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会務報告  Reports of the JSL Activities 
 

  
第 42回青空地衣教室（神奈川県鎌倉市妙本寺）の報告 
Report of the 42nd Outdoor School on Lichens at Myohon-ji Temple, Kamakura, Kanagawa-ken, 

central Japan (1 Dec. 2019) / by KINOSHITA Yasuhiro 

>>>>>>> 木下 靖浩：地域活性化委員 

 

神奈川県鎌倉市において第 42 回青空地衣教室が開

催されましたので，報告いたします． 

＊ ＊ ＊ 

開催日：2019 年 12 月 1 日（日） 

開催場所：神奈川県鎌倉市妙本寺 

講師：原田浩氏（千葉県立中央博物館） 

参加者数：11 人（講師を含む） 

＊ ＊ ＊ 

青空地衣教室としては 2017 年以来 2 年ぶり，関東

開催としては2014年以来5 年ぶりの観察会となる第

42 回青空地衣教室を鎌倉・妙本寺で開催しました．  

妙本寺は鎌倉時代に創建された日蓮宗の寺院で，JR

鎌倉駅から徒歩 8 分という交通の便の良い場所にあり

ながら，比企一族の暮らしていた比企谷（ひきがやつ）

と呼ばれる谷戸にあるため，静かで落ち着いた雰囲気
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図1. 妙本寺山門． 
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の場所です． 

谷戸入り口の参道の両脇のサクラなどの樹幹に生育

していたウメノキゴケ，ナミガタウメノキゴケ，コフキ

ヂリナリアなどの葉状地衣から観察を始めました．  

境内脇の階段を上るとこぢんまりとした墓地があり，

江戸時代からの古いものを含め多数の墓石が並んでい

ます．それらに着生したコフキカラタチゴケ，ヘリトリ

ゴケ，ヤマトキゴケ，ヒメジョウゴゴケ，トゲカワホリ

ゴケなど，多種の地衣を観察しました． 

墓地をひととおり観察し終わる頃になって，半日陰

の石垣の上にジンムジサラゴケを 1 個体だけ見つけま

した．ジンムジサラゴケは鎌倉市の東隣に位置する逗

子市の神武寺から記載され，その後，鎌倉の街を囲む山

地と，千葉県南部でしか見つかっていません．思いがけ

ず貴重な種を観察することができました． 

――――――― 

 
第 42回青空地衣教室（神奈川県鎌倉市妙本寺）で観察された地衣類 
Lichens observed during the 42nd Outdoor School on Lichens at Myohon-ji Temple, Kamakura, Kanagawa-ken, 

central Japan (1 Dec. 2019) / by HARADA Hiroshi, KINOSHITA Yasuhiro, WATANUKI Osamu and SAKATA 

Ayumi 

>>>>>>> 原田 浩 1)・木下 靖浩 2, 3)・綿貫 攻 2, 3)・坂田 歩美 1)： 
1) 千葉県立中央博物館・2) 地域活性化委員・3) 千葉県立中央博物館 共同研究員 

 

第 42 回観察（2019 年 12 月 1 日，神奈川県鎌倉

市妙本寺）において，目視確認された種のリストは以下

の通りだった． 

 

Bacidia hakonensis ハコネイボゴケ 

Buellia sp. スミイボゴケ属の一種 

Candelaria concolor ロウソクゴケ 

Chrysothrix candelaris コガネゴケ 

Cladonia humilis ヒメジョウゴゴケ 

C. macilenta コアカミゴケ 

C. ramulosa ヒメレンゲゴケ 

Coenogonium luteum ダイダイサラゴケ 

Collema subflaccidum トゲカワホリゴケ 

Cresponea japonica ヒメカシゴケ 

C. proximata カシゴケ 

Cresponea sp. カシゴケ属の一種 

Diploschistes actinostomus キッコウゴケ 

D. muscorum subsp. muscorum ヤドリキッコウ

ゴケ 

Dirinaria applanata コフキヂリナリア 

Enterographa divergens マルミクチナワゴケ 

Flavoparmelia caperata キウメノキゴケ 

Graphis sp. モジゴケ属の一種 

Gyalecta japonica ジンムジサラゴケ 

Herpothallon sp. ゴフンゴケ属の一種 

Heterodermia obscurata キウラゲジゲジゴケ 

Hyperphyscia crocata ヒラムシゴケ 

Lecanora leprosa ヒメチャシブゴケ 

L. pulverulenta コナイボゴケ 

L. subimmergens イシガキチャシブゴケ 

Lepraria sp. レプラゴケ属の一種 

Myelochroa metarevoluta コフキチョロギウメノ

キゴケ 

Ochrolechia parellula イワニクイボゴケ 
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Opegrapha sp. キゴウゴケ属の一種 

