
年 西暦 月日 で  き  ご  と 主な典拠

文久1 1861 12月5日 美濃国岩村藩江戸藩邸にて誕生。父は岩村藩士（江戸詰）三好友衛、母は上野国小幡

藩士（江戸詰）中島遵信の娘とよ。

酒井敏雄『評伝 三好學』

慶応4 1868 2月 岩村藩主松平乗命が江戸より岩村に逃れ、新政府に帰順。三好家も江戸を脱出し、中

山道を経て岩村に遷る。

酒井敏雄『評伝 三好學』

明治2 1869 6月 版籍奉還。旧藩主松平乗命は岩村知藩事となる。藩士は藩主の家臣ではなく、国制と

しての藩の官吏とされ、家禄は大幅に削減の上、俸禄とされる。

酒井敏雄『評伝 三好學』

明治4 1871 7月 廃藩置県。岩村藩は廃止され、岩村県となる（後に岐阜県に編入）。藩士は失職。 酒井敏雄『評伝 三好學』

明治5 1872 11月20日 父友衛が病没。享年46歳。 酒井敏雄『評伝 三好學』

明治6 1873 母方の伯父で三国湊（福井県坂井市）の浄土宗西光寺住職の中嶋性善に預けられる。

西光寺を校舎に仮用していた脩齊小学に編入。

酒井敏雄『評伝 三好學』

明治7 1874 詩作（漢詩）の号に蘇江を用い始める。 酒井敏雄『評伝 三好學』

4月 小学校を卒業し、敦賀県福井小学授業法伝習所（福井県福井市）に入所。伯父のもと

を離れ、寄宿生活となる。在学1年につき卒業後2年、教職に就く条件で、月50銭の学

資給与。また、賄い費は教職就職後、給与からの差し引きで返納することに。

酒井敏雄『評伝 三好學』

8月 敦賀県が廃止され、石川県と滋賀県に分割編入される。福井小学授業法伝習所は石川

県の管下となる。

酒井敏雄『評伝 三好學』

2月 福井小学授業法伝習所が廃止され、福井に石川県第三師範学校が設置される。同校に

編入。同校在学中、文芸同人誌『柳花新誌』を発行。雅号「蘇江酔史」。

酒井敏雄『評伝 三好學』

8月 師範学校の友人と白山に登山。この時白山の自然美から生じた感興が文学から植物学

へと道を転ずる遠因となったと、後年回顧している。

酒井敏雄『評伝 三好學』

6月 自作の詩文を含む漢詩文集『蘇江全書含英集』の編輯を開始。この月、第一輯を編。 酒井敏雄『評伝 三好學』

7月 石川県第三師範学校を卒業。教職に就かず福井に逗留。 酒井敏雄『評伝 三好學』

10月 岩村に帰る。 酒井敏雄『評伝 三好學』

2月 岐阜県庁にて小学校訓導志願の手続き。 酒井敏雄『評伝 三好學』

3月 岐阜県の小学校訓導に採用され、一級訓導補として土岐郡土岐村土岐小学校（現在の

岐阜県瑞浪市立土岐小学校）に赴任。5月、同校の首席訓導（のちの校⾧に相当）とな

り、8月、五等訓導に昇進。

酒井敏雄『評伝 三好學』

6月1日 授業や訓示等の詳細を記した「教育授業日誌」（『授業日誌』）をこの日より毎日記

し始める。

酒井敏雄『評伝 三好學』

6月 この頃、犬山の村瀬太乙（たいいつ）に師事。休暇ごとに犬山に通い、漢籍と書を学

ぶ。

酒井敏雄『評伝 三好學』

惜陰夜学舎（土岐夜学校）を開設し、土岐学校生徒や村人に授業を行う（明治14年12

月の退職まで継続）。

酒井敏雄『評伝 三好學』

12月25日 執筆した教科書『小学修身読本 巻之一』が出版される（巻之二は翌年3月、巻之三は

6月の刊行）。

12月30日 執筆した教科書『生理小学』が出版される。

3月下旬～4

月上旬

文学もしくは上級学校教師の道を目指し、東京大学予備門進学を決意し、上京して情

報収集を行う。

酒井敏雄『評伝 三好學』

12月 執筆した教科書『土岐郡地誌略』が出版される。

12月28日 土岐村公立土岐小学校を退職。翌日、岩村に出立するにあたり、残した別離の詩に

「欲就心身業。須知在勉強。」（心身の業に就かんと欲せば、すべからく知るべし勉

強に在りと）とある。

酒井敏雄『評伝 三好學』

1月10日 岩村より上京。その途上に賦した詩に「欲遂青雲志。一心誓不還。」（遂げんと欲す

青雲の志、一心誓いて還らず）とある。母の兄の中嶋家に寄寓し、受験勉強に専念。

酒井敏雄『評伝 三好學』

9月 東京大学予備門（のちの旧制第一高等学校）の入学試業を首席で合格し、同校に入

学。

酒井敏雄『評伝 三好學』

明治16 1883 9月11日 東京大学予備門第二級に進級。学力最優等・品行最端正なる者として、向こう1年間の

褒賞給費生となる（毎月5円給付）。なお、次学年でも同様。

酒井敏雄『評伝 三好學』

7月 東京大学予備門を卒業。 酒井敏雄『評伝 三好學』

9月 東京大学理学部生物学科に入学。 酒井敏雄『評伝 三好學』

10月12日 向こう1年間の褒賞給費金支給（毎月7円）の決定を受ける。 酒井敏雄『評伝 三好學』

この頃、中島家から借家に転居し、母を岩村から呼び寄せ同居する。 酒井敏雄『評伝 三好學』

3月 帝国大学令が公布され、東京大学理学部は帝国大学理科大学に改組。これに伴い、理

科大学動植物学科第一学年に編入。

酒井敏雄『評伝 三好學』

7月19日 特待学生となり向こう1年間授業料免除（卒業まで毎年免除決定）。 酒井敏雄『評伝 三好學』

7月 帝国大学理科大学植物学科を卒業。学士論文は ｢日本産蘇苔植物の解剖｣。 酒井敏雄『評伝 三好學』

9月 大学院進学。大学院給費生となる。 酒井敏雄『評伝 三好學』
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三好学年譜 
明治24 1891 8月19日 ドイツ留学を命ぜられ、横浜港を出港（カナダ経由で9月19日にライプチヒ着）。ライ

