキの一種 ....................1808
つるのこ .........................カキの一種 ....................1809
つるもどき .....................ツルウメモドキ .............2985
つわ ................................ツワブキ..........................842
つわのじく .....................ツワブキ..........................846
つわはき .........................アワブキ ........................3183
つわふき .........................アワブキ ........................3184
つんば.............................チガヤ ...........................7246
つんばな .........................チガヤ ...........................7247
.......................................チガヤの花 ....................7275
つんばら .........................チガヤ ...........................7253
.......................................チガヤの花 ....................7277
つんべろ .........................チガヤ ...........................7256
つんぼ.............................チガヤ ...........................7258
.......................................チガヤの花 ....................7278
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つんぼぐさ .....................ヒメジョオン.................1000
.......................................ヒメムカシヨモギ ...........829
つんぼば .........................チガヤ ...........................7261

【て】

でかし.............................ミツデ ...........................2410
でがし.............................カクレミノ ....................2350
.......................................ミツデ ...........................2411
てがしのき .....................コノテガシワ ..................583
てぐさ.............................テングサ ...........................59
.......................................テングサ類 ........................69
てくさうり .....................ヒガンバナ ....................7779
てくさり .........................ヒガンバナ ....................7782
でこびえ .........................チカラシバ ....................7338
でし ................................ツルレイシ ....................2567
でしこぼ .........................ツルレイシ ....................2569
てつかえで .....................ウリハダカエデ .............3254
てづくしかずら ..............キクバドコロ.................7653
てっぽうだけ ..................ネザサ ...........................7401
てっぽぐさ .....................カラスビシャク .............7046
てっぽだけ .....................メダケ ...........................7419
てっぽなし .....................ケケンポナシ.................2926
てっぽゆり .....................テッポウユリ.................8044
てびら.............................カクレミノ ....................2351
てまりばな .....................オオデマリ ....................1145
てらつばき .....................ネズミモチ ....................1683
てりは.............................ナツハゼ ........................2178
てりはうしころし...........カマツカ ........................4236
てんがいばな ..................ヒガンバナ ....................7785
てんぎ.............................ゲンゲ ...........................3803
てんぐさのおば ..............ヒラクサ ...........................43
てんぐしば .....................カマツカ ........................4237
.......................................ザイフリボク.................4120
てんぐのうちわ ..............カクレミノ ....................2352
.......................................クジャクシダ ..................352
.......................................ヤツデ ...........................2378
てんぐのくびまき...........ヒカゲノカズラ ...............136
てんぐのはな ..................ツチアケビ ....................6852
.......................................ヤマノイモ ....................7676
てんぐばな .....................ヘクソカズラ.................1539
.......................................ヤマノイモ ....................7677
てんぐゆり .....................ササユリ ........................8028
てんぐり .........................ササユリ ........................8029
でんげ.............................ゲンゲ ...........................3804
でんげそう .....................ゲンゲ ...........................3806
でんげそー .....................ゲンゲ ...........................3807
でんこん .........................ハスの根 ........................5141
てんしぼたん ..................ダリア .............................797
てんび.............................イワギリソウ.................1250
てんびさう .....................ワレモコウ ....................4536
てんぽうなし ..................ケケンポナシ.................2928
てんぽうのなし ..............ケンポナシ ....................2941
てんぼなし .....................ケンポナシ類？ .............2947
てんぽなし .....................カラタチ ........................3424
.......................................ケケンポナシ.................2929
.......................................ケンポナシ ....................2943
てんぽんなし ..................ケケンポナシ.................2931
でんまい .........................ゼンマイ..........................235
.......................................ワラビ .............................338
.......................................ワラビ、ゼンマイ ...........445
てんまりばな ..................コデマリ ........................4579
天目さう .........................ワレモコウ ....................4537
てんゆり .........................ササユリ ........................8033

【と】

とうがめばす ..................トチカガミ ....................8203
とうきしだ .....................シロダモ ........................5463
とうきび .........................モロコシ ........................7493
とうぐす .........................シロダモ ........................5464

とうし.............................キブシ ...........................2618
とうじ.............................テイカカズラ.................1606
とうじかずら ..................テイカカズラ.................1607
とうじしゃ .....................フダンソウ ....................5628
とうしみ .........................キブシ ...........................2619
とうしん .........................クログワイ ....................6956
.......................................コガクウツギ.................4694
とうじんかずら ..............イタビカズラ.................6158
.......................................オオヤマハコベ .............5664
とうしんぎ .....................コガクウツギ.................4695
とうしんぐさ ..................イ...................................7569
.......................................タマガヤツリ.................6936
とうしんそう ..................イ...................................7570
とうしんのき ..................コガクウツギ.................4696
とうやく .........................センブリ ........................1655
とうら.............................クズ ...............................4023
とうらかずら ..................クズ ...............................4026
とうろうぐさ ..................オオアレチノギク ...........788
とうろうばな ..................ホタルブクロ.................1074
とうろくまめ ..................インゲンマメ.................3983
とーぐす .........................タブノキ ........................5454
.......................................ヤブニッケイ.................5371
とーくちなし ..................コクチナシ ....................1531
とーじかずら ..................サカキカズラ.................1588
とーしみ .........................イ...................................7571
とーしみぐさ ..................イ...................................7572
.......................................ホソイ ...........................7584
とーしめぐさ ..................イ...................................7573
とーしん .........................イ...................................7574
.......................................ガクウツギ ....................4675
とーしんぐさ ..................イ...................................7576
.......................................ホソイ ...........................7585
とーじんぐさ ..................アレチノギク ..................784
とーしんそー ..................イ...................................7577
.......................................ヤマブキ ........................4162
とーしんのき ..................コガクウツギ.................4698
とーすいかずら ..............ツルウメモドキ .............2986
とーすみ .........................イ...................................7578
とーすみそー ..................イ...................................7579
とーだいぐさ ..................ウマノアシガタ .............5310
とーだいぼーず ..............ヒガンバナ ....................7786
とぉなす .........................カボチャ ........................2549
とーなす .........................カボチャ ........................2550
とーねる .........................ミミズバイ ....................1752
とぉやく .........................センブリ ........................1656
とーやまのり ..................カモガシラノリ.................70
とーら.............................クズ ...............................4029
とーらかずら ..................クズ ...............................4030
とーろーばな ..................ホタルブクロ.................1075
とぉろく .........................インゲンマメ.................3985
とーろく .........................インゲンマメ.................3986
とーろくまめ ..................インゲンマメ.................3987
とが ................................コメツガ..........................521
.......................................ツガ .................................523
とがまつ .........................コメツガ..........................522
.......................................ツガ .................................529
とがらし .........................トウガラシ ....................1260
ときしらず .....................モチツツジ ....................2077
ときび.............................サトウキビ ....................7451
.......................................トウモロコシ.................7499
.......................................モロコシ ........................7494
ときひさそう ..................ウエマツソウ.................8196
ときわあけび ..................ムベ ...............................5218
ときわきささげ ..............テイカカズラ.................1608
ときわのががいも...........キジョラン ....................1583
ときわのかがみ ..............キジョラン ....................1584
どくいちじく ..................イヌビワ ........................6249
どくえびしょ ..................ノブドウ ........................2814
とくぐさ .........................ウマノアシガタ .............5311
どくけし .........................ハブソウ ........................3852
とぐさ.............................スギナ .............................222
.......................................トクサ .............................225
とぐす.............................タブノキ ........................5455

どくすいばな ..................ダイコンソウ.................4158
どくだみ .........................ドクダミ ........................5134
どくたんぽぽ ..................ジシバリ..........................885
どくなし .........................エビスグサ ....................3838
どくふじ .........................ヒガンバナ ....................7787
どくぶどう .....................アオツヅラフジ .............5153
とくほうじ .....................ヒガンバナ ....................7789
どくほうじ .....................ヒガンバナ ....................7790
どくほーじ .....................ヒガンバナ ....................7794
どくほじ .........................ヒガンバナ ....................7796
とげそば .........................ママコノシリヌグイ ......5773
とこなつ .........................マサキ ...........................3021
ところ.............................オニドコロ ....................7645
.......................................カエデドコロ.................7652
.......................................ニガカシュウ.................7657
.......................................ヒメドコロ ....................7663
.......................................ヤマノイモ ....................7678
.......................................ヤマノイモ属.................7684
ところてんぐさ ..............テングサ ...........................63
とじしゃ .........................フダンソウ ....................5629
.......................................レタス .............................915
としみ.............................イ...................................7580
としめ.............................ガクウツギ ....................4676
としめぐさ .....................マツバイ ........................6962
どじょうぐさ ..................カモジグサ ....................7088
どじょさし .....................スズメノヒエ.................7334
としん.............................イ...................................7582
とじん.............................トチバニンジン .............2405
とすみ.............................イ...................................7583
とちぐさ .........................アカショウマ.................4597
.......................................コアジサイ ....................4685
.......................................ミカエリソウ.................1353
とちしば .........................クサアジサイ.................4598
.......................................ミカエリソウ.................1354
.......................................ヤマアジサイ.................4734
とちなえぐさ ..................ミカエリソウ.................1355
とちにんじん ..................トチバニンジン .............2406
とちば.............................トチバニンジン .............2407
とちばぐさ .....................テンニンソウ.................1351
とちやまくさぎ ..............ミカエリソウ.................1360
ととくさ .........................ミチヤナギ ....................5789
とねり.............................アオダモ ........................1663
.......................................トネリコ ........................1670
.......................................マルバアオダモ .............1672
とねりこ .........................アオダモ ........................1665
とのさまいちご ..............カジイチゴ ....................4385
とのさまたばこ ..............ハハコグサ ......................857
とのさまてっぽ ..............カラスビシャク .............7047
とのさまよむぎ ..............ハハコグサ ......................858
とのさまよもぎ ..............ハハコグサ ......................859
とのさんいちご ..............モミジイチゴ.................4533
とびづた .........................マツグミ ........................5967
どべそ.............................ウコンバナ ....................1203
とま ................................チガヤ ...........................7262
とまくさ .........................チガヤ ...........................7263
とまぐさ .........................チガヤ ...........................7264
とまのね .........................チガヤ ...........................7266
とまめ.............................ソラマメ ........................4069
と豆 ................................ソラマメ ........................4071
とまめ.............................ソラマメ ........................4072
とめーと .........................トマト ...........................1280
とめと.............................トマト ...........................1281
どようちく .....................ホウライチク.................7103
どようふじ .....................ナツフジ ........................3972
どよーちく .....................ホウライチク.................7104
どよーふじ .....................ナツフジ ........................3973
どよーゆり .....................オニユリ ........................8013
どよちく .........................ホウライチク.................7105
どよふじ .........................ナツフジ ........................3974
とら ................................クズ ...............................4031
とらかずら .....................クズ ...............................4032
とらのお .........................ヤマソテツ ......................240
とらのかずら ..................クズ ...............................4037
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とらばかずら ..................クズ ...............................4038
とりあし .........................イノモトソウ ..................363
.......................................シロモジ ........................5415
とりあしのき ..................カクレミノ ....................2353
とりあしみずき ..............クマノミズキ.................2447
とりがくし .....................イヌワラビ ......................397
とりつかみ .....................ササクサ ........................7289
とりとまらず ..................クスドイゲ ....................2687
とりとまらずのき...........タラノキ ........................2336
とりのあし .....................イノモトソウ ..................365
.......................................シロモジ ........................5417
.......................................タカノツメ ....................2376
.......................................ヤマボウシ ....................2433
とりのつぎき ..................マツグミ ........................5968
とりのみ .........................カマツカ ........................4241
とりもちのき ..................モチノキ ........................3157
.......................................ヤマグルマ ....................5342
どろみ.............................クワ ...............................6299
とろろ.............................サネカズラ ....................5508
とろろかずら ..................サネカズラ ....................5509
とんがらし .....................トウガラシ ....................1261
.......................................トウガラシ、特に鷹の爪 ...1272
とんがらしぐさ ..............チョウジタデ.................2485
どんぐり .........................クヌギ ...........................6514
.......................................クヌギの実 ....................6523
どんぐりこ .....................クヌギの実 ....................6522
どんぐりのき ..................クヌギ ...........................6518
どんげ.............................ムクゲ ...........................2770
とんびのへそ ..................アマナ ...........................7918
.......................................カラスビシャク .............7048
.......................................ヤブミョウガ.................7563
とんべのへそ ..................カラスビシャク .............7051
とんぼぐさ .....................スベリヒユ ....................5690
どんぼそ .........................クヌギ ...........................6520

