
頁 項目名 誤 正
口絵Ⅴ シロイシガメ 絶滅危惧種 準絶滅危惧種
口絵Ⅴ 中段左写真 アベサンショウオ アベサンショウウオ
口絵Ⅴ アベサンショウオ ー 撮影：松井正文
口絵Ⅴ 下段左写真 カスミサンショウオ カスミサンショウウオ
口絵Ⅴ 下段右写真 ハコネサンショウオ ハコネサンショウウオ
口絵Ⅹ ダイコクコガネ 撮影：荒谷邦雄 撮影・所蔵：塚本珪一

口絵
ⅩⅤⅢ

写真上段左側
ホウライカズラ（絶滅危惧種）
撮影：津軽俊介　1994.7.6→p769

ギンバイソウ（絶滅危惧種）
撮影：津軽俊介 1994.6.29→　p753

口絵
ⅩⅤⅢ

写真上段左側
ギンバイソウ（絶滅危惧種）
撮影：津軽俊介 1994.6.29→　p753

ホウライカズラ（絶滅危惧種）
撮影：津軽俊介　1994.7.6→p769

p20 菌類 要注目種－外来種（２種） 要注目種－外来種（０種）
p43 アライグマ・カニクイアライグマ 農つく物 農作物
p44 ハクビシン 農つく物 農作物

p110 34行目 シロイシガメが シロイシガメを
p131 ツチガエル 自然分布は （削除）
p132 シュレーゲルアオガエル　学名 Gunther Günther
p171 ＜鱗翅（チョウ類）及びトンボ目＞ 要注意種 要注目種
p243 キンイロネクイハムシ　学名 chujio Chujio
p341 ツマグロキチョウ 絶滅危惧　類（VU） 絶滅危惧Ⅱ類（VU）
p355 フタモンベッコウ 構造が変わり 構造が変わって
p384 マダラクワガタ　学名 asiatius asiaticus
p433 ナガレトビケラ属の１種 （和文なし） （和名なし）
p445 左列52行目 カワゲラ目 （削除）

p445-
p447

昆虫類文献一覧
（削除）

p454 ワスレナグモ・キシノウエトタテグモ 概要 選定理由
p455 キノボリトタテグモ 概要 選定理由
p504 カワヒバリガイ 条虫 吸虫

朔 蒴

p549 ヒメソテツゴケ学名 kyusyuensis kyushuensis
p550 イトヤナギゴケ Orthamblystegium Orthoamblystegium
p551 ネジレイトゴケ Pterygynadrum Pterygynandrum
p584 左列4行目 Dozya japonica →イタリック体
p584 左列15行目 Coscinodon →イタリック体
p584 左列28行目 Porella →イタリック体
p584 左列30行目 Frullania →イタリック体
p584 左列38行目 Lophocolea →イタリック体
p584 左列46行目 Fissidens →イタリック体
p584 右列22行目 Taeniolejeunea, Cololejeunea →イタリック体
p584 右列44行目 Radula →イタリック体
p644 ルイヨウショウマ 刻様 欠刻様
p645 ムジナモ　 6～25ｍ 6～25ｃｍ
p655 マツムシソウ 京都新聞社編, 1955 京都新聞社編,1961
p688 カラタチバナ cripa crispa
p743 サクラバハンノキ 原色日本植物図鑑木Ⅱ 原色日本植物図鑑木本Ⅱ
p743 サクラバハンノキ 日本の野生植物木Ⅰ 日本の野生植物木本Ⅰ
p746 オオヤマハコベ　◎文献 京都新聞社編 (1961a) 京都新聞社編 (1961)
p876 左列8行目に追加 ー 伊藤圭介. 1873. 日本産物誌
p876 左列38行目 京都新聞社（編）, 1955 京都新聞社（編）, 1961
p920 右列64行目 ケ コケ
p932 左列45行目 Neobarbella ppilifera Neobarbella pilifera

p514,p515,p519,p520,p522,p539,p542,
p544,p547,p548,p552,p564,p566

京都府レッドデータブック２００２　　　正誤表

上巻 (野生生物編)