プチヒ大学ペッファー教授に師事し、植物生理学を研究。

酒井敏雄『評伝 三好學』

4月18日 3年7か月にわたった留学を終え、この日帰国。 酒井敏雄『評伝 三好學』

5月27日 帝国大学理科大学教授に就任し、植物学第二講座を担当。 酒井敏雄『評伝 三好學』

7月13日 理学博士。 酒井敏雄『評伝 三好學』

10月18日 『欧州植物学輓近之進歩』を刊行し、その中で「植物生態学」概念・訳語を発表。

明治32 1899 5月25日 『植物学講義』を刊行。「第9回 植物ノ生殖」「有性生殖」の項において、自家受粉

を回避するために花部に特異な形態を有する例証として「さくらさう」（さくらそう）

を挙げ、雄蕊・雌蕊にそれぞれ⾧短の２形態があることを記述。

明治36 1903 10月23日 この日刊行の雪吹敏光著『植物と昆虫との関係』を監修。同書では、第２編「花の生

態と昆虫との関係」の第31章「桜草科」において「サクラサウ」を立項し、ダーウイ

ンのサクラソウ⾧花柱花・短花柱花に関する研究を紹介する。

明治38 1905 5月30日 『植物学講義』を改訂して『新編植物学講義 下巻』を刊行（上巻は前年刊行）。

「第４章 植物ノ生殖」「有性生殖」でのサクラソウの記述は『植物学講義』と同

様。

明治39 1906 10月25日 「名木ノ伐滅並ニ其保存ノ必要 」を『東洋学芸雑誌』第23巻第301号に掲載し、「名

木」をはじめとする樹木・樹林、灌木・草本、高山植物等の保存の必要性を訴える。

1月1日

・2月1日

「天然記念物保存ノ必要並ニ其保存策ニ就テ」を『太陽』第13巻第1・2号に発表し、

「天然記念物」保存の必要性を訴える。その中で、動植物、地形・地質・景観を含ん

だ概念として「天然記念物」を掲げる。また、我が国における「固有植物」絶滅の危機

の事例の一つとして、荒川河畔のサクラソウ自生地を取り上げ、戸田が衰退しているこ

とを例示。

2月1日 「自然物の保存及び保護」を『日本及日本人』第452号に掲載。

2月20日 「名木ノ伐滅並ニ其保存ノ必要 」を『植物学雑誌』第241号に再掲載。

5月11日 『植物学叢話』を刊行。「天然紀念物保存の必要並に其保存策に就て」を再録。

1月31日 『日本之植物界』を刊行。「第七章 春の野辺」において「桜草」「野漆」「すい

ば」などを立項し、それらが群在する描画を挿入。

この年春頃から、大学関係者等に天然記念物保存制度創設の必要を説く。その過程で

東大名誉教授・医学博士・貴族院勅選議員の三宅秀（ひいず）が賛同し、その勧めに

よって天然記念物保存に関する建議の草案を作成。さらに三上参次らが進めていた史

蹟保存とあわせて、史蹟と天然記念物の保存制度創設を目指すことになり、草案にも

史蹟を加えた。

三好学1936「史蹟名勝天然紀念物保存事

業の由来」

12月7日 紀州徳川家南葵文庫において第１回史蹟史樹保存茶話会開催。戸川安宅が「幻燈によ

りて都下の史跡老樹名木等の説明」を行う。戸川安宅はのちに「史蹟名勝天然紀念物

保存協会」幹事となり、大正５年の三好学の田島ケ原サクラソウ自生地現地視察に同