【な】

なあ ................................ナズナ ...........................4857
ないてん .........................ナンテン ........................5233
ながじい .........................スダジイ ........................6363
ながじい？ .....................スダジイ ........................6365
ながじらみ .....................ヤブニンジン.................2298
ながそ.............................コウゾ ...........................6119
ながも.............................マメダワラ..........................7
なかよし .........................ウシクグ ........................6915
なぎ ................................コナギ ...........................7632
なぎくさ .........................コナギ ...........................7634
なぎぐさ .........................コナギ ...........................7635
なぎのは .........................コナギ ...........................7636
なげ ................................コナギ ...........................7637
なごや.............................シラモ ...............................35
なすび.............................ナス ...............................1317
なすびぐさ .....................コナスビ ........................1831
なぜぎ.............................ホウキギ ........................5638
なぜしこ .........................ナデシコ ........................5650
なたね.............................アブラナ ........................4834
なつあきび .....................アケビ ...........................5183
なつしゆ .........................ナツダイダイ.................3380
なつしろ .........................ナツダイダイ.................3382
なつずいせん ..................タマスダレ ....................7870
なつずた .........................ツタ ...............................2827
なつそよご .....................アオハダ ........................3038
なつつばき .....................シャラノキ ....................5059
なってん .........................ナンテン ........................5234
なつてん .........................ナンテン ........................5238
なつとこ .........................マサキ ...........................3027
なつふくら .....................アオハダ ........................3039
なつぼうさん ..................シュンラン ....................6835
なつぼうず .....................オニシバリ ....................2728
なつみ.............................ナツメ ...........................2954
なつみかん .....................ナツダイダイ.................3384
なつゆき .........................タンナサワフタギ .........1749

なでぎ.............................ホウキギ ........................5639
なでしこ .........................アメリカナデシコ .........5648
.......................................カワラナデシコ .............5649
なないろぐさ ..................コアジサイ ....................4686
ななかま .........................ウコンバナ ....................1204
ななかまど .....................ナンキンナナカマド ......4560
ななかまもどり ..............ネズミモチ ....................1685
ななかわもどり ..............コバンノキ ....................3617
ななくさ .........................ナズナ ...........................4858
ななぐさ .........................ナズナ ...........................4861
ななくさのおば ..............オニタビラコ.................1026
ななぐさのおば ..............オニタビラコ.................1028
ななしのき .....................タブノキ ........................5456
ななばち .........................ヒャクニチソウ .............1044
ななみのき .....................ナナミノキ ....................3153
なべごろ .........................ナツハゼ ........................2179
なべたたき .....................イヌツゲ ........................3058
.......................................ナツハゼ ........................2180
なべわり .........................イヌツゲ ........................3062
なまい.............................ミツバウツギ.................2980
なよだけ .........................メダケ ...........................7420
なら ................................コナラ ...........................6524
ならしば .........................コナラ ...........................6531
なりてん .........................ナンテン ........................5240
なるてん .........................ナンテン ........................5243
なわしろいちご ..............ナワシロイチゴ .............4452
なんき.............................カボチャ ........................2551
なんきん .........................カボチャ ........................2554
なんじゃもんじゃ...........マルバチシャノキ .........1461
なんじゃもんじゃのき ...マルバチシャノキ .........1462
なんてん .........................ナンテン ........................5252
なんば.............................テングサ ...........................64
.......................................トウモロコシ.................7500
なんばきび .....................トウモロコシ.................7515
なんばぐさ .....................キヌクサ ...........................48
.......................................ヒゴクサ ........................6910
なんほく .........................コノテガシワ ..................585
なんぼくのき ..................コノテガシワ ..................586

【に】

にいらぎ .........................ヒイラギ ........................1706
にーれ.............................アキニレ ........................6321
においいばら ..................ヤブイバラ ....................4375
においこぶし ..................タムシバ ........................5552
にかいぐさ .....................ホトケノザ ....................1345
にがいちご .....................ニガイチゴ ....................4464
にかいばな .....................ホトケノザ ....................1346
にがいばら .....................ヤブイバラ ....................4376
にがいほうじ ..................ヒガンバナ ....................7797
にがいほーじ ..................ヒガンバナ ....................7799
にがき.............................アセビ ...........................1992
.......................................コクサギ ........................3414
にがこ.............................メダケ ...........................7421
にがたけ .........................メダケ ...........................7422
にがだけ .........................マダケ ...........................7382
.......................................メダケ ...........................7425
にがな.............................ジシバリ..........................886
にがばな .........................ヤクシソウ ....................1036
にがびしゃこ ..................ヒサカキ ........................5006
にがほうじ .....................ヒガンバナ ....................7800
にがほーじ .....................ツルボ ...........................8091
.......................................ヒガンバナ ....................7802
にがほじ .........................ニガカシュウ.................7658
にがほり .........................ヒガンバナ ....................7804
にがゆり .........................オニユリ ........................8014
にくもも .........................モモの一種 ....................4279
にしき.............................コマユミ ........................2987
.......................................ニシキギ ........................3008
にしきかずら ..................サカキカズラ.................1589
にしきぎ .........................コマユミ ........................2990
にじく.............................イヌビワ ........................6250

にじり.............................イヌビワ ........................6252
にせまき .........................ラカンマキ ......................618
にたり.............................カキの一種 ....................1810
にっき.............................ニッケイ ........................5356
.......................................ニッケイの皮.................5366
にっけ.............................ニッケイ ........................5363
にっちそう .....................ニワゼキショウ .............7627
にっちばな .....................マツバボタン.................5707
にっちゅうばな ..............マツバボタン.................5709
にっちゅーばな ..............マツバボタン.................5708
にってんそう ..................マツバボタン.................5710
にどいも .........................ジャガイモ ....................1311
にどなり .........................インゲンマメ.................3988
.......................................ウズラマメ ....................3993
にどまめ .........................インゲンマメ.................3990
にべ ................................サルナシ ........................5098
.......................................ノリウツギ ....................4708
にべうつぎ .....................ノリウツギ ....................4715
にべのき .........................ノリウツギ ....................4717
にら ................................ニラ ...............................7878
にれ ................................アキニレ ........................6323
にわうるし .....................ニガキ ...........................3353
にわとこ .........................ソクズ ...........................1137
.......................................ダンコウバイ.................5421
.......................................ニワトコ ........................1138
にわもうち .....................クロガネモチ.................3098
にわもーち .....................クロガネモチ.................3099
にんじ.............................ニンジン ........................2262
にんじん .........................ヤブジラミ ....................2303
にんじんぼく ..................コシアブラ ....................2314
にんど.............................スイカズラ ....................1123
にんどう .........................スイカズラ ....................1124
にんどうかずら ..............スイカズラ ....................1131
にんどー .........................スイカズラ ....................1133
にんどかずら ..................スイカズラ ....................1134

【ぬ】

ぬかぼししだ ..................ヌカボシクリハラン........430
ぬすっとのて ..................ヤツデ ...........................2379
ぬすびとのあし ..............オニノヤガラ.................6864
ぬで ................................ムベ ...............................5219
ぬまどくさ .....................イヌスギナ ......................179
ぬるで.............................ヌルデ ...........................3290

【ね】

ねこ ................................エノコログサ.................7472
.......................................カワヤナギ ....................6748
.......................................キヌヤナギ ....................6752
ねこぐさ .........................キンエノコロ.................7484
ねこころしのき ..............タラノキ ........................2337
ねこのつめ .....................オノマンネングサ .........4811
ねこのまくら ..................ウツギ ...........................4635
ねこのみみ .....................ツノマタ ...........................36
ねこはいぐさ ..................エノコログサ.................7474
ねこやなぎ .....................ウツギ ...........................4636
.......................................カワヤナギ ....................6749
.......................................キヌヤナギ ....................6753
.......................................ネコヤナギ ....................6757
ねざさ.............................ウスゲスズ ....................7465
.......................................スズタケ ........................7464
.......................................ネザサ ...........................7402
ねじうめ .........................トロロアオイ.................2756
ねじき.............................カマツカ ........................4242
.......................................ナンキンナナカマド ......4562
.......................................ネジキ ...........................1932
ねじきぎ .........................ミヤマガマズミ .............1197
ねじのき .........................ネジキ ...........................1933
ねじばな .........................ネジバナ ........................6870
ねじめ.............................トロロアオイ.................2757
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ねず ................................イヌツゲ ........................3064
.......................................ネズコ .............................591
ねずのき .........................イヌツゲ ........................3071
.......................................ネズミモチ ....................1686
ねずみくそ .....................ネズミモチ ....................1687
ねずみのまくら ..............ネズミモチ ....................1688
ねずもち .........................イヌツゲ ........................3075
ねぢばな .........................ネジバナ ........................6872
ねなしかずら ..................ネナシカズラ.................1480
ねばつつじ .....................モチツツジ ....................2079
ねばねばのき ..................アキニレ ........................6324
.......................................オヒョウ ........................6331
.......................................ニレ ...............................6332
.......................................ハルニレ ........................6335
ねばり.............................モチツツジ ....................2087
ねばりいちび ..................メナモミ..........................974
ねばりつつじ ..................モチツツジ ....................2088
ねぶ ................................イヌブナ ........................6384
.......................................ネムノキ ........................3737
ねぶか.............................ウリカワ ........................8213
.......................................ネギ ...............................7881
ねぶた.............................ネムノキ ........................3743
ねぶたのき .....................ネムノキ ........................3745
ねぶのき .........................ネムノキ ........................3747
ねぶり.............................ネムノキ ........................3749
ねぶりぐさ .....................クサネム ........................3734
.......................................コミカンソウ.................3623
ねぶりのき .....................ネムノキ ........................3754
ねべ ................................ノリウツギ ....................4719
ねむ ................................ネムノキ ........................3757
ねむのき .........................ネムノキ ........................3759
ねむり.............................ネムノキ ........................3762
ねむりぎ .........................ネムノキ ........................3763
ねむりぐさ .....................コマツナギ ....................3910
.......................................コミカンソウ.................3624
ねむりこ .........................コマツナギ ....................3911
ねむりのき .....................ネムノキ ........................3764
ねれ ................................ニレ ...............................6334
ねろくわず .....................ヒイラギ ........................1707
ねんぎ.............................ネギ ...............................7891
ねんじ.............................ニンジン ........................2268
ねんじん .........................ニンジン ........................2272
ねんど.............................コウヤボウキ ..................923
ねんねねぶのき ..............ネムノキ ........................3768
ねんば.............................アキニレ ........................6326
ねんばのき .....................アキニレ ........................6328
ねんぶり .........................ノビル ...........................7896
ねんぶりそう ..................ネムノキ ........................3769
ねんぶりどう ..................ネムノキ ........................3770

【の】

のいちご .........................クサイチゴ ....................4412
.......................................ナワシロイチゴ .............4453
.......................................フユイチゴ ....................4498
のいばら .........................ミヤコイバラ.................4373
のうしろいちご ..............キイチゴ ........................4400
のうのちゅうりっぷ .......アマナ ...........................7919
のがし.............................コナラ ...........................6532
のぎく.............................イナカギク ......................704
.......................................キクタニギク ..................807
.......................................ノコンギク ......................712
.......................................ヨメナ .............................891
.......................................ヨメナ、ノコンギク........902
.......................................リュウノウギク ...............810
のぐわ.............................ケグワ ...........................6300
のこぎりすみれ ..............エンザンスミレ .............2638
.......................................ヒゴスミレ ....................2658
のこぎりそー ..................シシガシラ ......................376
のごしろいちご ..............キイチゴ ........................4401
のじそ.............................ヒメジソ ........................1368
のしろいちご ..................ニガイチゴ ....................4466

のしろぐみ .....................ナワシログミ.................2720
のぜり.............................フユノハナワラビ ...........228
のそ ................................カラムシ ........................6003
.......................................コウゾ ...........................6121
のちゅうりっぷ ..............アマナ ...........................7920
ののこだけ .....................ヤダケ ...........................7437
のはぎ.............................メドハギ ........................3939
のびる.............................ノビル ...........................7899
のぶぐさ .........................イヌノフグリ.................1257
のぶどう .........................ノブドウ ........................2815
のぶどー .........................アマヅル ........................2843
.......................................エビヅル ........................2883
のぶのき .........................ノグルミ ........................6779
のぼとり .........................アシボソ ........................7291
のみくさ .........................イノコズチ ....................5583
.......................................ヌスビトハギ.................3868
のみのす .........................ヒデリコ ........................6967
のり ................................アサクサノリ ....................72
.......................................フクロフノリ ....................25
のりぎ.............................ノリウツギ ....................4720
のりけい .........................シラカンバ ....................2919
のりしば .........................タブノキ ........................5457
のりのき .........................ノリウツギ ....................4721
のりのはな .....................キンセンカ ......................737
.......................................トウキンセン ..................738