Parmelinopsis minarum トゲウメノキゴケ 

P. spumosa コナヒメウメノキゴケ 

Parmotrema austrosinense ナミガタウメノキゴ

ケ 

P. tinctorum ウメノキゴケ 

Pertusaria sp. トリハダゴケ属の一種 

Phaeophyscia limbata クロウラムカデゴケ 

P. rubropulchra コナアカハラムカデゴケ 

Physcia orientalis ナミムカデゴケ 

Physciella melanchra ムカデコゴケ 

Porina hirsuta ケマルゴケ 

Porpidia albocaerulescens var. albocaerulescens 

ヘリトリゴケ 

Punctelia borreri ハクテンゴケ 

P. rudecta トゲハクテンゴケ 

Pyxine endochrysina ウチキクロボシゴケ 

Ramalina peruviana コフキカラタチゴケ 

Rimelia clavulifera マツゲゴケ 

R. hawaiiensis クズレマツゲゴケ 

R. reticulata オオマツゲゴケ 

Scoliciosporum chlorococcum ニセマキミゴケ 

Stereocaulon japonicum ヤマトキゴケ 

Trapelia coarctata バラゴケ 

Trypethelium virens オオマメゴケ 

 

 

お知らせ  News and Announcements 
 

  
ニュースレター編集委員会からのお知らせ 
From Editorial Board of the JSL Newsletter / by BANDO Makoto 

>>>>>>> 坂東 誠：ニュースレター編集委員長 

 

ニュースレター記事の種類（区分）について

のお知らせ 

 ニュースレター編集委員会では，会員の皆様からの

原稿を随時募集しておりますが，それをニュースレタ

ーの記事として掲載する際には，その記事を原則とし

て「会務報告」「会員通信」または「お知らせ」のいず

れかに区分いたします（なお本号より，従来設けていた

区分である「本会記事」を「会務報告」に統合します）．

記事の区分は通常，ニュースレター編集委員長が判断

して決定しますが，以下に「会務報告」「会員通信」お

よび「お知らせ」の原則的な内容（基準）をお知らせし

ます． 

＊ ＊ ＊ 

会務報告（Reports of the JSL Activities） 

日本地衣学会の各種活動や催事などの後に，その

活動や催事などを所管した者（担当役員や担当責任

者など）が著した，その活動や催事などに関する事

務的な報告など（例：日本地衣学会会長・評議員選

挙の結果，日本地衣学会大会・総会の報告など），

もしくはその活動や催事などに係わった日本地衣学

会の会員（活動当事者や催事参加者など）が著した，

その活動や催事などに関する報告など（例：日本地

衣学会大会・観察会への参加報告など）． 

会員通信（From Members） 

日本地衣学会の会員が著した，地衣類に関連する

報告や話題などであって，会務報告に該当しないも
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の（例：国際地衣学会への参加報告，地衣類研究の

話題，地衣類の雑学紹介など）． 

お知らせ（News and Announcements） 

日本地衣学会の役員・組織または会員が発した，

日本地衣学会の活動や催事など，あるいは日本地衣

学会以外の地衣類に係わる活動や催事などに関する

お知らせや案内などであって，会務報告または会員

通信に該当しないもの（例：ニュースレター編集委

員会からのお知らせ，ニュースレターの訂正情報，

日本地衣学会大会・観察会の案内，国際地衣学会の

案内など）． 

＊ ＊ ＊ 

なお，ニュースレター編集委員長が特に必要と認め

た場合には，「会務報告」「会員通信」「お知らせ」以

外の区分を設けて，ニュースレターの記事を掲載する

こともあります． 

------------------------------------------------ 

【注】ここでいう記事とは，「刊行物の中で独立した著

作として区別できる一まとまりの文章（図や写真など

も含む）」や「多くの著作が集められた中の一つ」とい

う意味であり，「事実をありのまま書き記した文章」と

いう狭い意味ではありません． 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 

◆原稿募集 
本誌は，会員からの原稿を随時募集しています．地衣類に

まつわるエピソード，想い出，あるいは地衣類に関係する

写真とタイトル，簡単な説明文だけでも受け付けます．電

子メールにて次のアドレス宛に投稿御願いします： 

bandomakoto@aa6.mopera.ne.jp（坂東 誠） 
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