行した。

史蹟名勝天然紀念物保存協会 1911『史

蹟名勝天然紀念物保存協会報告 第一

回』

1月28日 三宅秀の紹介で徳川頼倫と面会し、南葵文庫において「日本紀念植物の保存に就て」

を講演（講演録は『史蹟名勝天然紀念物』第2巻第11号に掲載）。

三好学1918「日本紀念植物の保存に就

て」『史蹟名勝天然紀念物』第2巻第12

号

三好学1936「史蹟名勝天然紀念物保存事

業の由来」3月11日 貴族院議員徳川頼倫・徳川達孝・田中芳男・三宅秀が「史蹟及天然紀念物保存ニ関ス

ル建議案」を貴族院に提出。建議書の原案は三好学が執筆。

三好学1936「史蹟名勝天然紀念物保存事

業の由来」

3月15日 帝国議会貴族院が「史蹟及天然紀念物保存ニ関スル建議」を議決、次いで衆議院が議

決（3月22日）。

国立公文書館「帝国議会会議録検索シス

テム」

3月19日 帝国議会衆議院が「名所旧蹟古墳墓保護ニ関スル建議」を議決する。 国立公文書館「帝国議会会議録検索シス

3月20日 帝国議会衆議院が「名勝地維持保存ニ関スル建議」を議決する。 国立公文書館「帝国議会会議録検索シス

3月20日 「日本ノ天然記念物ノ保存ニ就テ」を『植物学雑誌』第25巻第290号に掲載。

4月 地方官会議において内務大臣が史蹟名勝天然物等の保存につき訓令。 三好学1911「日本に於ける天然記念物保

存思想の発達」

4月25日 南葵文庫において史蹟及び天然記念物保存研究茶話会。その席に地方官を招いて保存

上の談話あり。

三好学1911「日本に於ける天然記念物保

存思想の発達」

5月 埼玉県知事が郡⾧会同において「史蹟勝地古墳其他由緒アル紀念物天然物等保護保

存」への注意を訓示。

埼玉県行政文書（『新編埼玉県史資料編

25』）

6月5日 「日本に於ける天然記念物保存思想の発達」を『東洋学芸雑誌』第28巻第357号に掲

載。

6月13日 帝国議会における建議可決を受け、南葵文庫における茶話会を発展させ、史蹟名勝天

然記念物保存協会の設立決定。三好学もそれに加わり、評議員となる（のち常務委員

兼務）。

史蹟名勝天然紀念物保存協会『史蹟名勝

天然紀念物』（第1巻）第1号（大正3年9

月17日発行）

8月6日 南方熊楠の柳田国男宛ての書簡に、神島（三重県鳥羽市）の濫伐（神島神社の合祀に

よる旧社叢の伐開）について、三好学・松村任三と協議している旨の記述がある。

同日付南方熊楠書簡（『南方熊楠全集』

第8巻）

8月29日 南方熊楠の東大理学部植物学科教授松村任三教授宛ての書簡に、神社整理に伴う社叢

の濫伐について、三好教授とも協議の上、徳川侯（史蹟名勝天然紀念物保存協会会⾧

徳川頼倫）にも相談し、処置してほしい旨を伝える

同日付南方熊楠書簡（『南方熊楠全集』

第7巻）
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三好学年譜 
11月6日 『新編植物学講義』を改訂して『最新植物学講義 下巻』を刊行（上巻は4月7日刊

