参考・引用文献		
１ 時代をリードした野菜たち
ダイコン 「三浦ダイコン」

・蘆田伊人校訂 (1998)、新編相模国風土記稿第 5 巻、p313、雄山閣出版
・江戸幕府昌平坂学問所（完全復刻版）
（1975）
、新編相模国風土記稿上之巻二、p834、千秋社
・神奈川県園芸協会 (1963)、神奈川のやさい、p37 ～ 40、神奈川県園芸協会
・神奈川県農業技術課 (1974)、神奈川のやさい、p29、神奈川県農業技術課
・神奈川県農業技術課 (1982)、神奈川の野菜、p42、神奈川県農業技術課
・神奈川県農業技術課 (1992)、かながわ昭和農業史、p237 ～ 247、神奈川県
・熊沢三郎 (1965)、蔬菜園芸各論、p305、養賢堂
・酒井俊昭 (2007)、日本のふるさと野菜、p29 ～ 30、( 社 ) 日本種苗協会
・篠原捨喜・富樫常治 (1951)、品種本位蔬菜園芸図編、p372 ～ 373、養賢堂
・下川三男・加藤恒雄・小野健蔵・岩下正和・小野寛 (1953)、三浦大根の育成経過（第１報）早生三浦について、
神奈川県農事試験場園芸部研究報告 p9 ～ 13
・タキイ種苗 ( 株 ) 出版部編 (2002)、地方野菜大全、p92、農文協
・富樫常治 (1930)、増訂実験蔬菜栽培講義、p285、養賢堂
・富樫常治 (1943)、神奈川県園芸発達史、p136、養賢堂
・富樫常治 (1945)、三浦大根と其の栽培法（１）
、農業及園芸、第 20 巻 7 号、p318 ～ 320、養賢堂
・富樫常治 (1945)、三浦大根と其の栽培法（2）
、農業及園芸、第 20 巻 8 号、p352 ～ 355、養賢堂
・西山市三編 (1958)、日本の大根、p143、日本学術会議
・日本農業研究所編 (1970)、戦後農業技術発達史、p535、日本農業研究所
・農耕と園芸編集部編 (1979)、ふるさとの野菜誌、p106 ～ 110、誠文堂新光社
・農林水産技術会議事務局編 (1997)、昭和農業技術発達史第５巻、p603 ～ 607、農文協
・野菜園芸大事典編集委員会編 (1977)、野菜園芸大事典、p1085、p1087 ～ 1088、養賢堂
・野菜と文化のフォーラム編 (1991)、第３分科会「ダイコン小集会」資料、p40 ～ 41、野菜と文化のフォーラム
・三浦半島農業改良推進協議会 (1972)、三浦半島農業のあゆみ、p14 ～ 23、三浦半島農業改良推進協議会
・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、p5 ～ 8、横須賀三浦地域農業改普及センター
タマネギ 「湘南レッド」

・板木利隆 (2001)、
「昔の野菜 今の野菜」
、p80 ～ 82、幸書房
・神奈川県園芸協会編 (1963)、
「神奈川のやさい」
、p103 ～ 104、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」
、p108 ～ 109、神奈川県種苗協同組合
・神奈川県種苗協同組合編 (2011)、
「湘南レッド 50 年の歩み」
、神奈川県種苗協同組合
・神奈川県農業技術課編 (1992)、
「かながわ昭和農業史」
、p235、神奈川県
・タキイ種苗 ( 株 ) 出版部編 (2002)、
「地方野菜大全」
、p89、農文協
・野菜園芸大事典編集委員会編、1977、
「野菜園芸大事典」
、p1373、養賢堂
キュウリ 「相模半白節成」

・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、p50、神奈川県園芸試験場
・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
・神奈川県農業技術課 (1992)、かながわ昭和農業史、p214 ～ 215、神奈川県
・篠原捨喜・富樫常治 (1951)、品種本位蔬菜園芸図編、p238、養賢堂
・木島才次郎氏彰徳碑 (1972)、平塚市高根 木島家
・竹内鼎 (1929)、半白節成胡瓜の生態に関する研究、神奈川県立農事試験場報告 No.55、p1-69
・富樫常治 (1930)、増訂実験蔬菜栽培講義、p131 ～ 132、養賢堂
・藤井健雄・板木利隆 (1963)、蔬菜生産技術 4 キュウリ、p19 ～ 20、誠文堂新光社
・野菜園芸大事典編集委員会編 (1977)、野菜園芸大事典、p781 ～ 782、養賢堂

