
「水辺の植物 写真・標本展」写真リスト一覧表   2015.6.7（日）～8.30（日）  青森市森林博物館 

生育形態 種名 科 撮影月日 撮影地 
絶滅危惧ランク 

(環境省） 

絶滅危惧ランク

（青森県） 
備考 

湿生 アワゴケ アワゴケ 2014.7.2 弘前市       

湿生 エゾノリュウキンカ キンポウゲ 2013.5.25 西目屋村       

湿生 エゾミソハギ ミソハギ 1013.8.2 つがる市       

湿生 オオケタネツケバナ アブラナ 2014.6.18 弘前市       

湿生 オオマルバノホロシ ナス 2912.9.6 つがる市       

湿生 キンコウカ キンコウカ 2014.7.9 西目屋村       

湿生 クサレダマ サクラソウ 2014.7.11 つがる市       

湿生 コアニチドリ ラン 2012.7.25 横浜町       

湿生 コオニユリ ユリ 2014.7.16 平川市       

湿生 コケオトギリ オトギリソウ 2014.8.7 弘前市       

湿生 ザゼンソウ サトイモ 2014.5.20 西目屋村       

湿生 サドスゲ カヤツリグサ 2014.5.29 黒石市       

湿生 サワオグルマ キク 2011.6.14 平川市       

湿生 ダイモンジソウ ユキノシタ 2012.10..2 十和田市       

湿生 チョウジタデ アカバナ 2010.8.31 弘前市       

湿生 トキソウ ラン 2014.7.9 青森市 NT（準絶滅危惧）     

湿生 ニッコウキスゲ ワスレグサ 2013.10.23 青森市       

湿生 ニッコウネコノメ ユキノシタ 2014.4.19 新郷村       

湿生 ヌマトラノオ サクラソウ 2011.9.1 三沢市       

湿生 ヒメザゼンソウ サトイモ 2014.6.14 弘前市       

湿生 ヒメナミキ シソ 2014.7.12 弘前市       

湿生 ヒンジガヤツリ カヤツリグサ 2014.9.29 つがる市       

湿生 ホソバノヨツバムグラ アカネ 2014.7.5 弘前市       

湿生 ミズオトギリ オトギリソウ 2009.10.11 弘前市       

湿生 ミミカキグサ タヌキモ 2014.9.29 つがる市       



湿生 ムラサキミミカキグサ タヌキモ 2014.9.29 つがる市       

湿生 モウセンゴケ モウセンゴケ 2014.7.9 つがる市       

湿生 ヤチスギラン ヒカゲノカズラ 2014.7.11 つがる市     シダ植物 

湿生 ヤナギトラノオ サクラソウ 2014.6.1 十和田市       

抽水 アケボノソウ リンドウ 2012.10.7 弘前市       

抽水 アゼナ アゼナ 2014.7.11 つがる市       

抽水 イボクサ(白花個体） ツユクサ 2914.9.17 森田村       

抽水 オモダカ オモダカ 2014.7.7 弘前市       

抽水 カキツバタ アヤメ 2014.6.17 つがる市 NT（準絶滅危惧） B   

抽水 カズノゴケ（ウキゴケ） ウキゴケ 2014.8.11 五所川原市 準絶滅危惧種   コケ植物 

抽水 カワツルモ カワツルモ 2013.7.19 三沢市 NT（準絶滅危惧） A   

抽水 カンガレイ カヤツリグサ 2014.7.5 五所川原市       

抽水 キカシグサ ミソハギ 2014.10.15 弘前市       

抽水 クサヨシ イネ 2014.6.18 弘前市       

抽水 クログワイ カヤツリグサ 2013.9.26 弘前市       

抽水 クロバナロウゲ バラ 2014.6.17 つがる市       

抽水 コウホネ スイレン 2014.6.17 つがる市       

抽水 コナギ ミズアオイ 2014.8.18 つがる市       

抽水 サジオモダカ オモダカ 2014.7.3 弘前市       

抽水 サワギキョウ キキョウ 2014.7.25 弘前市       

抽水 ショウブ ショウブ 2014.7.5 五所川原市       

抽水 タガラシ キンポウゲ 2008.5.6 弘前市       

抽水 タマミクリ ガマ 2009.8.16 弘前市 NT（準絶滅危惧） B   

抽水 チゴザサ イネ 2014.7.11 つがる市       

抽水 ノハナショウブ アヤメ 2014.7.5 五所川原市       

抽水 ハイハマボッス サクラソウ 2014.7.12 弘前市 NT（準絶滅危惧）     

抽水 ハス ハス 2014.7.27 弘前市       

抽水 ハス ハス 2014.7.27 弘前市     古代ハス 

抽水 ハンゲショウ ドクダミ 2014.7.26 つがる市   B   



抽水 ヒメカイウ サトイモ 20146.17 黒石市 NT（準絶滅危惧） B 移植 

抽水 フトイ カヤツリグサ 2014.6.17 つがる市       