行）。「第４章 植物ノ生殖」「有性生殖」における記述を改訂し、⾧短雄雌蕊につ

きダーウィンの実験結果を紹介するとともに、近年の学説を紹介して単純に特殊な花形

変化と捉えることに疑義を呈す。その上で、「尚是等ノ植物ニ就テハ詳細ナル研究ヲ

要ス」とする。また、「第10章 人生ト植物」「記念植物ノ保存」において天然記念

物植物保存の必要性を述べるとともに、同年の第27回帝国議会における建議案の可

決・内務省の取組などを紹介。

12月10日 史蹟名勝天然記念物保存協会の発会式開催。西園寺公望の祝辞などあり。

12月28日 文部省『普通植物検索表』を牧野富太郎と共に執筆。五月の植物に「サクラサウ」

（サクラソウ）を取り上げ、「花ハ繖形。葉ハ有柄、卵状楕円形、心臓状底、重鋸葉

縁」を検索ポイントとする。

11月20日 「欧米ノ天然記念物保護ト天然保護区域ニ就テ」を『植物学雑誌』第335号に掲載。

11月22日 「天然保護区域に就て ≪天然紀念物に関する未刊稿本の一節≫」を史蹟名勝天然紀

念物保存協会の『史跡名勝天然紀念物保存協会 第2回報告』に掲載。「絶対的保存」

を行う区域としての「天然紀念物保護区域」と、「比較的保存」を行う区域としての

「名勝保護区域」の二区分を提唱。

野口英世が東京帝国大学理学部に提出した学位（理学）請求論文の主査を務める。 酒井敏雄『評伝 三好學』

4月1日 「天然記念物保護の精神」を『新日本』第5巻第4号に掲載。その中で、天然記念物保

存に対する誤解を解く、として、3点を指摘。①天然記念物の保存は経済発展を阻害す

るとの誤解があるが、国民生活を犠牲することが主意ではないこと、保存を織り込ん

だ工事計画立案によって、保存と共生できること、②保存は好事家の興味に奉仕する

ものではなく、地域や国民生活に役立てる新しい事実を導くためであること、③保存

と美化とを取り違える場合があるが、「見世物」化や「遊覧物」化を優先した取組み

は破壊につながること。

4月28日 『天然記念物』を刊行。「第二章 日本の天然物毀損の実例」で、東京附近では戸田

の原その他荒川筋の野原は昔から桜草の名所で、四月末頃には原一面に此草花が咲い

て美しかったが、近年ではサクラソウ掘り取り目的の遠足が行われるようになり、サ

クラソウの減少が進んでいることを述べる。附録として「名木ノ伐滅幷ニ其保存ノ必

要」「天然記念物保存の必要幷に其保存策に就て」を再録。

12月30日 史蹟名勝天然紀念物保存協会の常務委員会が、三好が提案した保存要項草案作成を協

議し、会としてその作成に取組むことを決定する。

史蹟名勝天然紀念物保存協会「保存要綱

起草協議の次第概要」『史蹟名勝天然紀

念物』第2巻第1号（大正7年2月15日発

行）

1月18日 内務省地方改良講習会において「天然紀念物の保存に就て」を講演（講演録は『史蹟

名勝天然紀念物』第1巻第12号に掲載）。

『史蹟名勝天然紀念物』第1巻第9号・第

12号

2月27日 史蹟名勝天然紀念物保存協会第四回講演会において「郷土事業としての天然紀念物保

存」を講演（講演録は大正6年同会誌に掲載）。

4月11日 土合保勝会がサクラソウの保存について訴える記事を「国民新聞」に掲載。 『国民新聞』同日

土合村の有志深井貞亮の案内で史蹟名勝天然紀念物保存協会三好学・幹事戸川安宅ら

が現地視察。三好らはその帰途埼玉県庁で自生地の保存につき県知事と懇談。土合村

⾧も来会。

三好学「桜草ノ自生地ニ関スルモノ」

史蹟名勝天然紀念物保存協会「浦和の一

日」『史蹟名勝天然紀念物』第1巻第10

号（大正5年5月20日発行）

三好学「天然紀念物保存雑記」『史蹟名

勝天然紀念物』第1巻第14号（大正5年12

月30日発行）

土合村保勝会が発足。 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

