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【1参考資料】 

◆植物について調べるための図鑑及び辞典 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『日本の野生植物』 １ 

改訂新版 

平凡社 2015 R470.3 本館２階・参考資料室 

p.312「86.トダスゲ［アワスゲ］」 

トダスゲの学名、形態、果期及び分布を調べられます。 

『新牧野日本植物図鑑』 

北隆館 2008 R470.3 本館２階・参考資料室 

p.1030「4118.アワスゲ（トダスゲ）」 

トダスゲの学名、分布及び形態を調べられます。牧野富太郎が「アワスゲ」と

名付けたこと、戸田ヶ原が産地の一つだったこと等が分かります。 

『ＡＰＧ原色牧野植物大

図鑑』 １ 

北隆館 2012 R470.3 本館２階・参考資料室 

p.275「825.アワスゲ（トダスゲ）」 

トダスゲの学名、分布、形態、和名の由来等を調べられます。 

『ＡＰＧ牧野植物図鑑』 １ 
スタンダード版  

日外アソシエーツ 2016 Ｒ470.3 本館２階・戸田市関連 

p.221「825.アワスゲ（トダスゲ）」 

APG 原色牧野植物大図鑑の図版、内容を再録したもの 

『植物別名辞典』  

日外アソシエーツ 2016 Ｒ470.3 本館２階・戸田市関連 

p.363「トダスゲ」 
トダスゲの別名を調べられます。 

 

 

 

 

 

 

   

作成者：戸田市立図書館／作成日：2017年 8月 1日 

〒335-0021戸田市大字新曽１７０７ ℡４４２-２８００  HP https://library.toda.saitama.jp/ 

 

レ
ミ
さ
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トダスゲは、カヤツリグサ科の植物です。大正５年（1916）、植物学者の牧野
ま き の

富
とみ

太郎
た ろ う

が戸田ヶ原
と だ が は ら

*1で発見し、この名が付きました。別名「アワスゲ」ともいいます。全国的

に数が少なく絶滅が心配されています。今回は、「トダスゲ」の資料一覧を紹介します。 

*1…戸田ヶ原は、戸田の荒川沿いにあった場所のことで、トダスゲの産地の一つでした（『戸田ヶ原ワ

ークブック』p.1、『新牧野日本植物図鑑』p.1030）。 

※調べ方案内「トダスゲについて調べるには」を合わせて利用してください。 

 

https://library.toda.saitama.jp/
https://library.toda.saitama.jp/pdf/sankou/pathfinder/toda/4/47todasuge.pdf
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『日本のスゲ』 増補改訂 

文一総合出版 2015 R479.3 本館２階・参考資料室 

p.124「88.トダスゲ（別名アワスゲ）」 
トダスゲの学名、果期、生育環境及び分布を調べられます。 

◆レッドデータブック 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『 レ ッ ド デ ー タ ブ ッ ク