【は】

はあげえと .....................ハゲイトウ ....................5605
はいいちご .....................クサイチゴ ....................4414
ばいかおうれん ..............バイカオウレン .............5297
はいぐさ .........................ウミヒルモ ....................8200
ばいぐさ .........................ウミヒルモ ....................8201
はいせんそう ..................ヒメムカシヨモギ ...........830
はいせんな .....................ダンドボロギク ...............825
はいたんぼ .....................カラムシ ........................6006
はいどくそう ..................ハエドクソウ.................1230
はいどころ .....................オニドコロ ....................7650
はいとりぐさ ..................ハエドクソウ.................1231
はいのき .........................クロバイ ........................1728
.......................................クロバイ？ ....................1733
はいのきもち ..................コバンモチ ....................2790
はいばら .........................テリハノイバラ .............4349
.......................................ナワシロイチゴ .............4454
.......................................ノイバラ ........................4361
はいまり .........................ミゾカクシ ....................1080
はいもち .........................コバンモチ ....................2791
はうかずら .....................ハマゴウ ........................1447
はえどくそう ..................ハエドクソウ.................1233
はえばら .........................ヤブイバラ ....................4377
はぎ ................................キハギ、ツクシハギ ......3933
.......................................ナツハゼ ........................2181
.......................................ニシキハギ ....................3934
.......................................ハギ ...............................3935
.......................................マルバハギ ....................3936
はげ ................................カラスビシャク .............7052
.......................................ハンゲショウ.................5138
はげしばり .....................オオバヤシャブシ .........6611
.......................................ヒメヤシャブシ .............6621
.......................................ヤシャブシ ....................6626
はげっしょ .....................カラスビシャク .............7055
はげっしょう ..................カラスビシャク .............7056
はげのき .........................ナツハゼ ........................2182
はげのくさ .....................カラスビシャク .............7057
はけばな .........................キツネアザミ ..................875
はげぼうず .....................カラスビシャク .............7058
はげぼーず .....................カラスビシャク .............7059
はげもも .........................イヌビワ ........................6253
.......................................サネカズラ ....................5513
.......................................ナツハゼ ........................2183
はこねそう .....................ハコネシダ ......................359
はこねそー .....................ハコネシダ ......................360

ぱこぱん .........................ホタルブクロ.................1076
はこべ.............................ウシハコベ ....................5651
.......................................コハコベ ........................5666
.......................................ハコベ ...........................5669
.......................................ミドリハコベ.................5677
はこべら .........................ハコベ ...........................5672
はこぼれ .........................アセビ ...........................1994
はこや.............................ヤマナラシ ....................6720
はこやのき .....................ヤマナラシ ....................6726
はこやまぎ .....................ヤマナラシ ....................6728
はざくら .........................ミズメ ...........................6643
はさみぐさ .....................カモノハシ ....................7280
.......................................ヤハズソウ ....................3874
はじがえり .....................ホガエリガヤ.................7118
はしかのき .....................ミズキ ...........................2472
はしぎ.............................ハゼノキ ........................3314
.......................................ムラサキシキブ .............1420
はじのき .........................ハゼノキ ........................3316
はじまり .........................ウメの実 ........................4257
ばしゃば .........................ハラン ...........................7921
はしりな .........................サギゴケ ........................1256
はず ................................アカメガシワ.................3598
はずさ.............................ミズメ ...........................6644
.......................................リンボク ........................4307
はぜ ................................ヌルデ ...........................3291
.......................................ハゼ ...............................3312
.......................................ハゼノキ ........................3317
.......................................ヤマウルシ ....................3325
.......................................ヤマハゼ ........................3336
はぜのき .........................ヤマハゼ ........................3339
はだかのき .....................バクチノキ ....................4274
はたけくわがた ..............イヌノフグリ.................1258
はたけぢゃ .....................カワラケツメイ .............3845
はたけ茄子 .....................コナスビ ........................1834
はたけほうじ ..................カラスビシャク .............7060
はたけほうずき ..............センナリホオズキ .........1295
はたけぼーず ..................カラスビシャク .............7061
はたけほおずき ..............センナリホオズキ .........1296
はたけほーずき ..............センナリホオズキ .........1297
はたけみつば ..................カラスビシャク .............7062
はたけりんご ..................コミカンソウ.................3625
はたなすび .....................コナスビ ........................1835
はたほーじ .....................ツルボ ...........................8092
はちがつあわ ..................キビ ...............................7317
はちく.............................ハチク ...........................7371
はちじょうそう ..............アシタバ ........................2238
はちじょうそぉ ..............アシタバ ........................2239
ぱちぱちぐさ ..................アブノメ ........................1253
.......................................マメヅタ..........................417
ぱちぱちしば ..................ウバメガシ ....................6467
はっこべ .........................ハコベ ...........................5675
はつこべ .........................ハコベ ...........................5676
はっちく .........................ハチク ...........................7372
ぱっちり .........................マメヅタ..........................419
ぱっぱ.............................タバコ ...........................1290
ぱっぱぐさ .....................スズメノヒエ.................7335
はっぽーくさ ..................ウマノアシガタ .............5312
はな ................................ヒサカキ ........................5007
はなかえで .....................エンコウカエデ .............3260
はなぎり .........................ヒギリ ...........................1443
はなぎれぐさ ..................イヌタデ ........................5759
はなくせんぼ ..................トコロ類 ........................7655
はなさふらん ..................サフランモドキ .............7869
はなすり .........................ハルタデ ........................5769
はなてんぐ .....................トコロ類 ........................7656
はなな.............................ゴンズイ ........................2972
.......................................ヤマアジサイ.................4735
はなのき .........................エンコウカエデ .............3261
.......................................シキミ ...........................5496
.......................................ヤグルマカエデ .............3278
はなび.............................ハマスゲ ........................6947
.......................................ヒデリコ ........................6968
はなもみじ .....................エンコウカエデ .............3264
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はなもみじ .....................ヤグルマカエデ .............3279
はねかわ .........................アサダ ...........................6716
はば ................................ウバメガシ ....................6469
ははきぐさ .....................コウヤボウキ ..................924
ははそ.............................コナラ ...........................6534
.......................................ミズナラ ........................6596
ははた.............................ミズナラ ........................6597
ははんさ .........................ミズメ ...........................6655
はびてこぶら ..................ゴシュユ ........................3408
はびろ.............................アカガシ ........................6397
.......................................アラカシ ........................6431
.......................................ハクウンボク.................1797
はびろのあかがし...........アカガシ ........................6398
はびろのおおかし...........アカガシ ........................6399
はふかずら .....................ハマゴウ ........................1448
はぶそー .........................エビスグサ ....................3839
はぶちゃ .........................エビスグサ ....................3840
ばべ ................................ウバメガシ ....................6470
ばべがし .........................ウバメガシ ....................6486
ばべのき .........................ウバメガシ ....................6488
はぼそ.............................シラカシ ........................6570
.......................................ツクバネガシ.................6586
はぼそがし .....................シラカシ ........................6572
はぼそのおおかし...........ツクバネガシ.................6587
はまうまべ .....................ハマヒサカキ.................4993
はまごぼう .....................ハマアザミ ......................772
はまごぼぉ .....................ハマアザミ ......................774
はまごぼー .....................ハマアザミ ......................775
はまごんぼ .....................ハマアザミ ......................776
はましきみ .....................ハマゴウ ........................1449
はまじしゃ .....................ツルナ ...........................5720
はまぢしゃ .....................ツルナ ...........................5721
.......................................ハマニガナ ......................890
はまつばき .....................ハマボウ ........................2761
はまびしゃかき ..............ハマヒサカキ.................4994
はまびしゃこ ..................ハマヒサカキ.................4995
はまもっこく ..................シャリンバイ.................4342
.......................................マルバシャリンバイ ......4343
はまゆ.............................ハマオモト ....................7686
はまゆう .........................ハマオモト ....................7687
はまゆり .........................ハマオモト ....................7688
ばめ ................................ウバメガシ ....................6489
はもじ.............................センニチソウ.................5270
.......................................センニンソウ.................5283
はもじき .........................センニチソウ.................5271
はもも.............................ハナイカダ ....................2438
はもり.............................アセビ ...........................1996
はもれ.............................アセビ ...........................2005
はもろ.............................アセビ ...........................2006
ばらいも .........................ジャガイモ ....................1313
ばらなぎ .........................ナギイカダ ....................8083
はらへたらん ..................ボタンヅル ....................5292
ばらん.............................ハラン ...........................7922
はりがね .........................カニクサ..........................324
はりがねしだ ..................クジャクシダ ..................354
はりがねぼーとり...........キシュウスズメノヒエ ....7321
はりそば .........................ママコノシリヌグイ ......5774
はりだら .........................タラノキ ........................2339
はりな.............................オオガラシ ....................4853
はりのき .........................ハリギリ ........................2395
.......................................ハンノキ ........................6617
.......................................ヤマハンノキ.................6628
ぱりぱり .........................ボタンヅル ....................5293
ぱりぱりのき ..................アカソ ...........................5987
はるおみなえし ..............カノコソウ ....................1111
はるぐみ .........................ナワシログミ.................2723
はるな.............................オオガラシ ....................4854
はるののげし ..................ノゲシ .............................994
ばれいしょ .....................ジャガイモ ....................1314
ばれん.............................ハラン ...........................7924
はんさ.............................ミズメ ...........................6656
はんさざくら ..................リンボク ........................4308
はんしゃ .........................ミズメ ...........................6660

はんたつ .........................アケビ ...........................5184
はんだつ .........................アケビ ...........................5185
はんだつかずら ..............ミツバアケビ.................5208

【ひ】

ひいかり .........................ツユクサ ........................7549
ひーかり .........................ツユクサ ........................7550
ひいち.............................タイミンタチバナ .........1871
ひーち.............................タイミンタチバナ .........1874
ぴーぴーぐさ ..................スズメノテッポウ .........7090
ひいらぎ .........................アリドオシ ....................1501
.......................................ヒイラギ ........................1708
ひうち草 .........................カラムシ類 ....................6033
ひえ ................................イヌビエ、タイヌビエ ....7180
.......................................タイヌビエ ....................7183
.......................................ノビエ ...........................7187
ひおぎ.............................ヒオウギ ........................7603
ひかり.............................ツユクサ ........................7551
びがんかずら ..................サネカズラ ....................5515
.......................................マツブサ ........................5535
ひがんばな .....................ヒガンバナ ....................7805
ひきおこし .....................タケニグサ ....................4937
ひきひき .........................オオバコ ........................1229
ひくらがし .....................シラキ ...........................3635
.......................................ネジキ ...........................1935
ひぐるま .........................ヒマワリ..........................870
ひくろぎ .........................エゴノキ ........................1787
ひげいちご .....................エビガライチゴ .............4382
ひげつつじ .....................ツリガネツツジ .............1944
.......................................モチツツジ ....................2090
ひげにんじん ..................ウイキョウ ....................2277
ひげびえ .........................ケイヌビエ ....................7181
ひげむしぐさ ..................チカラシバ ....................7339
ひこーきぐさ ..................ノボロギク ......................972
ひさかき .........................ヒサカキ ........................5008
びさかき .........................ヒサカキ ........................5009
ひし ................................ハマビシ ........................3637
びしゃかき .....................ヒサカキ ........................5010
びしゃがき .....................ヒサカキ ........................5017
びしゃかけ .....................ヒサカキ ........................5022
びしゃく .........................ヒサカキ ........................5027
ひしゃこ .........................ヒサカキ ........................5028
びしゃこ .........................ヒサカキ ........................5029
びしゃこう .....................ヒサカキ ........................5045
ひしゃしゃき ..................ヒサカキ ........................5048
びしゃしゃき ..................ヒサカキ ........................5049
びしゃっこ .....................ヒサカキ ........................5051
びしゃっこー ..................ヒサカキ ........................5052
びじょうやなぎ ..............ビヨウヤナギ.................4952
びじょーやなぎ ..............ビヨウヤナギ.................4953
びじょやなぎ ..................ビヨウヤナギ.................4954
ひだりまえ .....................ネジバナ ........................6873
ひだりまき .....................ネジバナ ........................6874
ひちく.............................クロチク ........................7368
.......................................マダケ ...........................7383
ひちのき .........................タイミンタチバナ .........1875
びっしゃっこ ..................ヒサカキ ........................5053
ひっつき .........................センダングサ ..................724
.......................................モチツツジ ....................2091
.......................................ヤブジラミ ....................2304
ひっつきぐさ ..................ウリクサ ........................1255
.......................................キンミズヒキ.................4115
.......................................ツメクサ ........................5655
ひっつきつつじ ..............モチツツジ ....................2092
ひっつきまめ ..................ミソナオシ ....................3870
ひっつきむし ..................イノコズチ ....................5584
.......................................センダングサsp...............728
.......................................ヒナタイノコズチ .........5597
ひつんぜう .....................カナメモチ ....................4188
ひでりそう .....................マツバボタン.................5711
ひとこえおめき ..............タケニグサ ....................4938