5月30日 史蹟名勝天然紀念物保存協会常務委員会が同会幹事戸川安宅が起草した保存要項案を

評議し、常務委員が専門分野を担当して保存要項原案を作成することとする。以後、大

正7年1月頃まで起草案の提出・回付修正が重ねられる。

史蹟名勝天然紀念物保存協会「保存要綱

起草協議の次第概要」『史蹟名勝天然紀

念物』第2巻第1号（大正7年2月15日発

行）

7月20日 「天然紀念物の保存に就て」を『史蹟名勝天然紀念物』第1巻第12号に掲載。 『史蹟名勝天然紀念物』第1巻第12号

12月30日 「天然紀念物保存雑記」を『史蹟名勝天然紀念物』第1巻第14号に掲載。その（三）項

に「田島の桜草」を立項し、同年4月の「田島の原」サクラソウ自生地調査の顛末や自

生地の学術的意義、保存の必要性などを述べる。

『史蹟名勝天然紀念物』第1巻第14号

大正6 1917 1月10日 「郷土事業としての天然紀念物保存」（講演録）を史蹟名勝天然紀念物保存協会『史

跡名勝天然紀念物報告第五回』に掲載。

2月20日 史蹟名勝天然紀念物保存協会が会誌『史蹟名勝天然紀念物』第2巻第2号に「史蹟名勝

天然紀念物保存要綱草案」のうち「第三 天然紀念物」を掲載。その内の「其一」の

二、植物に関する部分は三好が起草。その中の十七項に「一ノ地方ニ固有ナル原野植

物群落、（例セバ東京附近ヲ流ルゝ荒川沿岸ノ桜草発生地）」を立項する。

『史蹟名勝天然紀念物』第2巻第2号

4月7日 『人生植物学』を刊行。「第十章 植物の品種改良」「第一節 植物の変化性」「野

生植物における変化」の項において、荒川沿岸の野原に生育する桜草を例に加え、花

形・大きさ・色の違いを４例を図示した図を掲げて説明、⾧柱花と短柱花の二種の存

在に関するダーウイン所説も紹介。
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4月25日

1916

大正4 1915

大正5



三好学年譜 
2月13日 史蹟名勝天然記念物保存協会が「史蹟名勝天然紀念物保存要綱草案」を完成（同会会

報第3巻1号に全文掲載）。この段階でも、サクラソウ関係の規定は、「十七、一ノ地

方ニ固有ナル原野植物群落（例セバ東京附近ヲ流ルゝ荒川沿岸ノ桜草発生地）」。

『史蹟名勝天然紀念物』第3巻1号（大正

8年3月25日発行）

4月9日 史蹟名勝天然紀念物保存法公布（6月1日施行） 大正8年法律第44号（国立公文書館デジ

タルアーカイブ）

4月20日 「植物の利用と保存」を史蹟名勝天然紀念物保存協会『史跡名勝天然紀念物』第3巻第

4号に掲載。

『史蹟名勝天然紀念物』第3巻4号

5月30日 史蹟名勝天然紀念物調査会官制を制定（6月1日施行）。 大正8年勅令第258号（国立公文書館デジ

タルアーカイブ）

7月30日 「史蹟名勝天然紀念物保存法の発布に就て」を史蹟名勝天然紀念物保存協会『史跡名

勝天然紀念物』第3巻第7号に掲載。

『史蹟名勝天然紀念物』第3巻7号

8月5日 『東洋学芸雑誌』第36巻第8冊（通号第455号）に「桜草原野の保存の必要」を掲載。 三好学「桜草原野保存の必要」『東洋学

芸雑誌』第455号

10月9日 内務省の史蹟名勝天然紀念物調査会委員に任命される。 『史蹟名勝天然紀念物』第3巻10号

12月27日 史蹟名勝天然紀念物保存法施行令を公布（大正9年1月1日施行） 大正8年勅令第498号（国立公文書館デジ

タルアーカイブ）

1月31日 内務省が「史蹟名勝天然紀念物保存要目」を定める。

2月4日 内務省が「史蹟名勝天然紀念物保存要目」を各府県知事に送付（官報掲載は2月16日） 埼玉県行政文書

3月30日 東京帝国大学附属植物園園⾧となる。 酒井敏雄『評伝 三好學』

4月25日 史蹟名勝天然紀念物調査会委員として現地調査 三好学「桜草ノ自生地ニ関スルモノ」

5月20日 内務大臣官房地理課⾧がサクラソウ自生地の保存範囲の土地調書提出を埼玉県知事に