2014』 ８ 植物１ 

ぎょうせい 2015 R462.1 本館２階・参考資料室 

p.156「トダスゲ」 

トダスゲの生息地の現状と絶滅危惧の判定理由、都道府県別生育情報等を

確認できます。2000年及び 2007年の旧レッドリストカテゴリーあり 

『レッドデータプランツ』 

増補改訂新版 

山と渓谷社 2015 R470.3 本館２階・参考資料室 

p.721「トダスゲ」 
レッドデータブックのカテゴリー及び都道府県別生育情報を確認できます。 

【2埼玉県関連の郷土資料】 

◆レッドデータブック 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『埼玉県の希少野生生

物』 

埼玉県環境部自然環境課 2012 T472.1 本館２階・郷土埼玉 

p.50「埼玉県レッドリスト2011植物編-1646トダスゲ」、p.196「維管束植

物-1646 トダスゲ」 

トダスゲの個体数、埼玉県内の分布状況、生育環境等を確認できます。埼

玉県及び環境省（2007年公表）のレッドリストのカテゴリーあり 

【3戸田市関連の郷土資料】 

◆博物館の発行物 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『研究紀要』 第 10号 

戸田市立郷土博物館 1995 T069.6 本館２階・郷土戸田 

p.27-29岡崎成美「トダスゲ（絶滅危惧種）の発芽と育成の試み」 

平成 4年 11月から平成 6年 12月までのトダスゲの発芽、育成記録が掲載

されています。 

『彩湖・道満の生きものた

ちの声』 第 24回企画展 

戸田市立郷土博物館 2014 T069.9 本館２階・郷土戸田 

p.4-5 「近年の戸田市 動植物の様子」 
果胞の写真及び戸田市で「トダスゲ」等を増やそうと保護区域を設け、木を植え

ている様子が分かります。 

『戸田市史研究』第11号 

戸田市立郷土博物館 1997 T213.4 本館２階・郷土戸田 

p.30-47大山正治「トダスゲの里帰り運動」 

トダスゲの特徴とトダスゲ里帰り運動について述べた記事です。 
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◆市議会の会議録 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田市議会会議録』 