92

キュウリ 「霜不知地這２号」

・篠原捨喜・富樫常治 (1951)、品種本位蔬菜園芸図編、p246、養賢堂
・藤井健雄・板木利隆（1963）
、蔬菜生産技術 4、キュウリ、p352 ～ 355、誠文堂新光社
ナス 「真黒」

・富樫常治 (1943)、神奈川県園芸発達史、p132 ～ 133、養賢堂
・野菜園芸大事典編集委員会編 (1977)、野菜園芸大事典、p915、養賢堂
ナス 「改良橘真２号」

・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、グラビアおよび p75、神奈川県園芸試験場
・神奈川県農業技術課、1992、かながわ昭和農業史、p218 ～ 219、神奈川県
・富樫常治 (1943)、神奈川県園芸発達史、p132 ～ 133、養賢堂
・藤井健雄（1972）
、蔬菜園芸各論、p174 ～ 175、養賢堂
・野菜園芸大事典編集委員会編 (1977)、野菜園芸大事典、p915、養賢堂
西洋野菜 「横濱開港菜」

・浦上敦子 (2114)、身近な野菜・果物 - その起源から生産・消費まで (24) アスパラガス、日本食品保蔵科学会誌、p87 ～ 90
・オールコック、ラザフォード (1962)、大君の都 幕末日本滞在記（中）
、p50 ～ 52、岩波書店
・神奈川県園芸協会編 (1963)、神奈川のやさい、p99 ～ 102、神奈川県園芸協会
・鶴見区史編集員会編 (1982)、鶴見区史 区制 50 周年記念、p425 ～ 426、鶴見区史刊行委員会
・富樫常治 (1943)、神奈川県園芸発達史、p113 ～ 125、養賢堂
・中区制 50 周年記念事業実行委員会編 (1985)、横浜中区史、p747 ～ 748、中区制 50 周年記念事業実行委員会
・野菜園芸大事典編集委員会編（1977）
、野菜園芸大事典、p1247、養賢堂
・横濱開港菜新聞 (2009)、横浜市環境創造局農業振興課
・横浜市勧業課編 (1932)、横濱に於ける西洋野菜の生産販売状況、横浜市勧業課
・横浜市役所編 (1973)、横浜市史稿 産業編、p686 ～ 693、平文社
ウェブサイト
・横浜市環境創造局 (2016 確認 )、横濱開港菜
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/tisantisyo/kaikousai/
２ 篤農技術に育まれた野菜たち
ダイコン 「寺尾二年子」

・神奈川県農業技術課編 (1974)、神奈川のやさい、p22、神奈川県農業技術課
・佐倉朗夫 (1983)、寺尾二年子ダイコンの栽培技術、総合農学 31、p21 ～ 33、総合農学会
・佐倉朗夫 (1985)、
「寺尾二年子ダイコン」産地形成誌、総合農学 33、p5 ～ 18、総合農学会
・鶴見区史編集委員会編 (1982)、鶴見区史 区制施行 50 周年記念、p444 ～ 446、鶴見区史刊行委員会
・富樫常治 (1943)、神奈川県園芸発達史、p137、養賢堂
・西山市三編（1958）
、日本の大根、p147 ～ 148、日本学術会議
・日本農業研究所編 (1970)、戦後農業技術発達史、p538、日本農業研究所
・野菜園芸大事典編集委員会編 (1977)、野菜園芸大事典、p1091、p1087 ～ 1088、養賢堂
・野菜と文化フォーラム編 (1991)、第３分化会「ダイコン小集会」資料、p40 ～ 41、野菜と文化フォーラム
カブ 「覆下コカブ」

・神奈川県園芸協会編 (1963)、神奈川のやさい、p24 ～ 25、神奈川県園芸協会
・神奈川統計事務所編 (1986)、かながわの特産物、p143 ～ 147、神奈川農林統計協会
・神奈川県農業技術課編 (1973)、神奈川のやさい、p49、神奈川県
・神奈川県農業技術課編 (1982)、神奈川のやさい、p58 ～ 59、神奈川県
・富樫常治 (1943)、神奈川県園芸発達史、p137 ～ 138、養賢堂
・野菜園芸大事典編集委員会編 (1977)、野菜園芸大事典、p118、養賢堂

93

イチゴ 「福羽」

・神奈川県園芸協会編 (1963)、神奈川のやさい、p88 ～ 95、神奈川県園芸協会
・神奈川県農業技術課編 (1992)、かながわの昭和農業史、p219 ～ 221、神奈川県
・篠原捨喜・富樫常治 (1951)、蔬菜園芸図編、p603 ～ 605、養賢堂
・富樫常治 (1943)、神奈川県園芸発達史、p148、養賢堂
・丸山 清 (1988)、神奈川の促成いちごの歩み、自費出版
３ 復活するなつかしい野菜