依頼

埼玉県行政文書

5月 「天然紀念物調査報告 桜草自生地」を内務省に提出。 三好学「桜草ノ自生地ニ関スルモノ」

7月17日 田島ケ原サクラソウ自生地が「土合村桜草自生地」の名称で、内務大臣から天然紀念

物の指定を受ける。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

7月27日 帝国学士院会員となる。 酒井敏雄『評伝 三好學』

9月2日 『最新植物学講義』を増補改訂して『増補改訂最新植物学講義 中巻』を刊行（上巻

は2月18日刊行、下巻は翌年）。「第４章 生殖」「有性生殖」における⾧短雄雌蕊の

記述は明治44年版と同様。「第六章 植物ノ変化」に「さくらさう」（旧仮名遣い。

さくらそう）を立項し、荒川沿岸の原野に生育する桜草の多様な花形等30種を図版２

点に掲げて詳説。遺伝性についても言及。

11月5日 「天然紀念物保存が学問上に及ぼす効果に就て」を『東洋学芸雑誌』第37巻第470号に

掲載。

1月8日 『最新植物学講義 下巻』を刊行。「第四章 有用植物」「記念植物ノ保存」におい

て、「史蹟名勝天然紀念物保存要目」（内務省策定、史蹟名勝天然紀念物保存協会作

成の「保存要綱草案」（大正８年２月）に準拠）中の植物に関するものを引用。その

中の第１４項「固有ナル原野植物群落（例セバ東京附近荒川沿岸ノ桜草発生地）」を

挙げる。

2月 内務省が『史跡名勝天然紀念物保存要目解説 植物の部』を刊行。執筆は三好学。

4月30日 『史蹟名勝天然紀念物」第4巻第4号に三好「桜草の自生地に就て」が転載される。 『史蹟名勝天然紀念物」第4巻第4号

7月 「天然記念物の保存」を『経済時報』第210号に掲載。

10月 内務省が『史跡名勝天然紀念物調査報告第十二号 桜草ノ自生地ニ関スルモノ』を刊

行。

『史蹟名勝天然紀念物』第4巻4号に「桜草の自生地に就て」を掲載。

6月8・9日 内務省が史蹟名勝天然紀念物に関する地方主任課⾧打合会を開催。三好学が「植物に

関する天然紀念物の保存に就て」を講演。

『史蹟名勝天然紀念物』第5巻第7号（大

正11年7月5日発行）

11月 学士院会員として、来日したアインシュタイン博士夫妻の接待委員を務める。 酒井敏雄『評伝 三好學』

9月1日 関東大震災。土合村でも家屋等に被害発生。

『科学知識』第3巻に「桜草」を掲載。

2月15日 『科学を基礎とした文化生活 第三』に「美しい原野植物としての桜草」を掲載。

4月2日 東京帝国大学教授及び附属植物園⾧を定年退官。 酒井敏雄『評伝 三好學』

11月24日 東京帝国大学名誉教授の称号を受ける。 酒井敏雄『評伝 三好學』

5月1日 「植物学上より観たる天然紀念物保存（一）」を『東洋学芸雑誌』第505号に掲載。

6月1日 「植物学上より観たる天然紀念物保存（二）」を『東洋学芸雑誌』第506号に掲載。

10月15日 内務省が『天然紀念物調査報告 植物之部 第一輯』を刊行。既刊の『史蹟名勝天然

紀念物調査報告』の内植物の報告を合冊・再刊するもので、三好「桜草の自生地」が

改題の上、再録される。なお、上記既刊調査報告は調査保存関係にのみ配布したもの

で、一般からの入手要望が寄せられていたが、内務省の在庫が関東大震災の際に全て

焼失してしまったことから、再刊した（同書緒言）。

『史蹟名勝天然紀念物』第1集第1号に「天然紀念物保存と自然科学」「天然紀念物保

存事業と故徳川公爵」を掲載。

2月15日 摂政宮皇太子に「天然記念物ノ保存」を講話。 『昭和天皇実録』同日条
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三好学年譜 
4月15日 宮内省から依頼を受けた土合村がキハツ箱約120箱分及び60株のサクラソウを東宮御所

に献納。土合村⾧から依頼を受けた深井貞亮が協力し、事前に三好学、服部文学博