平成８年第３回定例会 

戸田市議会 1996 Ｔ318.4 本館２階・郷土戸田 

p.224 

質疑が交わされた結果、多くの委員から市の草選定検討委員会に対し、市の草

を選定の是非を含めて十分検討してほしいとの要望が出されたことが分かりま

す。               

◆植物について書かれた本 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『まぼろしの野草トダスゲ

が里帰り』 

戸田市民憲章推進協議会 （1995） Ｔ479.3 本館２階・郷土戸田 

15p 

トダスゲの由来、自然保護の重要性、育て方、新聞記事 2点を紹介しています。                  

『工事区域内で確認され

た絶滅危惧植物（トダス

ゲ）の保存について』 

建設省荒川上流工事事務所 1994 T479.3 本館２階・郷土戸田 

朝霞水門建設工事区域内で発見された「トダスゲ」の発見から移植、保護までの

経過をまとめた報告書です。 

◆自然保護について書かれた本 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田ヶ原ワークブック』 

戸田市環境経済部みどり公園課 2013 Ｔ519.8 本館２階・郷土戸田 

p.2「戸田ヶ原年表」、p.9「戸田の名がついた生きもの」 

1916 年、牧野富太郎が戸田ヶ原でトダスゲを発見し、この名が付いたことが分

かります。                           ※フリガナ付き。子供向け 

『戸田ヶ原自然再生事業

実施計画』  

戸田市 2010 T519.8 本館２階・郷土戸田 

p.13-18、30-32 

トダスゲの移植地である湿地再生区域Ｂの選定理由、自然状況、整備の方

向性、トダスゲの生育モニタリング調査計画等が掲載されています。 

『 戸田ヶ原自然再生

News Letter』 vol.1、2、

14、16、19 

戸田市公園緑地課等* 2010等 T519.8 本館２階・郷土戸田 

vol.1p.2、vol.2p.1、vol.14p.1、vol.16p.1-2、vol.19p.1 

戸田市が発行するパンフレットです。定期的に戸田ヶ原の現地調査を行い、

トダスゲの様子を紹介しています。 

*vol.19～36は戸田市環境政策課が、vol.37以降は戸田市みどり公園課が発行しています。 

【4郷土特集架「荒川」にある本】 

◆植物について調べるための図鑑 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『荒川の植物』 

国土交通省関東地方整備局

荒川上流河川事務所 
2003 Ｔ472.1 本館２階・郷土特集架 

p.42「トダスゲ」 

トダスゲの開花時期、名前の由来、特徴、レッドデータブックのカテゴリー

等を確認できます。 
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『彩湖の野草』 

彩湖自然学習センター 2004 Ｔ472.1 本館２階・郷土特集架 

p.28「トダスゲ」 

トダスゲの開花時期、名前の由来、絶滅危惧種であることが分かります。

※郷土戸田の棚にもあります。 

【5新聞記事】 

「トダスゲ」に関する記事が、新聞に取り上げられることがあります。以下のリストは、埼玉県又は戸田市に関

係する「トダスゲ」の記事に限定しています。 

◆オンラインデータベースで確認できる新聞記事 

新聞記事内容を戸田市立図書館本館２階にある専用のパソコンで確認できます。 

「記事名」 新聞紙名 掲載年月日 出版者 ページ 閲覧 

「絶滅危機の湿性植物見つかる 

朝霞の新河岸川河畔」 

読売新聞 1992/11/8朝刊 読売新聞社 県南 22 ○ 

オンラインデータベースより 

「トダスゲなどの湿性植物 浦和、

戸田に移植へ 建設省事務所が

計画」 

読売新聞 1993/2/17朝刊 読売新聞社 県南 22 ○ 

オンラインデータベースより 

「トダスゲを土ごと移植 朝霞から

戸田へ 生育環境そのまま」 

読売新聞 1993/3/15朝刊 読売新聞社 県南 29 ○ 

オンラインデータベースより 

「「トダスゲ」絶滅させない 推進

協が苗贈る運動／埼玉」 

朝日新聞 1995/6/7朝刊 朝日新聞社 埼玉 ○ 

オンラインデータベースより 

「湿生植物、枯死の危機 移植地

の継続使用不能 朝霞／埼玉」 

朝日新聞 1996/4/19朝刊 朝日新聞社 埼玉 ○ 

オンラインデータベースより 

「絶滅の危機トダスゲ「市の草に」

の要望にＮＯ！戸田市会」 

読売新聞 1996/6/23朝刊 読売新聞社 県南 28 ○ 

オンラインデータベースより 

「住み家を「三遷」、今度はいたず

ら 湿生植物が悲鳴 朝霞／埼

玉」 

朝日新聞 1997/7/22 朝日新聞社 埼玉 ○ 

オンラインデータベースより 

「トダスゲで染色、和服に仕立て

る」 

朝日新聞 2001/4/29朝刊 朝日新聞社 37 ○ 

オンラインデータベースより 

「クワガタいるクヌギ林を 戸田・彩

湖自然学習センターが植樹／埼

玉」 

朝日新聞 2001/10/9朝刊 朝日新聞社 31 ○ 

オンラインデータベースより 

「トダスゲ、児童ら携帯ストラップに 

激励込め、国体選手へ／埼玉」 

朝日新聞 2004/3/6朝刊 朝日新聞社 31 ○ 

オンラインデータベースより 

「比留間さん、彩湖の野草１冊に 

戸田・荒川左岸の人造湖／埼玉」 

朝日新聞 2004/5/5朝刊 朝日新聞社 29 ○ 

オンラインデータベースより 
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「［新刊案内］「彩湖の野草」彩湖

自然学習センター編 彩湖散策

のお供に＝埼玉」 

読売新聞 2004/8/9朝刊 読売新聞社 33 ○ 

オンラインデータベースより 

「戸田ヶ原に「自然を」荒川岸、再

生へ委員会／埼玉県」 

朝日新聞 2008/5/14朝刊 朝日新聞社 31 ○ 

オンラインデータベースより 

「希少生物、帰って来い トダスゲ

やホンドギツネ 生息調べ繁殖、

戸田市が本腰／埼玉県」 

朝日新聞 2010/2/20朝刊 朝日新聞社 29 ○ 

オンラインデータベースより 

「外来植物抜いて、親子ら草木染

め 戸田／埼玉県」 

朝日新聞 2010/6/8朝刊 朝日新聞社 29 ○ 

オンラインデータベースより 

「「戸田ヶ原」再生、取り組み知っ

て」 

朝日新聞 2011/1/28朝刊 朝日新聞社 24 ○ 

オンラインデータベースより 

 