ひとつば .........................ヒトツバ..........................441
ひとつばぼくろ ..............サイハイラン.................6808
ひとでくさ .....................ヒカゲノカズラ ...............138
ひとでぐさ .....................ヒカゲノカズラ ...............139
ひとぼしばな ..................ヒガンバナ ....................7809
ひともじ .........................ネギ ...............................7892
ひとりしずか ..................フタリシズカ.................5116
ひなたそぉ .....................マツバボタン.................5712
ひなたそー .....................マツバボタン.................5713
ひなんかずら ..................サネカズラ ....................5518
びなんかずら ..................サネカズラ ....................5519
ひのき.............................ヒノキ .............................545
ひば ................................イワヒバ..........................175
.......................................コノテガシワ ..................588
.......................................ヒノキ .............................546
.......................................ヒノキの葉 ......................547
ひふぐさ .........................オニタビラコ.................1029
ひま ................................ヒマ ...............................3627
ひむろ.............................ネズミサシ ......................550
ひめあざみ .....................キツネアザミ ..................876
ひめぐさ .........................ノギラン ........................8049
ひめくず .........................ノアズキ ........................3877
ひめじろ .........................ヒメシロネ ....................1366
ひめしんじゅがや...........カガシラ ........................6979
ひめずる .........................ゲンノショウコ .............3668
ひめつげ .........................イヌツゲ ........................3076
ひめつつじ .....................ツツジ類 ........................2053
ひめづる .........................ゲンノショウコ .............3670
.......................................ヒメユズリハ.................3475
.......................................ユズリハ ........................3482
ひめはぎ .........................キハギ ...........................3931
.......................................ニワフジ ........................3917
ひめめぐさ .....................ヒメハッカ ....................1367
ひめゆり .........................コオニユリ ....................8021
ひめりんどう ..................アサマリンドウ .............1618
ひめりんどー ..................アサマリンドウ .............1619
ひめんじょ .....................カラムシ ........................6007
ひめんじょう ..................カラムシ ........................6010
ひめんじょー ..................カラムシ ........................6011
ひもしゃぼてん ..............ヒモサボテン.................5565
ひもろすぎ .....................ネズミサシ ......................551
びや ................................ビワ ...............................4138
びゃくし .........................ビャクシン ......................580
ひゅーな .........................ヒユ ...............................5606
ひゅうびしだ ..................コシダ .............................257
ひゅーりしだ ..................コシダ .............................259
ひゆしな .........................イヌビワ ........................6254
ひょうぎ .........................ウリカエデ ....................3241
ひょうたんぼく ..............キンギンボク.................1122
ひょうな .........................イヌビユ ........................5601
.......................................ヒユ ...............................5607
びょうぶ .........................リョウブ ........................2212
ひょうまめ .....................ラッカセイ ....................3800
ひょーな .........................イヌビユ ........................5603
.......................................スベリヒユ ....................5691
.......................................ヒユ ...............................5612
ひょーまめ .....................ラッカセイ ....................3801
ひよこぐさ .....................ミヤコグサ ....................3949
ひょこたん .....................ヒョウタン ....................2560
ひよごり .........................スズメノテッポウ .........7091
ひよどりぐす ..................シロダモ ........................5465
ひよどりごい ..................マンリョウ ....................1840
ひよろ.............................スズメノヤリ.................7589
ひよろくさ .....................スズメノテッポウ .........7092
ひょろひょろだけ...........イタドリ ........................5891
ひょんのき .....................イスノキ ........................4826
ひらき.............................トガサワラ ......................520
ひらぎがし .....................リンボク ........................4309
びらっと .........................ヤマナラシ ....................6729
ひらな.............................メヒシバ ........................7154
びらびら .........................ネムノキ ........................3771
びらびらかんざし...........メヒシバ ........................7155
.......................................メヒシバ、コメヒシバ ....7167
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びらんかずら ..................サネカズラ ....................5522
.......................................マツブサ ........................5536
びらんじ .........................バクチノキ ....................4275
ひりゅうしだ ..................コシダ .............................260
ひる ................................ニラ ...............................7880
.......................................ノビル ...........................7900
ひるがお .........................コヒルガオ ....................1470
.......................................ヒルガオ ........................1477
ひるぐち .........................チガヤ ...........................7267
ひるぬき .........................チガヤ ...........................7268
ひるぼし .........................ノビル ...........................7903
ひるみっちゃ ..................マツバボタン.................5714
ひるんぼ .........................ノビル ...........................7904
ひろうどそう ..................ハルシャギク ..................790
びろーどそー ..................ハルシャギク ..................791
びろどそ .........................ハルシャギク ..................792
びわ ................................ビワ ...............................4146
びんぐかき .....................カキの一種、山柿 .........1813
びんごいも .....................サツマイモ ....................1486
びんじょ .........................タイミンタチバナ .........1876
びんとうさう ..................アカネ ...........................1553
ぴんぴんかずら ..............カニクサ..........................325
ぴんぴんぐさ ..................カタバミ ........................3716
.......................................カニクサ..........................328
.......................................ナズナ ...........................4862
.......................................ハイヌメリグサ .............7454
びんぼうかずら ..............ヤブガラシ ....................2819
びんぼうぐさ ..................スズメノカタビラ .........7429
びんぼかずら ..................ヤブガラシ ....................2820
ぴんぽん .........................ジャノヒゲ ....................8058

【ふ】

ふぃき.............................フキ .................................952
ふいき.............................フキ .................................953
ふうきん .........................ジャノヒゲ ....................8059
ふえ ................................ウツギ ...........................4637
ふえくさ .........................スズメノテッポウ .........7093
ふえぐさ .........................スズメノテッポウ .........7094
ふえふきぐさ ..................スズメノテッポウ .........7095
ふき ................................フキ .................................962
ふきあげ .........................ヤブコウジ ....................1850
ふきだま .........................ジャノヒゲ ....................8060
.......................................ジャノヒゲの実 .............8077
ふきだまのき ..................アブラチャン.................5393
ふくい.............................シチトウ ........................6933
ふくいぐさ .....................シチトウ ........................6934
.......................................フトイ ...........................6975
ふくしば .........................ウバメガシ ....................6491
ふくだま .........................ジャノヒゲ ....................8065
.......................................ジャノヒゲの実 .............8078
ふくと.............................ヤブコウジ ....................1851
ふくら.............................クロソヨゴ ....................3109
.......................................ソヨゴ ...........................3111
.......................................ネジキ ...........................1940
.......................................モチノキ ........................3158
ふくらしば .....................クロガネモチ.................3100
.......................................ソヨゴ ...........................3117
ふくらんしえ ..................ソヨゴ ...........................3123
ふくらんしゅ ..................ソヨゴ ...........................3124
ふくらんしょ ..................ソヨゴ ...........................3126
ふくらんじょ ..................ソヨゴ ...........................3127
ふくらんじょう ..............ソヨゴ ...........................3129
ふくらんそう ..................ソヨゴ ...........................3130
ふくらんぞう ..................ソヨゴ ...........................3132
ふくろいちご ..................エビガライチゴ .............4383
ふごじー .........................ツブラジイ ....................6374
ふし ................................ヌルデ ...........................3294
ふじ ................................ヌルデ ...........................3299
.......................................フジ ...............................4099
.......................................ヤマフジ ........................4107
ふしえび .........................サンカクヅル.................2894

ふじかずら .....................フジ ...............................4101
ふじき.............................ニガキ ...........................3354
ふしぐさ .........................イノコズチ ....................5585
ふしだか .........................イノコズチ ....................5587
.......................................ノブドウ ........................2816
ふしだかいちび ..............イノコズチ ....................5593
ふじつりばな ..................カギカズラ ....................1575
ふじつりばり ..................カギカズラ ....................1576
ふじどち .........................ミカエリソウ.................1363
ふしのき .........................ヌルデ ...........................3300
ふじぼたん .....................ケマンソウ ....................4901
ふすまうつぎ ..................バイカウツギ.................4777
ふだはさみ .....................ニシキギ ........................3010
ふだばさみ .....................ニシキギ ........................3011
ふたばはぎ .....................ナンテンハギ.................4080
ふだんさんしょー...........フユザンショウ .............3470
ふだんな .........................フダンソウ ....................5630
ふちつりばり ..................カギカズラ ....................1577
ふつ ................................センニチソウ.................5272
ふつくさ .........................センニチソウ.................5273
.......................................センニンソウ.................5284
.......................................ボタンヅル ....................5294
ふつくさかずら ..............センニンソウ.................5287
ふでくさ .........................スズメノテッポウ .........7096
ふでつきぐさ ..................ミズヒキ ........................5745
ふでのき .........................ノグルミ ........................6780
ふでふきぐさ ..................ハナタデ ........................5766
.......................................ミズヒキ ........................5747
ふど ................................ホドイモ ........................3775
ふといぐさ .....................フトイ ...........................6976
ふどいも .........................ホドイモ ........................3781
ふとえ.............................フトイ ...........................6977
ぶどー.............................カタバミ ........................3718
ふとかずら .....................フウトウカズラ .............5118
ふとぐさ .........................テングサ ...........................66
ぶとくさ .........................テングサ？ ........................67
ぶとぐさ .........................テングサ ...........................68
ふなが.............................ウラジロ..........................303
.......................................シダ .................................443
ふのり.............................フクロフノリ ....................26
ふふらしば .....................ソヨゴ ...........................3134
ふゆあきび .....................ムベ ...............................5220
ふゆき.............................フキ .................................965
ふゆぶくら .....................ソヨゴ ...........................3135
ぶらっと .........................ヤマナラシ ....................6731
ぷらっと .........................ヤマナラシ ....................6737
ぶらぶらのき ..................キブシ ...........................2620
ふらんそー .....................フダンソウ ....................5631
ふりだま .........................ジャノヒゲ ....................8070
ぶりぶり .........................ヤマナラシ ....................6738
ぶろう.............................ブドウ ...........................2901
ぶろー.............................ブドウ ...........................2904
ぶろのき .........................ネズミサシ ......................554
ふろんど .........................ネズミサシ ......................555
ぶろんど .........................ネズミサシ ......................556
ぶわのき .........................ノグルミ ........................6781
ぶんこ.............................ナツハゼ ........................2185
ふんごがき .....................カキの一種 ....................1812
ぶんござさ .....................オカメザサ ....................7486
ぶんどう .........................リョクトウ ....................4095
ぶんどうまめ ..................リョクトウ ....................4096
ぶんどー .........................リョクトウ ....................4097
ふんどしな .....................ギボウシ属 ....................7993

【へ】

へいのあたま ..................コウヤボウキ ..................925
へいべ.............................イヌガヤ..........................620
へいらぎ .........................ヒイラギ ........................1709
へえ ................................タイヌビエ ....................7185
.......................................ヒエ ...............................7189
へーくそかずら ..............ヘクソカズラ.................1541

へぇらぎ .........................ヒイラギ ........................1711
へえらぎ .........................アリドオシ ....................1502
.......................................ヒイラギ ........................1712
へーらぎ .........................アリドオシ ....................1503
.......................................ヒイラギ ........................1715
へくそかずら ..................ヘクソカズラ.................1542
へくそばな .....................ハクチョウゲ.................1555
.......................................ヘクソカズラ.................1545
へくそんど .....................シシウド ........................2249
へし ................................ヒシ ...............................2505
べにぐさ .........................イヌビユ ........................5604
へび ................................イヌガヤ..........................621
へびいちご .....................ヘビイチゴ ....................4135
へびごんぱち ..................イタドリ ........................5892
へびたっぽ .....................イタドリ ........................5893
へびのき .........................イヌガヤ..........................625
へびのすいすい ..............ギシギシ ........................5946
へひりばな .....................ヘクソカズラ.................1547
へべ ................................イヌガヤ..........................629
へべがや .........................イヌガヤ..........................636
べべがや .........................イヌガヤ..........................640
へべのき .........................イヌガヤ..........................641
べべほおじろ ..................シュンラン ....................6837
へぼ ................................サワグルミ ....................6784
へぼうつぎ .....................ニワトコ ........................1142
へぼがや .........................イヌガヤ..........................642
へぼぎり .........................サワグルミ ....................6785
へぼのき .........................イヌガヤ..........................643
へめんじょ .....................カラムシ ........................6012
へも ................................ウミウチワ..........................9
.......................................シマオオギ ........................10
.......................................フタエオオギ ......................8
へらぎ.............................ヒイラギ ........................1719
へらのき .........................シナノキ ........................2781
べんけいなかし ..............ナギ .................................614
べんけいば .....................ナギ .................................615
へんのき .........................イスノキ ........................4828
ぺんぺんかずら ..............カニクサ..........................330
ぺんぺんぐさ ..................ナズナ ...........................4864

【ほ】

ほう ................................ホオノキ ........................5556
ほうかのき .....................リンボク ........................4310
ほうきぐさ .....................コウヤボウキ ..................926
.......................................ナガバノコウヤボウキ ......951
.......................................ホウキギ ........................5640
ほうきらし .....................マツバラン ........................86
ほうくろ .........................シュンラン ....................6838
ほうこ.............................ハハコグサ ......................862
ほうこぐさ .....................ハハコグサ ......................863
ほうしこ .........................スギナ .............................223
ぼうすばな .....................センニチコウ.................5626
ぼうずゆり .....................ウバユリ ........................7944
ほうせんこ .....................ホウセンカ ....................3172
ほうそ.............................コナラ ...........................6535
.......................................ナラ ...............................6591
.......................................ブナ ...............................6387
ほうそうばな ..................フタバアオイ.................5113
ぼうだら .........................カラスザンショウ .........3453
.......................................ハリギリ ........................2397
ほうたろぐさ ..................コモチマンネングサ ......4821
.......................................ツメクサ ........................5656
ほうとり .........................メヒシバ ........................7156
.......................................メヒシバ、コメヒシバ ..7168
ほうとろ .........................メヒシバ ........................7159
ほうのき .........................ハマゴウ ........................1450
.......................................ホオノキ ........................5558
ぼうふう .........................ハマボウフウ.................2278
ほうらくいちご ..............クサイチゴ ....................4416
ほうらだけ .....................イタドリ ........................5894
ほうろへえそ ..................マツバボタン.................5715