士、宮内省御用掛、埼玉県内務部⾧、学務課⾧等と実地調査を行い、天然紀念物指定

区域に近接し土合保勝会が保護措置を講じているサクラソウ自生地（のちの第二次指

定地）から採取。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

5月23日 『天然紀念物解説』を刊行。口絵にサクラソウと花形をあしらった図を掲載。

11月 土合村⾧が、内務大臣あてサクラソウ自生地の追加（第2次）指定を申請（内申）する 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

1月1日 「天然紀念物保存と植物生態学」を『東洋学芸雑誌』第525号に掲載。

5月14日 第2次指定地の追加指定 旧土合村サクラソウ自生地関係文書

8月20日 「天然紀念物の保存」を『庭園と風景』第10巻第6号に掲載。

12月1日 史蹟名勝天然紀念物保存に関する事務移管により、主務大臣が内務大臣から文部大臣

となる

1月19日 国際観光委員会第三部特別委員会において「史蹟名勝天然紀念物保存ニ就テ」を講

演。

同講演録

4月19日 「天然紀念物」を『岩波講座 生物学 六』に掲載。

4月 東京植物学会会⾧として同会創立50周年記念大会を開催。また、同会を日本植物学会

と改称する。

酒井敏雄『評伝 三好學』

5月13日 三好学が北足立郡与野町鈴谷妙行寺の大榧を調査する（7月25日天然紀念物指定）。 文部省『天然紀念物調査報告 植物之部

第十四輯』、『与野市史近代史料編』

6月5日 『岩波講座 地理学 第七』に「名所図会解説」を掲載。

昭和8 1933 5月2日 北足立郡馬宮村のサクラソウ自生地を調査する（昭和9年5月1日天然紀念物指定）。 文部省『天然紀念物調査報告 植物之部

第十四輯』、『東京日日新聞』昭和8年4

昭和11 1936 4月20日 土合村が「天然紀念物桜草並ニ野草（特ニ茅）保存ニ関スル技術官」の派遣を文部大

臣に申請する。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

昭和11 1936 5月3日 上記申請に基づき、三好学が現地調査。この時三好学は、文部省史蹟名勝天然紀念物

調査会嘱託。

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

土合村が文部省所管の国庫補助事業として野ねずみ駆除、障害植物等除去を実施

 ※障害植物除去の実績（植物名／実施面積／抜取り重量）

   ヒメヂオン草          ３反５畝歩 約208貫

   ツルバラ          １町９反５畝歩 約780貫

   蔓草（トツラ等）   １町９畝歩        約1600貫

     ※町・反・畝・歩は面積の単位。

      １反は約10アール、１町はその10倍、畝はその10分の１・

      貫は重さの単位。 １貫は3.75キログラム

旧土合村サクラソウ自生地関係文書

11月10日 史蹟名勝天然紀念物保存協会創立25周年紀念式典において「史蹟名勝天然紀念物保存

事業の由来」を講演。

『史蹟名勝天然紀念物』第11集11号に「史蹟名勝天然紀念物保存事業の由来」を掲

載。

昭和13 1938 4月30日 随筆集『学軒集』を刊行。「桜草」（1923）、「名木の伐滅並に其保存の必要」

（1906）、「植物学上より観たる天然紀念物保存」（1925）、「史蹟名勝天然紀念物

保存事業の由来」（1936）を再録。

昭和14 1939 5月11日 急性肺炎により逝去。

昭和16 1941 渡邊清彦「三好学伝」（堀川豊永編『近代日本の科学者』第１巻）

昭和17 1942 牧野富太郎「三好学君の思ひ出の一二」（『生態学研究』第8巻2-3号）

昭和25 1950 5月18日 文化財保護法公布(同8月29日施行)