ニンジン 「万福寺鮮紅大長ニンジン」

・柿生郷土誌刊行会編 (1989)、ふるさとは語るー柿生・岡上のあゆみ、p128 ～ 130、柿生郷土誌刊行会
・神奈川県園芸協会編 (1963)、神奈川のやさい、p29 ～ 32、神奈川県園芸協会
・神奈川県農業技術課編 (1974)、神奈川のやさい、p64、神奈川県
・神奈川県農業技術課編 (1982)、神奈川の野菜、p67、神奈川県
・川崎市多摩農業協同組合編 (1997)、わが心のふるさとー農でつづる多摩・麻生、p60、農業企画出版会
・野菜園芸大事典編集委員会編 (1977)、野菜園芸大事典、p1131 ～ 1133、養賢堂
・万福寺土地区画整理組合編 (2003)、ふるさとの歩みー万福寺の暮らしと文化、p52 ～ 55、万福寺土地区画整理組合
スイカ 「富研号」

・綾瀬市編 (2000)、綾瀬市史第 4 巻、グラビア、綾瀬市
・海老名市農業協同組合編 (1982)、海老名市農協組合史、p188、海老名市農業協同組合
・神奈川県農業技術課編 (1992)、かながわ昭和農業史、p222 ～ 224、神奈川県
・倉田久男 (1971)、スイカ栽培新書、p4、養賢堂
・座間市農業協同組合編 (1984)、座間市農協組合史、p152 ～ 153、座間市農業協同組合
・篠原捨喜・富樫常治 (1951)、蔬菜園芸図編、p289、養賢堂
・野菜園芸大事典編集委員会編 (1987)、野菜園芸大事典、p803、養賢堂
ウェブサイト
・タウンニュース綾瀬版（2013）
、
「高座スイカ」これから旬
http://www.townnews.co.jp/0406/2013/07/19/196957.html
サトイモ 「弥一芋」

・開成町文化財保護委員会編 (2005)、ふるさとの栞 開成町の歴史遺蹟、p100、開成町教育委員会
・神奈川県農業総合研究所葉根菜科成績 No.1(1970)、早掘サトイモの品種比較試験、p52 ～ 53、神奈川県農業総合研究所
・髙井喜雄 ( 年次不明 )、
「弥一芋」
、髙井氏手記
・タキイ種苗（株）出版部編 (2002)、地方野菜大全、p338、農文協
サトイモ 「吉浜芋」

・篠原捨喜・富樫常治（1951）
、蔬菜園芸図編、p465、p468、養賢堂
・宮崎貞巳・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、佐賀大農彙 75、p5
４ 幻の伝説野菜

ダイコン 「波多野大根」

・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
・青葉 高 (1981)、野菜、p244、法政大学出版会
・青葉 高 (1983)、日本の野菜 葉菜類・根菜類、p114 ～ 115、八坂書房
・岩崎灌園（常正）(1828、文政 11)、本草図譜
・梅室英夫 (2005)、考える大根、p34、東京農大出版界
・江戸幕府昌平坂学問所（1841）
、新編相模国風土記稿、巻之一１、p21
・神奈川県立歴史博物館編 (2006)、富士山大噴火 宝永の「砂降り」と神奈川、神奈川県立歴史博物館
・熊沢三郎 (1965)、蔬菜園芸各論、p300、p301、p303、養賢堂
・篠原捨喜・富樫常治 (1951)、蔬菜園芸図編、p24、養賢堂
・島田勇雄ほか訳注 (1991)、和漢三才図会 17、p369、東洋文庫

94

・杉山直義 (1995)、江戸時代の野菜の品種、p69 ～ 70、養賢堂
・芹澤正和 (1982)、ダイコンの品種と作型、今月の農業 p39、化学工業日報社
・曽 占春・白尾国柱編 (1804、文化元 )、成形図説巻之二十一、p21
・JA 東京中央会 (1992)、江戸・東京ゆかりの野菜、p77、農文協
・西貞夫 (1980)、野菜あれこれ (2)、調理科学、Vol.13、No.2、p114、日本調理科学会
・西山市三編著 (1958)、日本の大根、p20 ～ 21、日本学術会議
・日本農業研究所編 (1970)、戦後農業技術発達史、p533、( 財 ) 日本農業研究所
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http://www.hinshu.maff.go.jp/ act/seido.html
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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
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