方　言 標準和名 コード 方　言 標準和名 コード 方　言 標準和名 コード

索引Ｂ（方言→標準和名→コード）

－ 188 －



ほーかのき .....................リンボク ........................4312
ほーきぐさ .....................コウヤボウキ ..................937
.......................................ホウキギ ........................5641
ほーきらん .....................マツバラン ........................87
ほーくろらん ..................シュンラン ....................6839
ほーけぐさ .....................コウヤボウキ ..................938
.......................................ホウキギ ........................5642
ほーけときび ..................ホウキモロコシ .............7487
ほーけらん .....................マツバラン ........................89
ほーこ.............................ハハコグサ ......................864
ほぉこぐさ .....................ハハコグサ ......................865
ほーじ.............................カラスビシャク .............7063
.......................................ヒガンバナ ....................7811
ほーしつつじ ..................カイナンサラサドウダン ...1880
.......................................ベニドウダン.................1882
ぼーずぐさ .....................ヒンジガヤツリ .............6970
.......................................ホシクサ ........................7523
ぼーずゆり .....................ウバユリ ........................7946
ほぉせんこ .....................ホウセンカ ....................3176
ほーせんこ .....................ホウセンカ ....................3177
ほーそ.............................コナラ ...........................6541
.......................................ミズナラ ........................6599
ほーそのき .....................コナラ ...........................6543
ぼーだら .........................カラスザンショウ .........3454
.......................................ハリギリ ........................2400
ほーとり .........................ツユクサ ........................7553
.......................................メヒシバ ........................7160
ほーとりぐさ ..................アキメヒシバ.................7138
.......................................メヒシバ ........................7161
ほーとろ .........................メヒシバ、コメヒシバ ....7169
ほーのき .........................ハマゴウ ........................1451
.......................................ハマボウ ........................2762
ほーのみ .........................ハマゴウの果実 .............1452
ぼーふー .........................ハマボウフウ.................2279
ほーらくいちご ..............クサイチゴ ....................4418
.......................................ホウロクイチゴ .............4515
ほーろくいちご ..............キイチゴ ........................4402
ほーろへーそ ..................マツバボタン.................5716
ぽかいき .........................リンボク ........................4313
ほかのき .........................リンボク ........................4314
ぼかのき .........................リンボク ........................4316
ぼぎな.............................ギボウシ類 ....................8009
ほくる.............................シュンラン ....................6840
ほくろ.............................シュンラン ....................6841
ほくろだま .....................ジャノヒゲ ....................8071
ほけじろ .........................イタドリ ........................5895
ほざきかえで ..................オガラバナ ....................3269
ほじ ................................ニガカシュウ.................7659
ほしくさ .........................コモチマンネングサ ......4822
ほしな.............................ダイコンの葉.................4888
ほじんかご .....................ニガカシュウ.................7660
ほずき.............................ホオズキ ........................1298
ほそ ................................コナラ ...........................6544
.......................................ナラ ...............................6593
.......................................ミズナラ ........................6600
ほそきだら .....................カラスザンショウ .........3455
ほそぎだら .....................カラスザンショウ .........3456
ほそばのおおかし...........ツクバネガシ.................6590
ほそばのやまはっか .......イヌヤマハッカ .............1408
ぼた ................................オニグルミ ....................6770
ほたるぐさ .....................シロツメクサ.................4054
.......................................ツメクサ ........................5657
.......................................ツユクサ ........................7554
.......................................ヒナギキョウ.................1087
.......................................ヤエムグラ ....................1515
ほたろぐさ .....................ノミノフスマ.................5667
ぼたん.............................バラ ...............................4371
ぼたんさくら ..................サトザクラ ....................4266
ほちろ.............................スミレ ...........................2654
ぼっか.............................リンボク ........................4317
ほっちょのき ..................ウグイスカグラ .............1116
ほっちょのみ ..................ウグイスカグラ .............1118
ぽっちり .........................マメヅタ..........................420

ほっぱん .........................ホタルブクロ.................1077
ほっぽ.............................ウバユリ ........................7947
.......................................ササユリ ........................8034
.......................................ヤマユリの花.................8045
ぽっぽ.............................イタドリ ........................5896
ほっぽう .........................ウバユリ ........................7951
ほっぽゆり .....................ウバユリ ........................7952
ほどかずら .....................マタタビ ........................5102
ほとぎりす .....................オトギリソウ.................4949
ほとけのはし ..................ミソハギ ........................2508
ほとけばな .....................ヒガンバナ ....................7812
ほととぎす .....................エゴノキ ........................1788
.......................................オトギリソウ.................4951
.......................................ホトトギス ....................8193
ほとり.............................アキメヒシバ.................7139
.......................................カリマタガヤ.................7171
.......................................メヒシバ ........................7162
ほとろ.............................チヂミザサ ....................7310
.......................................メヒシバ ........................7163
.......................................メヒシバ、コメヒシバ ....7170
.......................................ワラビ .............................340
ほどろ.............................ゼンマイ..........................236
ほなが.............................ウラジロ..........................304
ほながしだ .....................ウラジロ..........................309
ぼにがしわ .....................アカメガシワ.................3602
ほほろたけ .....................イタドリ ........................5897
ほほろだけ .....................イタドリ ........................5898
ほや ................................マツグミ ........................5969
.......................................ヤドリギ ........................5983
ぼや ................................オニグルミ ....................6771
.......................................サワグルミ ....................6786
ぼやぎり .........................サワグルミ ....................6788
ほらがい .........................ツリフネソウ.................3168
ほりさう .........................アズマギク ......................826
ほろし.............................ヒヨドリジョウゴ .........1323
ほろろだけ .....................イタドリ ........................5901
ほんうつぎ .....................ウツギ ...........................4638
ぼんがしら .....................アカメガシワ.................3603
ほんがしわ .....................アカメガシワ.................3604
ぼんかしわ .....................アカメガシワ.................3605
ぼんがしわ .....................アカメガシワ.................3606
ほんがや .........................カヤ .................................649
ぼんぎ.............................アカメガシワ.................3609
ほんくるみ .....................サワグルミ ....................6789
ほんげやき .....................ケヤキ ...........................6345
ほんごびわ .....................イヌビワ ........................6255
ほんざくら .....................ヤマザクラ ....................4284
ほんざんしょう ..............サンショウ ....................3463
ほんざんしょー ..............サンショウ ....................3466
ほんじい .........................コジイ ...........................6351
.......................................ツブラジイ ....................6375
ほんじー .........................ツブラジイ ....................6377
ほんしだ .........................ウラジロ..........................310
ほんしで .........................アカシデ ........................6686
ぼんしば .........................アカメガシワ.................3611
ほんだぐさ .....................ハナカタバミ.................3721
.......................................ムラサキカタバミ .........3730
ほんだけ .........................マダケ ...........................7384
ほんだけのおん ..............ハチク ...........................7373
ほんたで .........................ムラサキタデ.................5787
ほんだら .........................カラスザンショウ .........3457
.......................................タラノキ ........................2340
ほんつげ .........................ツゲ ...............................2958
ほんつずら .....................ツヅラフジ ....................5159
ほんつばき .....................サザンカ ........................4956
ほんとち .........................トチノキ ........................3198
ほんどち .........................トチノキ ........................3199
ほんなら .........................コナラ ...........................6555
ほんにしき .....................ニシキギ ........................3015
ほんにしきぎ ..................ニシキギ ........................3016
ぼんのき .........................アカメガシワ.................3613
ぼんば.............................アカメガシワ.................3616
ほんぼ.............................ウバユリ ........................7953

ぼんぼ.............................シカガクレユリ .............8195
ほんぼー .........................ウバユリ ........................7961
ほんぼそ .........................コナラ ...........................6556
ほんぼたん .....................ボタン ...........................5111
ほんぼゆり .....................ウバユリ ........................7962
ぽんぽんだけ ..................イタドリ ........................5902
ほんまお .........................カラムシ ........................6013
ほんまき .........................コウヤマキ ......................536
ほんみずき .....................タマミズキ ....................3136
ほんもうち .....................ヤマグルマ ....................5345
ほんもーち .....................ヤマグルマ ....................5346
ほんもち .........................ヤマグルマ ....................5347
ほんもみじ .....................イロハカエデ.................3222
ほんやたび .....................イヌビワ ........................6256
ほんわかば .....................ユズリハ ........................3483

【ま】

まあば.............................カラムシ ........................6014
まいちご .........................キイチゴ ........................4403
まうさき .........................ヒガンバナ ....................7813
まお ................................カラムシ ........................6015
.......................................ヤブマオ ........................6071
まおくさ .........................クワクサ ........................6135
まおば.............................カラムシ ........................6022
まかづら .........................サルナシ ........................5099
まき ................................イヌマキ..........................603
.......................................コウヤマキ ......................539
まきぎんか .....................マルキンカン.................3413
まきのき .........................イヌマキ..........................608
まぐさ.............................オバクサ ...........................55
.......................................キヌクサ ...........................50
まこばい .........................カラムシ ........................6023
まこばえ .........................カラムシ ........................6024
まごばえ .........................カラムシ ........................6025
まさき.............................ヒガンバナ ....................7814
.......................................マサキ ...........................3028
まさきかずら ..................ツルマサキ ....................3000
まさきずた .....................ツルマサキ ....................3002
まじい.............................ツブラジイ ....................6378
ましで.............................イヌシデ ........................6703
ますくさ .........................アゼガヤツリ.................6913
.......................................カヤツリグサ.................6917
.......................................カヤツリグサ類 .............6922
.......................................クグ ...............................6925
.......................................コゴメガヤツリ .............6928
.......................................タマガヤツリ.................6937
ますぐさ .........................アゼガヤツリ.................6914
.......................................カヤツリグサ.................6920
.......................................カヤツリグサ類 .............6923
.......................................コゴメガヤツリ .............6931
.......................................タマガヤツリ.................6938
.......................................チャガヤツリ.................6940
.......................................ヒメクグ ........................6949
.......................................ミズガヤツリ.................6951
まそ ................................カジノキ ........................6094
まだけ.............................マダケ ...........................7385
またたび .........................マタタビ ........................5103
またたびかずら ..............マタタビ ........................5110
まっか.............................マクワウリ ....................2535
まっかうり .....................マクワウリ ....................2537
まっくわ .........................マクワウリ ....................2541
まっこう .........................シキミ ...........................5500
まっこのき .....................シキミ ...........................5501
まっさき .........................ヒガンバナ ....................7817
まっさぎ .........................ヒガンバナ ....................7820
まっさけ .........................ヒガンバナ ....................7821
まつさけ .........................ヒガンバナ ....................7826
まっさっけ .....................ヒガンバナ ....................7827
まっしゃき .....................ヒガンバナ ....................7828
まっしゃけ .....................ヒガンバナ ....................7830
まっしゃげ .....................ヒガンバナ ....................7835
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まっせき .........................ヒガンバナ ....................7836
松露芋.............................ジャガイモ ....................1315
まつな.............................コンギク..........................706
.......................................シラヤマギク ..................709
.......................................ヨメナ .............................894
まつのもと .....................アブノメ ........................1254
まつばあさがお ..............ルコウソウ ....................1491
まつばぐさ .....................スギナ .............................224
.......................................ツメクサ ........................5662
まつばぜり .....................セリ ...............................2296
まつひろいつつじ...........コバノミツバツツジ ......2029
まつぼたん .....................マツバボタン.................5717
まつも.............................マツモ ...........................5140
まつよいぐさ ..................ツキミソウ ....................2493
まつらにっけい ..............イヌガシ ........................5459
まな ................................コマツナ ........................4846
まなざさ .........................ヤダケ ...........................7438
まなだけ .........................ヤダケ ...........................7439
まはたさう .....................カキドオシ ....................1337
まべ ................................ウバメガシ ....................6492
まほ ................................カラムシ ........................6030
まぼう.............................カラムシ ........................6031
まほば.............................カラムシ ........................6032
まめがき .........................マメガキ ........................1822
まめかずら .....................クズ ...............................4041
まめがらつつじ ..............レンゲツツジ.................2109
まめこ.............................豆...................................4108
まめざくら .....................ザイフリボク.................4121
まめじゃ .........................カワラケツメイ .............3846
まめちゃ .........................カワラケツメイ .............3848
.......................................コミカンソウ.................3626
.......................................ヒサカキ ........................5054
まめっぽ .........................キブシ ...........................2626
まめなし .........................ウラジロノキ.................4548
まめふじ .........................キブシ ...........................2627
.......................................ナツフジ ........................3975
まめぶし .........................キブシ ...........................2628
まめらん .........................マメヅタラン.................6803
まよば.............................ウラジロ..........................312
まるあけび .....................ムベ ...............................5221
まるだけ .........................メダケ ...........................7427
まるばぐみ .....................マルバグミ ....................2727
まるばどころ ..................ニガカシュウ.................7661
まるばのあきのたむらさう ...アキノタムラソウ .........1412
まるばのよつばむぐら ...キクムグラ ....................1511
まるばふゆいちご...........ミヤマフユイチゴ .........4524
まるばやなぎ ..................アカメヤナギ.................6747
まるわくび .....................ムベ ...............................5222
まんさき .........................ヒガンバナ ....................7837
まんざき .........................ヒガンバナ ....................7839
まんさく .........................ダンコウバイ.................5422
まんさけ .........................ヒガンバナ ....................7840
まんじ.............................ヒガンバナ ....................7841
まんじゅ .........................ヒガンバナ ....................7842
まんじゅう .....................ヒガンバナ ....................7843
まんじゅうのは ..............サルトリイバラ .............8172
まんじゅぐさ ..................ヒガンバナ ....................7845
まんじゅさき ..................ヒガンバナ ....................7846
まんじゅさけ ..................ヒガンバナ ....................7847
まんじゅさげ ..................ヒガンバナ ....................7849
まんじゅしゃげ ..............ヒガンバナ ....................7850
まんじゅのさき ..............ヒガンバナ ....................7853
曼珠草.............................ヒガンバナ ....................7855
まんねんぐさ ..................マンネンスギ ..................158
まんりょう .....................カラタチバナ.................1839
.......................................マンリョウ ....................1841

