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　http://www.hinshu.maff.go.jp/ act/seido.html



96

ナス　「サラダ紫」
・北宜裕・北浦健生・曽我綾香・池上隆之 (2009)、ナス一代交雑品種 ‘ サラダ紫 ’ の育成、
　神奈川県農業技術センター研究報告、No.151、p1 ～ 7
・曽我綾香・吉田誠・小清水正美・北浦健生・北宜裕 (2009)、ナス新品種 ‘ サラダ紫 ’ の果実品質特性、
　神奈川県農業技術センター研究報告、No.151、p9 ～ 15
ウェブサイト
・神奈川県ホームページ (2016 確認
　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f450008/p581165.html
・農林水産省品種登録ホームページ (2016 確認 )、品種登録データ検索
　http://www.hinshu.maff.go.jp/act/seido.html

トマト　「湘南ポモロン・レッド」、「湘南ポモロン・ゴールド」
・保谷明江・北浦健生・吉田誠・曽我綾香・北宜裕 (2013)、
　トマト一代雑種品種 ‘ 湘南ポモロン・レッド ' 及び ‘ 湘南ポモロン・ゴールド ' の育成、
　神奈川県農業技術センター研究報告 No.157、p1 ～ 6

鎌倉野菜
・横須賀農業改良普及所編 (1989)、三浦半島農業のあゆみ、p71 ～ 72、横須賀農業改良普及所
・横須賀三浦地域農業改良普及センター編 (2002)、三浦半島農業のあゆみ、p97 ～ 99、横須賀三浦地域農業改良普及センター
・神戸正 (1970)、都市農業の直売戦略、誠文堂新光社
・鎌倉市農業協同組合編 (1980)、鎌倉市農協十年史、p182 ～ 185、鎌倉市農業協同組合

７　地域に根付く個性品種
ネギ　「湘南」
・神奈川県園芸協会編 (1963)、神奈川のやさい、p59 ～ 60、神奈川県園芸協会
・神奈川県園芸試験場編 (1977)、創立 70 周年記念園芸試験場業績収録、p64、神奈川県園芸試験場
・神奈川県種苗協同組合編 (1984)、神奈川県種苗協同組合 20 年史、p109 ～ 110、神奈川県種苗協同組合
・神奈川県農業技術課編 (1973)、神奈川のやさい、p48、神奈川県
・神奈川県農業技術課編 (1992)、かながわ昭和農業史、p234 ～ 235、神奈川県
・タキイ種苗（株）出版部編 (2002)、地方野菜大全、p90、農文協
・日本園芸生産研究所 (1961)、蔬菜の新品種　2 巻、p142、誠文堂新光社
ウェブサイト
・かながわ農林水産業検定（2016 年確認）、神奈川県
　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f450010/p581082.html

ネギ　「晩ネギ」
・横浜市緑政局編 (1992)、あぜみち、No44 春号、p5 ～ 6、横浜市
・神奈川県農業技術課編 (1990)、神奈川の野菜、p24 ～ 25、p153 ～ 155、神奈川県

ネギ　「真ネギ」
・神奈川県農業技術課編 (1982)、神奈川の野菜、p71 ～ 72、神奈川県
・神奈川県農業技術課編 (1990)、神奈川の野菜、p101 ～ 102、神奈川県

ネギ　「株ネギ」
・タキイ種苗（株）出版部編 (2002)、地方野菜大全、p338、農文協
・神奈川県農業技術センター研究成果情報 (2012)、5、6 月どりに適した株ネギの優良系統の選定、通し番号 3729

カナシナ　「大山菜」
・神奈川県農業技術課編 (1990)、神奈川の野菜、p92、神奈川県
・林英明 (2003)、復活した伝統のカラシナ、施設と園芸 122 号、p16 ～ 20、日本施設園芸協会
・農耕と園芸編集部 (1994)、連載　研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ紹介、伝統野菜の栽培・加工で村おこしに貢献する神奈川県伊勢原市大山菜栽培組合、
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　農耕と園芸、p63 ～ 65、誠文堂新光社

ナバナ　「のらぼう菜」
・タキイ種苗（株）出版部編 (2002)、地方野菜大全、p86 ～ 87、農文協
・JA 東京中央会 (1994)、江戸・東京ゆかりの野菜と花、p113 ～ 114、農文協
・JA 東京中央会 (2002)、江戸・東京農業名所めぐり、p160 ～ 161、農文協
・JA セレサ川崎編 (2001)、広報誌セレサ No.42、p1 ～ 7、JA セレサ川崎