藤本(1993),日浦(1977),市田(1992),石田ほか(1988),加納ほか(1997),
桂(1999),桂(2000),関西トンボ談話会(1984),茅野(1975),木村(1980),
木村(1991a),木村(1991b),木村(1991c),木村(1991d),Kuwayama(1962),
京都市文化観光局(1981),松村(1916),松本(2001),松良(1989),
松良(2000),　宮谷(2000),森本(1989),永冨・大石(2000),永冨・大石
(2001a),　永冨・大石(2001b),奧野・桂(1999),大石(2000a),大石(2000b),大
石(2001c),大石(2000d),大石(2000e),大石・佐藤,大石・千葉(2000),大石・
畑山(1999),大石・弘岡(1998),大石・別府(1999),大石・蒔田(1999),岡田
(1987),笹川(1991),清水・篠永(1974),玉木(1997),徳本(2000),津田(1989),
津田(1991),山本・田端ほか(1992),山崎(1971),米津
(1996),yosiyasu(1985),yosiyasu(1987)



p932 左列65行目 Nipponolajeunea Nipponolejeunea
p932 中列48行目 Orthamblystegium Orthoamblystegium
p933 中列49行目 Pterygynadrum Pterygynandrum
p933 右列47行目 Rhodobryum gianteum Rhodobryum giganteum
p934 中列29行目 コケ シダ
p934 中列55行目 Spahgnum Sphagnum
p936 奥付 発行 編集・発行
p937 奥付 編集・印刷 印刷

頁 項目名 誤 正
口絵Ⅲ 写真２段目左側 北九木 北久保
口絵Ⅲ 写真２段目右側 水没状況 水没状況 →p28
口絵Ⅴ 写真上段左側 与謝化石植物群 与謝植物化石群

口絵Ⅴ 写真上段右側
ビカリヤ・ゲロイナ　ゲロイヤ（消滅
寸前）

ビカリヤ・ゲロイナ（消滅寸前）
ゲロイヤ

口絵Ⅵ 写真中段　写真中 稲荷山 （削除）
口絵Ⅶ 写真上段中央 プロシジャン鉱 ブロシャン鉱
口絵Ⅷ 写真上段左側　（消滅）の位置 枕状溶岩（消滅） 含んでいた（消滅）。

p18 図１　説明文 等高先 等高線
p19 11行目 示してた 示した
p23 図４　説明文 断立面 段丘面
p29 写真上段 の状起伏 の褶曲状起伏
p46 大フケ湿原 ススキや ヨシ、ススキや
p60 弓削地区環流丘陵 など見渡せる などが見渡せる
p93 滝又滝　◎文献 井本 井本ほか

p114 右列18行目 ◎吉田 吉田
p103 深泥池 左京区 北区
p121 12行目 （武蔵野　實） 執筆者　武蔵野　實
p133 写真の撮影年 １９４７年 １９７４年
p148 船岡鉱山の鉱床および二次鉱物 藍銅鉱、緑鉛鉱 藍銅鉱、ブロシャン銅鉱、緑鉛鉱
p156 西山丘陵の大阪層群 右京区 西京区
p160 大原野上里植物遺体層 右京区 西京区
p206 右写真 薄片写真 電子顕微鏡写真
p207 左写真 放散虫産出チャート 放散虫化石産出チャート
p210 写真右 0.6mm程度。 0.6mm程度(Imoto＆Kozur,1997)。
p218 右写真 Sweetgnathodus Sweetgnathus
p219 右写真 右端 左端
p234 左列11行目 旧俊 急峻
p238 ウラジロガシ・アカガシ群落 愛岩町 愛宕町
p243 ウラジロガシ群落 愛岩町 愛宕町
p244 アカガシ群落 愛岩町 愛宕町
p256 ヒノキ群落 愛岩町 愛宕町
p257 スギ群落 愛岩町 愛宕町
p263 サツキ群落 ユキツバキ ユキヤナギ
p270 調査方法 ２個体と ２個体 ）と
p272 図３，図４ 殻長（mm） 殻長（cm）
p301 確認種リスト　キノコ類　地上生に追加 ー テングノシャモジ
p316 図２説明 ＊６：中村・高原（未発表 ＊６：中村・高原（未発表）

p317 図３
K-Ah：火山灰、U-Oki火山灰、AT
火山灰

K-Ah：火山灰：6300年前、U-Oki火
山灰：9300年前、AT火山灰：25000

p349 右列３～４行目 衣笠山や双ケ岡 如意ケ嶽や愛宕山
p384 下段左写真 12.肥まき 2.肥まき
p392 上段写真 22 23
p408 下段写真 65.昭65 プール 65. プールなど
p409 中段写真67 昭和28年か(1953) 昭和28年(1953)か
p410 下段写真 70.獅子舞 71.獅子舞
p421 写真101 (1967) (1961)
p434 左列15行目 可能にしたもの 可能にしたものは
p436 写真所蔵者 4.松尾正氏所蔵 4.古川章氏所蔵
p436 写真所蔵者 58.西垣勇所蔵 58.西垣勇氏所蔵
p465 京都府決定文化財環境保全地区 ７３地域 ６２地域
p472 奥付 発行 編集・発行
p472 奥付 編集・印刷 印刷

下巻 (地形・地質・自然生態系編)