【み】

みおどろ .........................コアカソ ........................6060
みかづきくさ ..................ミヤコグサ ....................3950
みがらし .........................カラシナ ........................4841

みかんばな .....................ヒガンバナ ....................7856
みくりすげ .....................オニスゲ ........................6888
みぐるみ .........................オニグルミ ....................6772
みこしぐさ .....................ゲンノショウコ .............3671
.......................................フウロソウ ....................3679
.......................................ホトケノザ ....................1347
みず ................................ササゲの一種.................4093
みずうみ .........................クマノミズキ.................2449
みずうめ .........................クマノミズキ.................2450
.......................................ミズメ ...........................6661
みずかくし .....................ミゾカクシ ....................1082
みずがしわ .....................クマノミズキ.................2451
みずき.............................アコウ ...........................6154
.......................................クマノミズキ.................2452
.......................................タマミズキ ....................3137
.......................................ミズキ ...........................2473
みすぎく .........................センボンギク ..................710
みずくさ .........................ミズ ...............................6082
みずぐさ .........................トウダイグサ.................3505
.......................................ミゾソバ ........................5780
みずぐみ .........................ウグイスカグラ .............1119
みずぐるみ .....................コアカソ ........................6061
みずざくら .....................ウワミズザクラ .............4261
みずささげ .....................ササゲの一種.................4094
みずしば .........................キシュウスズメノヒエ ......7322
みずすべり .....................オノマンネングサ .........4814
みずそーば .....................ミゾソバ ........................5781
みずそば .........................ツリフネソウ.................3169
.......................................ミズヒキ ........................5749
.......................................ミゾソバ ........................5782
みずだま .........................ニシキソウ ....................3512
みずな.............................キョウナ ........................4844
.......................................モミジガサ ......................733
みずなぎ .........................コナギ ...........................7638
みずばかし .....................ミズキ ...........................2475
みずばがし .....................クマノミズキ.................2454
みずはぎ .........................ミソハギ ........................2509
.......................................メドハギ ........................3940
みずはしか .....................クマノミズキ.................2455
.......................................ミズキ ...........................2476
みずばしか .....................アオハダ ........................3040
.......................................クマノミズキ.................2456
みずひき .........................ミズヒキ ........................5750
みずひきぐさ ..................ミズヒキ ........................5752
みずぶさ .........................クマノミズキ.................2459
みずふるい .....................クマノミズキ.................2460
みずぶるい .....................コアカソ ........................6062
みずほうそ .....................ミズナラ ........................6601
みずぼうそ .....................ミズナラ ........................6602
みずぼーそ .....................ミズナラ ........................6604
みずぼーそー ..................ミズナラ ........................6605
みずぼそ .........................ミズナラ ........................6606
みすみそう .....................スハマソウ ....................5303
みずめ.............................ウダイカンバ.................6631
.......................................ミズメ ...........................6662
みずめざくら ..................ミズメ ...........................6667
みずんめ .........................ミズメ ...........................6668
みそぎ.............................ミソハギ ........................2514
.......................................ミミズバイ ....................1753
みぞこうじゅ ..................ミゾコウジュ.................1419
みぞそば .........................ハナタデ ........................5767
.......................................ミゾソバ ........................5786
みそはぎ .........................ミソハギ ........................2516
みだれあわ .....................キビ ...............................7318
みちくさ .........................チカラシバ ....................7340
みちぐさ .........................チカラシバ ....................7341
みちむぎ .........................ウツボグサ ....................1404
みちやなぎ .....................ミチヤナギ ....................5790
みつかし .........................ミヤマトベラ.................3880
みつがし .........................ミヤマトベラ.................3881
みつかんぱ .....................ミズキ ...........................2477
みつくさ .........................オドリコソウ.................1338
みつぐさ .........................アキノタムラソウ .........1413

みっちゃ .........................マダケ ...........................7386
みっちゃだけ ..................マダケ ...........................7388
みつで.............................カクレミノ ....................2354
みつながしわ ..................マルバチシャノキ .........1463
みつなり .........................エゴノキ ........................1789
みつば.............................カクレミノ ....................2356
.......................................カタバミ ........................3719
.......................................カラスビシャク .............7064
.......................................コバノミツバツツジ ......2031
.......................................ミツバ ...........................2257
みつばあけび ..................ミツバアケビ.................5209
みつばあなっそ ..............ウツギ ...........................4641
みつばがしわ ..................カクレミノ ....................2357
.......................................ヤマトミツデ.................2412
みつばぜり .....................ウマノミツバ.................2300
.......................................ミツバ ...........................2260
みつばつつじ ..................コバノミツバツツジ ......2032
みつばにんじん ..............トチバニンジン .............2408
みつばのあきのたむらさう ...アキノタムラソウ .........1414
みつまたやなぎ ..............キョウチクトウ .............1591
みづめ.............................ミズメ ...........................6672
みどはげ .........................メドハギ ........................3941
みどり.............................マツグミ ........................5970
みなもとそう ..................ミツモトソウ.................4189
みねさぶろう ..................シラカシ ........................6573
みねつつじ .....................コバノミツバツツジ ......2033
みのかずら .....................キイセンニンソウ .........5264
みのくさ .........................カンスゲ ........................6900
みまさぐさ .....................アゼテンツキ.................6965
.......................................ヒナガヤツリ.................6948
みみくさり .....................ヒガンバナ ....................7857
みみごつつじ ..................モチツツジ ....................2094
みみずぐさ .....................スベリヒユ ....................5692
みみすべり .....................ミミズバイ ....................1754
みみずり .........................ミミズバイ ....................1755
みみすりば .....................ミミズバイ ....................1756
みみついばら ..................サルトリイバラ .............8173
みみつく .........................サルトリイバラ .............8175
みみつくいばら ..............サルトリイバラ .............8177
みみな.............................ミミナグサ ....................5643
みやこばな .....................カタバミ ........................3720
みやまからまつ ..............シロカネソウ.................5300
みやまきらんそう...........ヤマジオウ ....................1349
みやまこうめ ..................ウグイスカグラ .............1120
みやましきび ..................ミヤマシキミ.................3432
みやましきぶ ..................センリョウ ....................5117
みやましきみ ..................ツルミヤマシキミ .........3428
みやましんぶり ..............ガマズミ ........................1176
みやまとさみずき...........コウヤミズキ.................4825
みょうが .........................ミョウガ ........................6887
みょうがのおば ..............ヤブミョウガ.................7564
みよどろ .........................コアカソ ........................6064
みりんかずら ..................ツタ ...............................2828
みれのき .........................アキニレ ........................6330
みんどろ .........................コアカソ ........................6067

【む】

むかご.............................ニガカシュウ.................7662
むかでぐさ .....................オノマンネングサ .........4815
.......................................シシガシラ ......................377
.......................................マメヅタ..........................421
むかでしだ .....................ゲジゲジシダ ..................392
.......................................シシガシラ ......................378
むぎ ................................ハダカムギ ....................7207
むぎおつぎ .....................ウツギ ...........................4643
むぎなすび .....................ナス ...............................1321
むぎばな .........................ウツギ ...........................4648
.......................................マルバウツギ.................4666
むぎわらそう ..................カイザイク ......................659
むぎわらのり ..................カヤモノリ ........................28
むく ................................ムクノキ ........................6302
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むくぎ.............................ムクゲ ...........................2771
むくりつぼ .....................ムクロジ ........................3204
むくろ.............................ムクロジ ........................3205
むくろうじ .....................ムクロジ ........................3206
むくろじ .........................ムクロジ ........................3207
むくろつぶ .....................ムクロジ ........................3208
.......................................ムクロジの果実 .............3210
むしだし .........................ウツボグサ ....................1407
.......................................キブシ ...........................2634
.......................................コガクウツギ.................4699
むしつぎのき ..................コガクウツギ.................4700
むしつりくさ ..................キクムグラ ....................1512
むしむし .........................キブシ ...........................2635
むすめな .........................ズイナ ...........................4756
むつしだ .........................コシダ .............................262
むねぎり .........................ハリギリ ........................2401
むましば .........................ウバメガシ ....................6495
むまめ.............................ウバメガシ ....................6496
むらさき .........................キカシグサ ....................2522
むらさきあけび ..............ミツバアケビ.................5210
むらさきけむし ..............チカラシバ ....................7342
むらさきしきぶ ..............ムラサキシキブ .............1421
むらさきつつじ ..............コバノミツバツツジ ......2034
むらだち .........................アブラチャン.................5394
むろ ................................ネズミサシ ......................557
むろのき .........................ネズミサシ ......................558
むろんど .........................ネズミサシ ......................559

【め】

め ....................................クロメ ...............................17
めあか.............................サトイモ ........................7037
.......................................ネジキ ...........................1941
めー ................................アラメ ...............................20
.......................................カジメ ...............................15
めぇぶる .........................ネーブル ........................3386
めーぶる .........................ネーブル ........................3387
めがし.............................ウラジロガシ.................6508
.......................................シラカシ ........................6574
めかずら .........................ツタ ...............................2829
めがね.............................ツタ ...............................2830
めぎ ................................イワナンテン.................1887
めくらぐさ .....................アレチノギク ..................785
めくらばな .....................ヒメムカシヨモギ ...........831
めしで.............................アカシデ ........................6689
めたら.............................タラノキ ........................2345
めっこ.............................ヒイラギ ........................1720
めっぱぐさ .....................ツボクサ ........................2256
めつぶし .........................ノブドウ ........................2817
めどはぎ .........................メドハギ ........................3942
めのり.............................タンバノリ ........................40
.......................................ハバノリ ...........................27
めはぎ.............................ミソハギ ........................2517
.......................................メドハギ ........................3943
.......................................ヤハズソウ ....................3875
めはじき .........................ヤブマオ ........................6072
めはり.............................ツタ ...............................2831
めはりかずら ..................ツタ ...............................2832
.......................................ツタ？ ...........................2837
めひらぎ .........................リンボク ........................4318
めまつ.............................アカマツ..........................452
めめずり .........................ミミズバイ ....................1758
めんがし .........................シラカシ ........................6577
めんだけ .........................メダケ ...........................7428
めんど.............................コウヤボウキ ..................939
めんどうはぎ ..................コウヤボウキ ..................944
めんのめつき ..................リンボク ........................4319
めんびょーな ..................ヒユ ...............................5614
めんぶり .........................ノビル ...........................7906
めんまつ .........................アカマツ..........................453