抽水 フナシアケボノソウ リンドウ 2014.9.24 深浦町       

抽水 ヘラオモダカ オモダカ 2014.8.7 つがる市       

抽水 ホロムイソウ ホロムイソウ 2014.7.14 青森市       

抽水 マコモ イネ 2014.8.7 弘前市       

抽水 ミズアオイ ミズアオイ 2013.8.13 弘前市 NT（準絶滅危惧） C   

抽水 ミツガシワ ミツガシワ 2014.7.14 青森市       

抽水 モウコガマ ガマ 2014.7.24 弘前市     帰化 

抽水 ワスレナグサ ムラサキ 2009.9.3 弘前市     帰化 

抽水沈水 サワトウガラシ オオバコ 2014.9.30 青森市       

抽水沈水 ミクリ ガマ 2014.8.7 弘前市 NT（準絶滅危惧） C   

抽水浮葉 マルバオモダカ オモダカ 2013.7.20 つがる市 VU（絶滅危惧Ⅱ類） B   

沈水 アミミドロ アミミドロ 2014.4.17 弘前市     淡水産緑藻アミミドロ属 

沈水 イシカワモズク シャジクモ 2007.5.19 七戸町 絶滅危惧種Ⅰ類   淡水産紅藻シャジクモ属 

沈水 イトトリゲモ トチカガミ 2009.10.11 弘前市 NT（準絶滅危惧） A   

沈水 イトモ ヒルムシロ 2014.7.2 つがる市 NT（準絶滅危惧） B   

沈水 イバラモ トチカガミ 2014.11.10 つがる市       

沈水 エビモ ヒルムシロ 2014.7.24 つがる市       

沈水 オオイシソウ オオイシソウ 2008.4.6 弘前市 絶滅危惧種Ⅱ類   淡水産紅藻オオイシソウ属 

沈水 カワゴケ カワゴケ 2014.7.1 中泊町     コケ植物 

沈水 カワモズク シャジクモ 2009.9.25 弘前市 絶滅危惧種Ⅱ類   淡水産紅藻シャジクモ属 

沈水 シャジクモ シャジクモ 2014.7.4 弘前市 絶滅危惧種Ⅱ類   淡水産紅藻シャジクモ属 

沈水 スギナモ オオバコ 2014.7.9 青森市   A   

沈水 センニンモ ヒルムシロ 2014.7.29 つがる市       

沈水 ナツノカワモズク シャジクモ 2009.4.14 弘前市 準絶滅危惧種   淡水産紅藻シャジクモ属 

沈水 バイカモ キンポウゲ 2014.7.9 青森市       

沈水 ヒナフラスコモ シャジクモ 2013.11.14 弘前市 絶滅危惧種Ⅰ類   淡水産輪藻フラスコモ属 

沈水 ヒメフラスコモ シャジクモ 2013.10.23 弘前市 絶滅危惧種Ⅰ類   淡水産輪藻フラスコモ属 



沈水 フサモ アリノトウグサ 2014.6.17 つがる市       

沈水 フジウロコゴケ ウロコゴケ 2015.1.14 弘前市     コケ植物 

沈水 ホソカワモズク シャジクモ 2014.7.14 青森市 絶滅危惧種Ⅱ類   淡水産紅藻シャジクモ属 

沈水 ホッスモ トチカガミ 2013.7.23 つがる市       

沈水 マツモ マツモ 2014.8.7 弘前市       

沈水 ミズオオバコ トチカガミ 2012.9.13 つがる市 VU（絶滅危惧Ⅱ類）     

沈水 ミズニラ ミズニラ 2009.11.19 弘前市   C シダ植物 

沈水 ヤナギゴケ ヤナギゴケ 2014.3.26 弘前市     コケ植物 

沈水湿生 ミズユキノシタ アカバナ 2011.7.22 平川市       

沈水抽水 キクモ オオバコ 2014.9.17 森田村       

沈水抽水 タチモ（雄株） アリノトウグサ 2014.10.5 青森市 NT（準絶滅危惧） C 雄株 

沈水抽水 タチモ（雌株） アリノトウグサ 2014.7.5 五所川原市 NT（準絶滅危惧） C 雌株 

沈水抽水 ミゾハコベ ミゾハコベ 2014.7.11 つがる市       

浮葉 イチョウウキゴケ ウキゴケ 2013.10.23 弘前市 準絶滅危惧種   コケ植物 

浮葉 ジュンサイ ジュンサイ 2014.7.5 五所川原市       

浮葉 スイレン園芸 スイレン 2014.7.2 平川市     園芸品植栽 

浮葉 ヒシ ミソハギ 2013.8.11 弘前市       

浮葉 ヒシモドキ オオバコ 2014.8.11 五所川原市 EN（絶滅） EX 移植 

浮葉 ヒツジグサ スイレン 2014.7.5 五所川原市       

浮葉 ヒルムシロ ヒルムシロ 2014.7.7 弘前市       

浮葉 ホソバミズヒキモ ヒルムシロ 2014.7.2 つがる市       

浮葉 アサザ ミツガシワ 2013.7.20 つがる市   B   

浮遊 イヌタヌキモ タヌキモ 20014.8.17 つがる市   C   

浮遊 オオタヌキモ タヌキモ 2014.7.11 つがる市   A   

浮遊 コタヌキモ タヌキモ 2014.9.29 つがる市       

浮遊 ヒメタヌキモ タヌキモ 2014.10.31 つがる市   B   

浮葉抽水 ミズハコベ オオバコ 2006.12.23 弘前市       

 


