
５． 本書の作成に協力いただいた方々 
 

本書を作成するにあたり、生育情報の収集や調査の実施、また掲載写真の収集にあたり多くの方々のご協力を

いただきました。この場を借りてお礼申し上げます。ご協力頂いた方々は以下に示すとおりです。 
（敬称略、50音順） 
 

◆ 生育情報の提供・調査の実施等 
 

＜維 管 束 植 物＞ 

赤井 賢成 天野 正晴 和泉 章司 茨木   靖 海老原 淳 

大川 智史 大宜味 浩 小原 祐二 勝山 輝男 北原  孝 

木場 英久 熊井   健 黒沢 高秀 齊藤 由紀子 佐藤 文保 

島袋 ときわ 島袋 徳正 新里 孝和 新城 和治 末次 健司 

芹沢 俊介 高宮 正之 高山 正祐 立石 庸一 多和田 匠 

傳田 哲郎 戸部 海堂 中藤 成実 中村   剛 西山 桂一 

林  将之 深石 隆司 藤井 伸二 前泊   集 松島 昭司 

水野   拓 宮良 祐次 山﨑 仁也 渡邊 敬太 渡邊 タヅ子 

渡邊 宏満 慶良間自然保護官事務所 竹富町教育委員会   

 

＜藻 類＞ 

小林 真吾 菊地 則雄 島袋 寛盛 須藤 裕介 田中 厚子 

寺田 竜太 西垣 孝治 西原 千尋 宮本 奈保  

 

◆ 掲載写真の提供  *分科会委員を含む 
 

＜菌 類＞ 

小松 知普 種山 裕一 寺嶋 芳江 盛口  満  

 

＜維 管 束 植 物＞ 

阿部 篤志 末吉 孝太郎 横田 昌嗣   

 

＜蘚 苔 類＞ 

山口 富美夫     

 

＜藻 類＞ 

岩永 洋志登 太田   格 香村 眞徳 菊地 則雄 岸本 和雄 

島袋 寛盛 須藤 裕介 西垣 孝治 西原 千尋 比嘉  敦 

 

＜こ の ほ か＞ 
(表紙) (p1,2 続き) 

エンレイショウキラン 横田 昌嗣 アラゲウスベニコップタケ 種山 裕一 

(とびら) タチミゾカクシ 横田 昌嗣 

オオシロアリタケ 寺嶋 芳江 ヒメキセワタ 横田 昌嗣 

(裏表紙) オキナワテンナンショウ 横田 昌嗣 

アミヒカリタケ 小松 知普 オキナワセッコク 末吉 孝太郎 

マツムラソウ 横田 昌嗣 フガゴケ 山口 富美夫 

フチドリコゴケ 山口 富美夫 オキチモズク 比嘉   敦 

エツキヒビロード 岩永 洋志登 ヤバネモク 岩永 洋志登 

(発刊にあたって) イリオモテセミタケ 盛口  満 

沖縄島北部やんばるの渓流環境 西山 桂一 ヒメツルアダン 横田 昌嗣 

(p1,2) マツムラソウ 横田 昌嗣 

ミヤココケリンドウ 横田 昌嗣 タイワンエビネ 横田 昌嗣 

ミヤコジマハナワラビ 横田 昌嗣 イリオモテウロコゼニゴケ 山口 富美夫 

ミナミクロカワモズク 比嘉   敦 チャイロカワモズク 比嘉   敦 

イトシャジクモ 比嘉   敦 ヒメタニワタリ 末吉 孝太郎 

センカクオトギリ 横田 昌嗣 ダイトウワダン 横田 昌嗣 

テングタケ 小松 知普 沖縄島のマングローブ 八木 洋史 
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(p3,4)  

河川･沢(沖縄島北部)、湿地(南大東島)、湧水(沖縄島)、地下水 

(南大東島)、干潟(沖縄島)、マングローブ(西表島)、藻場(沖縄島)  

サンゴ礁(沖縄島) 以上、㈱沖縄環境保全研究所  

沖縄北部の山地森林、湿潤な森林の着生植物（オキナワセッコク 

沖縄島北部） 西山 桂一、八重山諸島の山地森林(西表島)、石灰  

岩地の森林(石垣島))  以上、沖縄県八重山土木事務所河川都市  

港湾班、沖縄島北部やんばる地域の森林 西山 桂一  
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