【も】

もうそ.............................モウソウチク.................7390
もうそだけ .....................モウソウチク.................7393
もうち.............................クロガネモチ.................3101
もうちのき .....................クロガネモチ.................3102
.......................................モチノキ ........................3159
.......................................ヤマグルマ ....................5348
もぉ ................................藻 ......................................77
もお ................................藻 ......................................79
もー ................................アオミドロ..........................5
.......................................藻類...................................80
もーそ.............................モウソウチク.................7394
もぉち.............................コバンモチ ....................2792
もーち.............................マツグミ ........................5974
.......................................ヤマグルマ ....................5349
もーちのき .....................クロガネモチ.................3103
.......................................モチノキ ........................3160
もくこうばな ..................バイカアマチャ .............4780
もくせん .........................モクセイ ........................1726
もしほ.............................コウボウムギ.................6904
もじんばり .....................タラヨウ ........................3145
もそ ................................モウソウチク.................7395
もぞこ.............................モズク ...............................30
もち ................................モチノキ ........................3161
もちいちび .....................メナモミ..........................976
もちぐさ .........................ハハコグサ ......................866
もちのき .........................ヤマグルマ ....................5350
.......................................ユズリハ ........................3484
もちばな .........................コウヤボウキ ..................945
もちばなき .....................リョウブ ........................2218
もちばなのき ..................エゴノキ ........................1790
.......................................コウヤボウキ ..................946
.......................................リョウブ ........................2220
もっこく .........................モッコク ........................5088
もっこぐさ .....................ハハコグサ ......................868
もつこぐさ .....................ハハコグサ ......................869
もといかずら ..................カニクサ..........................331
もとぎ.............................ツリバナ ........................2993
もどき.............................ツリバナ ........................2996
もどこ.............................モズク ...............................31
ものくさ .........................アキカラマツ.................5332
もみ ................................モミ .................................449
もみじ.............................イタヤカエデ.................3220
.......................................イロハカエデ.................3223
.......................................オオモミジ ....................3266
.......................................カエデ ........................3270-4
.......................................カエデ科sp. ................3279-1
.......................................カエデ類 ........................3281
.......................................コハウチワカエデ .........3274
もみじそう .....................モミジガサ ......................734
もみぢごきづる ..............ゴキヅルの一種 .............2526
もむぎ.............................ヨモギ .............................676
もも ................................ヤマモモ ........................6790
ももぐさ .........................ザクロソウ ....................5724
もろこ.............................モズク ...............................34
もろっぽ .........................ネズミサシ ......................561
もろんじょ .....................ネズミサシ ......................564
もろんど .........................イヌツゲ ........................3077
.......................................ネズミサシ ......................566
.......................................ネズミサシ？ ..................572
もろんぼ .........................ネズミサシ ......................573
もろんぼう .....................ネズミサシ ......................575
もんつきしば ..................タラヨウ ........................3147
もんつくば .....................カゴノキ ........................5440
もんとしきび ..................ツルミヤマシキミ .........3430
もんも.............................モモ ...............................4277
もんもみじ .....................イロハカエデ.................3226

【や】

やいとぐさ .....................ミツデウラボシ ...............405
やいとのき .....................タラヨウ ........................3148
やいとばな .....................ヘクソカズラ.................1548
やえざくら .....................サクラ類 ........................4323
やから.............................イタドリ ........................5904
.......................................カンガレイ ....................6973
やがら.............................クログワイ ....................6957
やきばざさ .....................クマザサ ........................7457
やぐさ.............................ヤハズソウ ....................3876
やしお.............................ヤシャビシャク .............4782
養珠寺豆 .........................フジマメ ........................3925
やしほ.............................ヤシャビシャク .............4788
やしょ.............................ヤシャビシャク .............4790
やしょび .........................テリハノイバラ .............4352
やだけ.............................ヤダケ ...........................7441
やたび.............................イヌビワ ........................6258
やたら.............................イタドリ ........................5905
やたんぼ .........................イヌビワ ........................6262
やつで.............................ヤツデ ...........................2382
やつめらん .....................ノキシノブ ......................426
やどかり .........................マツグミ ........................5975
やどり.............................マツグミ ........................5977
やどりぎ .........................マツグミ ........................5979
やにき.............................アオハダ ........................3041
やにぎ.............................アオハダ ........................3042
やねくさ .........................ツメレンゲ ....................4807
やねぐさ .........................イワレンゲ ....................4806
やのおだけ .....................ヤダケ ...........................7442
やのだけ .........................ヤダケ ...........................7443
やぶあざみ .....................モリアザミ ......................778
やぶいちご .....................クサイチゴ ....................4419
.......................................フユイチゴ ....................4499
.......................................ミヤマフユイチゴ .........4525
やぶぐす .........................ヤブニッケイ.................5372
やぶげやき .....................ケヤキ ...........................6346
やぶこうじ .....................ミヤマトベラ.................3882
.......................................ヤブコウジ ....................1852
やぶこんにゃく ..............テンナンショウ .............6998
やぶごんにゃく ..............ウラシマソウ.................6995
.......................................テンナンショウ .............6999
やぶしゃが .....................シャガ ...........................7617
やぶじゃく .....................ツチアケビ ....................6853
やぶじゃくじょう...........ツチアケビ ....................6855
やぶしょうぶ ..................シャガ ...........................7618
やぶすべり .....................シャガ ...........................7620
やぶだま .........................ウラシマソウ.................6996
やぶにっき .....................ヤブニッケイ.................5376
やぶにっけ .....................ヤブニッケイ.................5379
やぶにっけい ..................シロダモ ........................5466
.......................................ヤブニッケイ.................5381
やぶにっけのき ..............ヤブニッケイ.................5382
やぶらん .........................オオバジャノヒゲ .........8052
.......................................ジャノヒゲ ....................8073
やま ................................コウゾ ...........................6125
やまあさがお ..................ツルリンドウ.................1659
やまあじさい ..................ノリウツギ ....................4722
.......................................ヤマアジサイ.................4736
やまあやめ .....................シャガ ...........................7624
やまあらし .....................アカソ ...........................5988
やまあり .........................イソノキ ........................2950
.......................................ウラジロノキ.................4550
.......................................オオズミ ........................4166
やまいちご .....................キイチゴ ........................4404
.......................................ナガバモミジイチゴ ......4444
.......................................ナワシロイチゴ .............4455
.......................................フユイチゴ ....................4502
.......................................ミヤマフユイチゴ .........4527
.......................................モミジイチゴ.................4534
やまいちじく ..................イヌビワ ........................6263
やまいも .........................ヤマノイモ ....................7679
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やまうり .........................キカラスウリ.................2587
.......................................モミジカラスウリ .........2602
やまえび .........................エビヅル ........................2884
やまえびしょ ..................ヤマブドウ ....................2907
やまえんじゅ ..................フジキ ...........................3854
やまがき .........................カキ ...............................1804
やまかのこそう ..............ツルカノコソウ .............1112
やまかぶち .....................イヌビワ ........................6267
山かぶち .........................イヌビワ ........................6268
やまかぶな .....................イヌビワ ........................6269
やまぎく .........................アブラギク ......................803
.......................................キクタニギク ..................809
.......................................ノコンギク ......................715
.......................................ヨメナ .............................896
.......................................リュウノウギク ...............814
やまきせわた ..................マネキグサ ....................1348
やまぎり .........................アブラギリ ....................3504
.......................................イイギリ ........................2683
.......................................タラノキ ........................2348
やまぐさ .........................オカトラノオ.................1825
やまぐみ .........................コウヤグミ ....................2703
.......................................ツルグミ ........................2713
.......................................ナワシログミ.................2724
やまぐり .........................アワブキ ........................3185
やまぐるみ .....................ノグルミ ........................6782
やまこうばし ..................イソノキ ........................2952
やまこでまり ..................キイシモツケ.................4572
やまごんにゃく ..............ウラシマソウ.................6997
.......................................テンナンショウ .............7001
.......................................テンナンショウ類 .........7002
.......................................マムシグサ類.................7007
.......................................ムロウテンナンショウ ....7008
やまごんぼ .....................ヤマゴボウ ....................5734
やまざくら .....................ヤマザクラ ....................4285
やまざくろ .....................カカツガユ ....................6294
やまさつき .....................ヤマツツジ ....................2103
やまざんしょ ..................イヌザンショウ .............3437
.......................................サンショウ ....................3467
やまざんしょう ..............イヌザンショウ .............3438
.......................................サンショウ ....................3468
.......................................ナンキンナナカマド ......4564
やましきび .....................ツルミヤマシキミ .........3431
やましきみ .....................マンリョウ ....................1842
やまじしゃ .....................イワタバコ ....................1249
やましだ .........................シシガシラ ......................380
やましば .........................チドリノキ ....................3275
.......................................ツノハシバミ.................6711
やましゃくじょう...........ツチアケビ ....................6856
やまじゃくろ ..................ガマズミ ........................1177
.......................................カマツカ ........................4243
やましょうが ..................ハナミョウガ.................6881
やましょーが ..................ハナミョウガ.................6883
やまず.............................スノキ ...........................2164
やますみれ .....................タチツボスミレ .............2656
やまぜり .........................シラネセンキュウ .........2250
やませんりょう ..............マンリョウ ....................1843
やまそ.............................コウゾ ...........................6126
やまそてつ .....................シシガシラ ......................381
やまたばこ .....................ギンバイソウ.................4599
.......................................コブシ ...........................5546
.......................................サジガンクビソウ ...........746
.......................................ヤマボクチ ....................1006
.......................................ヤマボクチ類.................1011
やまだま .........................ムロウテンナンショウ ....7010
やまつげ .........................イヌツゲ ........................3078
.......................................ネズミモチ ....................1690
やまつつじ .....................モチツツジ ....................2095
やまつばき .....................ヤブツバキ ....................4978
やまでまり .....................ヤブデマリ ....................1200
やまてらし .....................ヤマツツジ ....................2104
やまとみつで ..................カクレミノ ....................2358
やまどりいちご ..............フユイチゴ ....................4505
.......................................ミヤマフユイチゴ .........4528

やまどりしだ ..................イノデ .............................388
.......................................イノデ類..........................391
.......................................オオキジノオ ..................238
.......................................シシガシラ ......................382
.......................................ヒメワラビ ......................394
やまどりしば ..................イワナンテン.................1888
やまな.............................アキノキリンソウ ...........980
.......................................ズイナ ...........................4761
やまなぎ .........................タイミンタチバナ .........1878
やまなし .........................ウラジロノキ.................4554
.......................................ヤマナラシ ....................6739
やまならし .....................ヤマナラシ ....................6743
やまにが .........................ミヤマトベラ.................3883
やまにがき .....................ミヤマトベラ.................3884
やまにしき .....................ニワトコ ........................1143
.......................................マユミ ...........................3031
やまにっき .....................シロダモ ........................5467
.......................................ヤブニッケイ.................5383
やまにっけ .....................シロダモ ........................5468
.......................................ヤブニッケイ.................5387
やまにっけー ..................ヤブニッケイ.................5392
やまねいも .....................ヤマノイモ ....................7682
やまのいも .....................ヤマノイモ ....................7683
やまのうくび ..................オカトラノオ.................1827
やまのうのくび ..............オカトラノオ.................1828
やまのかぶとぎく...........モミジガサ ......................735
やまのかみのくちひげ ...ヒカゲノカズラ ...............140
やまのかみのくびい .......ヒカゲノカズラ ...............141
やまのかみのくびかけ ...ヒカゲノカズラ ...............142
やまのかみのしゃくじょう ...ツチアケビ ....................6857
やまのかみのしゃくじょぉ ...ツチアケビ ....................6862
やまのかみのしゃくじょー ...ツチアケビ ....................6863
やまのかみのたすう .......ヒカゲノカズラ ...............143
やまのかみのたすき .......ヒカゲノカズラ ...............144
やまのこめばな ..............キイシモツケ.................4574
やまはじ .........................ヤマウルシ ....................3332
やまはぜ .........................ヤマウルシ ....................3333
やまはっか .....................ヒキオコシ ....................1410
やまびえ .........................チカラシバ ....................7343
やまびしゃこ ..................チシャノキ ....................1457
やまびや .........................イヌビワ ........................6270
やまびわ .........................イヌビワ ........................6271
.......................................ヤマビワ ........................3192
やまぶき .........................ノブキ .............................653
.......................................ヤマブキ ........................4163
やまふじ .........................フジ ...............................4105
やまぶどう .....................アマヅル ........................2844
.......................................エビヅル ........................2885
.......................................サンカクヅル.................2896
.......................................サンカクヅルの果実 ......2898
.......................................ノブドウ ........................2818
.......................................ヤマブドウ ....................2908
やまべんけいそう...........アオベンケイ.................4804
やままくり .....................ヒカゲノカズラ ...............149
山豆根.............................ミヤマトベラ.................3887
やまみょうが ..................ハナミョウガ.................6884
.......................................ヤブミョウガ.................7566
やまめぐり .....................アワブキ ........................3187
やまもっくわ ..................ミヤマトベラ.................3888
やまもも .........................ヤマモモ ........................6791
やまゆり .........................ササユリ ........................8035
.......................................ヤブカンゾウ.................7976
やまわかば .....................ヒメユズリハ.................3477
やまんばのたすき...........ヒカゲノカズラ ...............154
やりぐさ .........................スズメノヤリ.................7590

【ゆ】

ゆ ....................................ユズの果実 ....................3402
ゆぅ ................................ユズ ...............................3391
ゆう ................................ユズ ...............................3392
.......................................ユズの果実 ....................3403

ゆー ................................ユズ ...............................3396
ゆうがお .........................マツヨイグサ.................2499
ゆうすげ .........................ユウスゲ ........................7977
ゆうのき .........................ユズ ...............................3400
ゆうれいそう ..................ギンリョウソウ .............2186
ゆーれんばな ..................ヒガンバナ ....................7858
ゆかご.............................カゴノキ ........................5442
ゆかしこ .........................イケマ ...........................1580
ゆき ................................クスドイゲ ....................2688
ゆきざくら .....................ユキヤナギ ....................4589
ゆきすだれ .....................ユキヤナギ ....................4591
ゆきのき .........................カカツガユ ....................6295
.......................................クスドイゲ ....................2689
ゆきのした .....................ユキノシタ ....................4798
ゆくまつ .........................イワヒバ..........................176
ゆす ................................イスノキ ........................4829
ゆすのき .........................イスノキ ........................4832
ゆすらんめ .....................ユスラウメ ....................4286
ゆずらんめ .....................ユスラウメ ....................4291
ゆずりは .........................ヒメユズリハ.................3478
.......................................ユズリハ ........................3485
ゆずりば .........................ユズリハ ........................3487
ゆのき.............................ユズ ...............................3401
ゆのきばら .....................カカツガユ ....................6296
ゆまいちご .....................ニガイチゴ ....................4467
ゆみぎ.............................コバノガマズミ .............1189
.......................................ツリバナ ........................2997
ゆみのき .........................ヤブムラサキ.................1429
ゆり ................................ササユリ ........................8043
ゆわまつ .........................イワヒバ..........................177