◆『戸田市関係新聞記事索引』で確認できる新聞記事  

戸田市に関係する新聞記事は、『戸田市関係新聞記事索引』で調べることができます。この索引は掲載年

月日順に新聞記事名、紙名等を掲載したものです。記事本文は掲載されていないため、新聞を閲覧する際は、

カウンター職員に新聞紙名、年月日を伝えてください。 

「記事名」 新聞紙名 掲載年月日 出版者 ページ 閲覧 

「『絶滅寸前』種トダスゲあった」 
毎日新聞 1992/9/21夕刊 毎日新聞社 12 ○ 

『戸田市関係新聞記事索引』（昭和Ⅲ・平成）p.50 より 

「移植は困難、国の対応見守る

（朝霞）」 

毎日新聞 1992/9/22朝刊 毎日新聞社 埼玉 22 ○ 

『戸田市関係新聞記事索引』（昭和Ⅲ・平成）p.51 より 

「トダスゲ移植 浦和か戸田に」 
毎日新聞 1993/2/10朝刊 毎日新聞社 埼玉18 ○ 

『戸田市関係新聞記事索引』（昭和Ⅲ・平成）p.53 より 

*『毎日新聞』は、埼玉切り取り製本版（1976年1月～2008年9月）及び縮刷版（保存年限は 30年間）を戸田市立

図書館で閲覧できます。 

◆「埼玉新聞見出し索引データベース」で確認できる新聞記事 

「埼玉新聞見出し索引データベース」は、埼玉県立図書館が提供するデータベースです。新聞を閲覧する

際は、カウンター職員に希望する「埼玉新聞」の年月日を伝えてください。  

「記事名」 新聞紙名 掲載年月日 出版者 ページ 閲覧 

「これが幻のトダスゲ 将来は「市

民の草」に 市民憲章推進協 戸

田第二小へ贈る」 

埼玉新聞 1995/6/2朝刊 埼玉新聞社 11 ○ 

埼玉新聞見出し索引データベースより 

「「ふるさと彩の国モデル賞」４市１

村に」 

埼玉新聞 1996/11/13朝刊 埼玉新聞社 18 ○ 

埼玉新聞見出し索引データベースより 
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「市の名物になるかな トダスゲを

使って染色会 戸田」 

埼玉新聞 1997/9/1朝刊 埼玉新聞社 14 ○ 

埼玉新聞見出し索引データベースより 

「戸田ヶ原の動植物再生を サク

ラソウ、トダスゲを想定 戸田市が

生息環境調査」 

埼玉新聞 2007/9/7朝刊 埼玉新聞社 13 ○ 

埼玉新聞見出し索引データベースより 

*『埼玉新聞』は、縮刷版を戸田市立図書館で閲覧できます。 

 

【6当館未所蔵資料】 

「トダスゲ」に関する記事が、本や雑誌等に掲載されることがあります。 

本 

当館で所蔵していない「トダスゲ」関係の本（埼玉県又は戸田市に関係しているもの）は、以下のとおりです。 

 

雑誌 

当館で所蔵していない「トダスゲ」（全国的な記事全般）が掲載された雑誌記事は以下のとおりです。 

*『三重自然誌』６号及び『日本植物学会大会研究発表記録』第 61、62 回は、国立国会図書館東京本館で雑誌とし

てご覧いただけます。 

 

書  名 出版者 出版年 所蔵館 

『埼玉県トダスゲ保護管理事業計画』 埼玉県 2007 埼玉県立熊谷図書館 

『朝霞調節池生物調査の概要』 

平成４年度 
建設省荒川上流工事事務所 1993 朝霞市立図書館 

著 者 書  名（所収雑誌名等） 出版者 出版年 

宮本太ほか 海山町船越池（三重県）に生育する絶滅危

惧種トダスゲの集団構造とその生育状況

（『三重自然誌』６号 p.19-23） 

三重自然史の会 2000.12 

宮本太ほか 絶滅危惧種トダスゲの保護保全に関する研

究 II 埼玉および三重における生物季節（『日

本植物学会大会研究発表記録』第62回 p.106） 

日本植物学会 1998.9 

宮本太ほか 絶滅危惧種トダスゲの保護保全に関する研

究（『日本植物学会大会研究発表記録』第 61回

p.147） 

日本植物学会 1997.9 