ウド　「相模うど」
・神奈川県農業技術課編 (1982)、神奈川の野菜、p32 ～ 33、神奈川県
・神奈川県農業技術課編 (1990)、神奈川の野菜、p26 ～ 27、神奈川県
・神奈川統計事務所編 (1986)、かながわの特産物、p24 ～ 25、神奈川農林統計協会

シソ　「あしがらの赤シソ」
・神奈川県農業技術課 (1982)、神奈川の野菜、p72、神奈川県
・神奈川県農業技術課 (1990)、神奈川の野菜、p97、神奈川県

カボチャ　「鵠沼カボチャ」
・神奈川県農業技術課編 (1990)、神奈川の野菜、p66 ～ 67、神奈川県

トウガラシ　「大山とうがらし」
・北宜裕・曽我綾香・青野信男 (2010)、神奈川県伊勢原市在来トウガラシの特性、
　神奈川県農業技術センター研究報告 No.153、p11 ～ 16

メロン　「ホのニ」
・神奈川県農業技術課編 (1982)、神奈川の野菜、p54 ～ 55、神奈川県
・神奈川県農業技術課編 (1990)、神奈川の野菜、p51 ～ 52、神奈川県
・神奈川県農業技術課編 (1992)、かながわ昭和農業史、p221 ～ 222、神奈川県

インゲンマメ　「岩ちゃんマメ」
ウェブサイト
・川崎市農業技術支援センター試験研究等実績概要（2016 確認）、平成 22 年度、「岩ちゃんマメ」の特性調査
・同上、平成 23 年度、黒川地区で栽培されている「岩ちゃんマメ」について
・同上、平成 24 年度、黒川地区で栽培されている「岩ちゃんマメ」の早期播種について
　http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/46-4-14-0-0-0-0-0-0-0.html

エダマメ　「タノクロマメ」
・農業技術センター三浦半島地区事務所試験成績書 (2008)、地方野菜「タノクロマメ」在来系統の比較検討、p29 ～ 30、
　農業技術センター三浦半島地区事務所

ヤマノイモ　「さがみ長寿いも」
・神奈川県園芸協会編 (1963)、神奈川のやさい、p86 ～ 87、神奈川県
・神奈川県農業技術課編 (1973)、神奈川のやさい、p76 ～ 77、神奈川県
・神奈川県農業技術課編 (1990)、神奈川の野菜、p53 ～ 54、神奈川県
・神奈川県農業技術課編 (1992)、かながわ昭和農業史、p241 ～ 242、神奈川県
・神奈川統計情報事務所編 (1986)、かながわの特産物、p82 ～ 84、神奈川農林統計協会

サツマイモ　「クリマサリ」
・蘆田伊人校訂 (1998)、新編相模国風土記稿第 2 巻、p342、雄山閣出版
・小川幸造 (1926)、甘藷栽培の話、神農第 2 巻第 2 号
・神奈川県立農事試験場編 (1913)、甘藷、p20 ～ 27、神奈川県立農事試験場
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・神奈川県農業技術課編 (1992)、かながわ昭和農業史、p243 ～ 245、神奈川県
・富樫常治 (1930)、増訂実験蔬菜栽培講義、p348、養賢堂
・富樫常治 (1943)、神奈川県園芸発達史、p139 ～ 141、養賢堂
・野菜園芸大事典編集委員会編 (1977)、野菜園芸大事典、p1048、養賢堂
・藤代岳雄 (2014)、神奈川県における「クリマサリ」といも焼酎の生産動向―平塚市の事例－、
　いも類振興情報 118、p38 ～ 42、いも類振興会
ウェブサイト
・日本いも類研究会 (2015 確認 )、さつまいも品種詳説
　http://www.jrt.gr.jp/var_s/index_spv.htm

コンニャク　「在来」
・農業技術センター北相地区事務所試験成績書（2011）、コンニャク品種・系統の選定、p35-38、農業技術センター北相地区事務所

城ヶ島野菜
・神奈川県農業技術センター三浦半島地区事務所平成 24 年度試験成績（2013）、p69 ～ 70、
　神奈川県農業技術センター三浦半島地区事務所

８　思い出の野菜
ダイコン　「中太り」
・神奈川県農業技術課編 (1990)、神奈川の野菜、p22、神奈川県農業技術課
・篠原捨喜・富樫常治 (1951)、蔬菜園芸図編、p372、養賢堂
・熊沢三郎 (1965)、蔬菜園芸各論、p305、養賢堂
・西山市三編 (1958)、日本の大根、p143、日本学術会議
・富樫常治 (1943)、神奈川県園芸発達史、p137、養賢堂