【よ】

よいあけぐさ ..................エノキグサ ....................3500
よいまちぐさ ..................マツヨイグサ.................2500
ようやけ .........................クワクサ ........................6138
よぐみ.............................ヨモギ .............................677
よごみ.............................ヨモギ .............................681
よし ................................ヨシ ...............................7361
よしがや .........................ツルヨシ ........................7353
よしだけ .........................ヨシ ...............................7362
よねくさ .........................コウヤボウキ ..................948
よねぼうき .....................コウヤボウキ ..................950
よのき.............................エゾエノキ ....................6307
.......................................エノキ ...........................6311
よのみ.............................エノキ ...........................6314
よのみのき .....................エノキ ...........................6317
よばい.............................キシュウスズメノヒエ ....7324
よばいくさ .....................オノマンネングサ .........4816
よばいぐさ .....................オノマンネングサ .........4817
.......................................キシュウスズメノヒエ ....7325
.......................................ミゾカクシ ....................1084
よばいそー .....................オノマンネングサ .........4818
よむぎ.............................ヨモギ .............................690
よむぎのき .....................ヤマモモ ........................6794
よむはぎ .........................ヨメナ .............................897
よめがさら .....................イヌツゲ ........................3082
よめな.............................ズイナ ...........................4763
.......................................センボンギク ..................711
.......................................ハナイカダ ....................2439
.......................................ホソバコンギク ...............716
.......................................ヨメナ .............................898
よめなぐさ .....................ホソバコンギク ...............717
よめなのき .....................ズイナ ...........................4769
よめなはぎ .....................ズイナ ...........................4772
よめのかんだし ..............ヒガンバナ ....................7859
よめのき .........................ズイナ ...........................4775
よめのさら .....................イヌツゲ ........................3084
.......................................ゴキヅル ........................2524
よめのなみだ ..................ハナイカダ ....................2442
よめはぎ .........................ヨメナ .............................901
よもぎ.............................ヨモギ .............................700
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よもみ.............................ヨモギ .............................702
よもんぜう .....................ヤマモモ ........................6795
よるがお .........................ユウガオ ........................2566
よろいぎ .........................ネムノキ ........................3772
よろいらん .....................ヒメノキシノブ ...............429
よろろ.............................マツグミ ........................5980
よわぐさ .........................メヒシバ ........................7164
よんぼり .........................オオアレチノギク ...........789

【ら】

らいこ.............................ダイコン ........................4883
らいこん .........................ダイコン ........................4885
らいらい .........................ダイダイ ........................3376
らくよーしょー ..............カラマツ..........................450
らっきょ .........................ラッキョウ ....................7909
らっぱぐさ .....................ヘクソカズラ.................1551
.......................................ムラサキカタバミ .........3731
らんかん .........................ヒガンバナ ....................7860

【り】

りうきゅいも ..................サツマイモ ....................1487
りゅうきいも ..................サツマイモ ....................1489
りゅーきいも ..................サツマイモ ....................1488
りゅーきゅー ..................シチトウ ........................6935
りゅうきゅういも...........サツマイモ ....................1490
.......................................サトイモ ........................7038
りゅうじんやなぎ...........ヒメヤシャブシ .............6625
.......................................ミズキ ...........................2479
りゅーじんやなぎ...........ミズキ ...........................2478
りゅーぜっさい ..............リュウゼツサイ ...............908
りゅうのした ..................アロエ ...........................7913
りゅうぶ .........................リョウブ ........................2225
りゅーぶき .....................リョウブ ........................2226
りゅーべいとろろ...........サネカズラ ....................5533
りゅーもく .....................ヤマハゼ ........................3342
りょうぜつ .....................リュウゼツラン .............7871
りょうぶ .........................リョウブ ........................2227
りょうぼ .........................リョウブ ........................2230
りょうぼう .....................リョウブ ........................2234
りょぉがひげ ..................ジャノヒゲ ....................8074
りょーぜつ .....................リュウゼツラン .............7872
りょーぶ .........................リョウブ ........................2235
りょーぼー .....................リョウブ ........................2236
りんご.............................ヤブコウジ ....................1855
りんちょ .........................ジンチョウゲ.................2740
.......................................リンドウ ........................1647
りんどう .........................リンドウ ........................1648
りんのき .........................ジンチョウゲ.................2741
りんぽうぎく ..................マツムシソウ.................1089
りんぼく .........................ヒイラギ ........................1721

【る】

るうだそう .....................アリタソウ ....................5627
るりだまのき ..................ルリミノキ ....................1532

【れ】

れいし.............................ツルレイシ ....................2570
れいしこ .........................ツルレイシ ....................2572
れんぎ.............................ゲンゲ ...........................3808
れんげ.............................ゲンゲ ...........................3810
れんまい .........................ゼンマイ..........................237

【ろ】

ろくさな .........................タカナ ...........................4850
ろくふじ .........................ヒガンバナ ....................7861
ろくほうし .....................ヒガンバナ ....................7862
ろくほうじ .....................ヒガンバナ ....................7863
ろくほぉし .....................ヒガンバナ ....................7864
ろくほーじ .....................ヒガンバナ ....................7865
ろくろき .........................エゴノキ ........................1791
ろくろぎ .........................エゴノキ ........................1792
.......................................ムクノキ ........................6304
ろんげ.............................ムクゲ ...........................2773

【わ】

わかたずら .....................マツブサ ........................5539
わかとこ .........................ユズリハ ........................3489
わかのり .........................アサクサノリ ....................73
わかば.............................ユズリハ ........................3491
わくび.............................アケビ ...........................5188
わくらは .........................シャシャンボ.................2145
わくらもち .....................シャシャンボ.................2146
わけび.............................アケビ ...........................5189
.......................................ミツバアケビ.................5211
わけびかずら ..................アケビ ...........................5192
わさぶな .........................イヌブナ ........................6385
わじゅろ .........................シュロ ...........................7072
わすれなぐさ ..................キュウリグサ.................1467
わたいちご .....................フユイチゴ ....................4506
わたかずら .....................サネカズラ ....................5534
.......................................マツブサ ........................5540
わたぐさ .........................ヒメムカシヨモギ ...........832
わたな.............................イズハハコ ......................786
.......................................ヤマボクチ ....................1008
.......................................ヤマボクチ類.................1013
わたび.............................イヌビワ ........................6273
わらいぐさ .....................チガヤ ...........................7269
わらび.............................ワラビ .............................344
わりな.............................サトイモの葉柄 .............7044
わるぐさ .........................ムラサキカタバミ .........3732
わんさう .........................ワレモコウ ....................4538
わんじゅ .........................ハカマカズラ.................3814

【ん】

んばべ.............................ウバメガシ ....................6497
んまめ.............................ウバメガシ ....................6498
んめ ................................ウメ ...............................4254
んも ................................ジャガイモ ....................1316
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【ア】

アイヌワカメ.....................11
アオイ ............................2756
アオギリ ........................2753
アオサ .................................4
アカザ ............................5627
アカネ ............................1493
アカバナ ........................2484
アケビ ............................5164
アブラナ ........................4833
アマモ ............................8197
アミジグサ ..........................8
アヤメ ............................7592
アリノトウグサ .............2482
アワブキ ........................3179
イイギリ ........................2673
イグサ ............................7567
イシゲ ...............................29
イチイ..............................619
イチヤクソウ .................2186
イチョウ ..........................447
イネ ...............................7075
イノモトソウ ...................362
イラクサ ........................5985
イワタバコ.....................1235
イワデンダ ......................396
イワヒバ ..........................161
ウキクサ ........................6980
ウコギ ............................2305
ウシケノリ ........................71
ウマノスズクサ .............5112
ウラジロ ..........................241
ウラボシ ..........................402
ウリ ...............................2524
ウリノキ ........................2480
ウルシ ............................3282
エゴノキ ........................1759
オオバコ ........................1210
オゴノリ ............................35
オシダ..............................383
オシロイバナ .................5732
オトギリソウ .................4941
オミナエシ.....................1090
オモダカ ........................8204

【カ】

カエデ ............................3211
ガガイモ ........................1578
カキノキ ........................1798
カサマツ ............................70
カタバミ ........................3684
カツラ ............................5333
カバノキ ........................6611
カヤツリグサ .................6888
カヤモノリ ........................24
キキョウ ........................1045
キク .................................653

キジノオシダ ...................238
キツネノマゴ .................1251
キブシ ............................2603
キョウチクトウ .............1585
キンポウゲ.....................5254
クスノキ ........................5354
クマツヅラ.....................1420
グミ ...............................2690
クルミ ............................6765
クロウメモドキ .............2909
クワ ...............................6083
ケシ ...............................4891
コウヤマキ ......................534
コケシノブ ......................334
コショウ ........................5118
コバノイシカグマ............335
ゴマノハグサ .................1252
コンブ ...............................13

【サ】

サクラソウ.....................1825
ザクロソウ.....................5724
サトイモ ........................6981
サボテン ........................5565
サルオガセ ..........................1
シキミ ............................5469
シシガシラ ......................369
シソ ...............................1326
シナノキ ........................2776
シノブ..............................351
ショウガ ........................6876
ジンチョウゲ .................2728
スイカズラ.....................1113
スイレン ........................5144
スギ .................................531
スギノリ ............................36
スベリヒユ.....................5679
スミレ ............................2637
ゼニゴケ ............................82
セリ ...............................2237
センダン ........................3343
ゼンマイ ..........................230
センリョウ.....................5115
ソテツ..............................446

【タ】

タデ ...............................5738
チャセンシダ ...................367
ツゲ ...............................2957
ツツジ ............................1879
ツヅラフジ.....................5148
ツバキ ............................4955
ツユクサ ........................7524
ツリフネソウ .................3162
ツルナ ............................5719
テングサ ............................41
トウダイグサ .................3500

トクサ..............................179
ドクダミ ........................5119
トチカガミ.....................8200
トチノキ ........................3194
トベラ ............................4596

【ナ】

ナス ...............................1260
ナデシコ ........................5643
ナミノハナ ........................37
ニガキ ............................3353
ニシキギ ........................2981
ニレ ...............................6301
ノウゼンカズラ .............6761
ノボタン ........................2501

【ハ】

ハイノキ ........................1728
ハエドクソウ .................1230
ハス ...............................5141
ハナシノブ.....................1492
ハナヤスリ ......................226
ハマウツボ.....................1234
ハマビシ ........................3637
バラ ...............................4110
ヒカゲノカズラ .................90
ヒガンバナ.....................7686
ヒシ ...............................2505
ヒノキ..............................543
ヒバマタ..............................6
ヒメシダ ..........................392
ヒユ ...............................5571
ヒルガオ ........................1468
フウロソウ.....................3638
フサザクラ.....................5334
フサシダ ..........................313
ブドウ ............................2797
フトモモ ........................2502
ブナ ...............................6348
ベンケイソウ .................4804
ホウライシダ ...................352
ホシクサ ........................7522
ホシミドロ ..........................5
ボタン ............................5111
ホルトノキ.....................2782
ホングウシダ ...................347
ホンゴウソウ .................8196
ホンダワラ ..........................7

【マ】

マキ .................................598
マタタビ ........................5091
マツ .................................449
マツバラン ........................84
マツブサ ........................5503

マツムシソウ .................1088
マツモ ............................5140
マメ ...............................3733
マンサク ........................4824
ミカン ............................3356
ミズアオイ.....................7628
ミズキ ............................2413
ミソハギ ........................2507
ミツバウツギ .................2961
ムカデノリ ........................38
ムクロジ ........................3201
ムラサキ ........................1453
メギ ...............................5223
モウセンゴケ .................4940
モクセイ ........................1661
モクレン ........................5545
モズク ...............................30
モチノキ ........................3034

【ヤ】

ヤシ ...............................7065
ヤドリギ ........................5966
ヤナギ ............................6719
ヤブコウジ.....................1837
ヤマグルマ.....................5339
ヤマゴボウ.....................5734
ヤマノイモ.....................7644
ヤマモガシ.....................5984
ヤマモモ ........................6790
ユキノシタ.....................4597
ユズリハ ........................3471
ユリ ...............................7873

【ラ】

ラン ...............................6796
リュウゼツラン .............7871
リュウビンタイ ...............229
リョウブ ........................2187
リンドウ ........................1609

その他の方言名称 ..........8225
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