タマネギ　「二宮丸」
・神奈川県農業試験場園芸分場編 (1957)、創立 50 周年記念園芸分場業績収録、グラビア、神奈川県園芸試験場
・篠原捨喜・富樫常治、1951、品種本位蔬菜園芸図編、p587、養賢堂
・野菜園芸大事典編集委員会編、1977、野菜園芸大事典、p1373、p1376、養賢堂

レンコン　「金沢のレンコン」
・神奈川県園芸協会編 (1963)、神奈川のやさい、p106、神奈川県園芸協会
ウェブサイト
・「地域 CMS「にぎわいネット金沢」（2016 確認）　　
　www.nigiwai-net.com/item/130/category/32
・　同　上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　www.nigiwai-net.com/item/133/category/32

エンドウ　「チクリン」
・神奈川県園芸協会編 (1963)、神奈川のやさい、p106、神奈川県園芸協会
・三浦半島農業改良推進協議会編 (1972)、三浦半島農業のあゆみ、p44 ～ 45、三浦半島農業改良推進協議会
・富樫常治 (1930)、増訂実験蔬菜栽培講義、p257、養賢堂
・農業技術大系野菜編 10、マメ類・イモ類・レンコン、p5
・横須賀市経済部農林水産課（1958）、横須賀市農林水産業 50 年の歩み、p32、横須賀市

ジャガイモ　「ほどいも」
・神奈川県農業技術課 (1992)、かながわ昭和農業史、p245 ～ 247、神奈川県
・神奈川統計情報事務所編 (1986)、かながわの特産物、p10 ～ 13、神奈川農林統計協会
・富樫常治 (1943)、神奈川県園芸発達史、p119 ～ 121、養賢堂
・保土ケ谷区史編集部会編 (1995)、保土ケ谷区史、p269 ～ 271、保土ケ谷区制七十周年記念事業実行委員会
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９　かながわの代表品種
キャベツ　「金系２０１号」
・藤井健雄編 (1966)、蔬菜の新品種 4 号、p134、誠文堂新光社
・三浦半島農業改良推進協議会編 (1972)、三浦半島農業のあゆみ、p32 ～ 38、三浦半島農業改良推進協議会
・横須賀農業改良普及所編 (1989)、三浦半島農業のあゆみ、p23 ～ 25、横須賀農業改良普及所
・横須賀三浦地域農業改良普及センター編 (2002)、三浦半島農業のあゆみ、p9、横須賀三浦地域農業改良普及センター

カボチャ　「みやこ」
・藤井健雄編 (1984)、蔬菜の新品種、第 6 巻、p43、誠文堂新光社
・横須賀農業改良普及所編 (1989)、三浦半島農業のあゆみ、p35 ～ 39、横須賀農業改良普及所
・横須賀三浦地域農業改良普及センター編 (2002)、三浦半島農業のあゆみ、p16 ～ 18、横須賀三浦地域農業改良普及センター

ダイズ　「津久井在来」
・神奈川県農業技術課編 (1992)、かながわ昭和農業史、p209 ～ 210、神奈川県
・神奈川県農業技術センター研究成果情報 (2010)、大豆「津久井在来」標準系統の選定、成果情報 4482、神奈川県農業技術センター
ウェブサイト
・神奈川県ホームページ (2016 確認 )、津久井在来大豆に関する取り組み
　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f450008/p581275.html

ラッカセイ　「改良半立」
・石塚利雄 (1969)、秦野地方とその産業の推移について、p62 ～ 69、中栄信用金庫職員会図書部
・神奈川県農業技術課編 (1992)、かながわ昭和農業史、p207 ～ 208、神奈川県
・神奈川統計情報事務所編 (1986)、かながわの特産物、p155 ～ 159、神奈川農林統計協会
・菊岡沾涼著・小林祥次郞解説 (1982)、本朝世事談綺（上）、勉誠社文庫、p104
・( 有 ) 豆芳商店編 (2001)、慶次郎の贈り物！秦野らっかせい物語、( 有 ) 豆芳商店
・堀江武（2005）、作物、p173、農文協

サトイモ　「石川早生」
・富樫常治 (1943)、神奈川県園芸発達史、p138 ～ 139、養賢堂
・宮﨑貞巳、田代洋丞、岳英樹 (1993)、「享保・元文諸国産物帳」所載のサトイモの品種・品種群について、p1 ～ 34、
　佐賀大学農学部彙報、佐賀大学
・篠原捨喜・富樫常治 (1951)、蔬菜園芸図編、p464 ～ 465、養賢堂
・丸山清（年次不明）、「石川早生種」の来歴と特性、私信