昭和27 1952 3月29日 名称が｢土合村サクラソウ自生地｣と改められ、文化財保護委員会から特別天然記念物

に指定される。

昭和28 1953 8月24日 文化財保護委員会が、｢土合村サクラソウ自生地｣への名称変更と特別天然記念物指定

を告示する

埼玉県行政文書

昭和30 1955 土合村、浦和市に合併し、浦和市が指定地の管理団体となる。

昭和32 1957 7月31日 指定名称が｢田島ケ原サクラソウ自生地｣と改められる

昭和42 1967 中野治房「三好学先生の伝」『遺伝』第21巻4号

昭和47 1972 上野益三「三好学の植物学への道」（『採集と飼育』第34巻9号）

昭和48 1973 4月 本田正次「三好学（人−２−）」（『月刊文化財』第115号）

昭和55 1980 7月10日 春山行夫『花の文化史 花の歴史をつくった人々』に「三好学」立項

昭和57 1982 10月1日 安藤裕「桜博士 三好 学先生」（『採集と飼育』第44巻10号）

昭和61 1986 3月5日 都筑洋次郎編著『科学・技術人名事典』に「みよしまなぶ 三好学」立項

昭和63 1988 安藤裕「三好学」（『近代日本生物学者小伝』）

平成４ 1992 3月31日 安藤裕・酒井敏雄「日本に近代植物学を興した三好学小伝」（『清泉女学院短期大学

研究紀要』第10号）

平成５ 1993 3月10日 安藤裕「植物学者三好學研究資料Ⅰ」（『清泉女学院短期大学研究紀要』第11号）

安藤裕・落合照雄「植物学者三好學研究資料Ⅱ」（『清泉女学院短期大学研究紀要』

第12号）
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三好学年譜 
安藤裕「植物学者三好學研究資料三」（『清泉女学院短期大学研究紀要』第12号）

3月31日 安藤裕・田子檀「植物学者三好學と『竹雨樓詩集』」（上田女子短期大学『紀要』第

17号）

平成８ 1996 3月31日 安藤裕「植物学者三好學研究資料Ⅴ」（上田女子短期大学『紀要』第19号）

平成９ 1997 3月31日 安藤裕・井出賢次「植物学者三好學研究資料Ⅳ 「含英集」に就て（一）」（上田女

子短期大学『紀要』第20号）

平成10 1998 9月10日 酒井敏雄『評伝 三好學 −日本近代植物学の開拓者』刊行

平成18 2006 大場秀章「東京大学総合研究博物館酒井敏雄文庫収蔵三好學教授著作・論文等及び関

連資料目録」（『東京大学総合研究博物館標本資料報告』第66号）

平成21 2009 4月25日 渡部章郎「三好学を起点とする『景観』および「景観類義語」の概念と展開に関する

研究」（社団法人日本都市計画学会『都市計画論文集』№44-1）

平成22 2010 下湯直樹「三好学」（青木豊編『博物学人物史』上）

平成26 2014 板倉聖宣監修『事典日本の科学者 : 科学技術を築いた5000人』に「三好学」立項

6月1日 史蹟名勝天然紀念物保存法施行100年。文化庁が「記念物100年」事業を開始。

7月2日 さいたま市教育委員会が文化庁「記念物100年」事業に参加し、市立中央図書館におい

て「記念物100年」展を実施（～7月16日）

9月3日 さいたま市教育委員会が文化庁「記念物100年」事業に参加の２期分として、市立博物

館において「記念物100年」展を実施（～9月16日）。

2月25日 さいたま市桜区役所が「田島ケ原サクラソウ自生地 100周年記念展」を開催（～3月

27日）。教育委員会もその中で「100年前の自生地」パネル展を実施

6月1日 さいたま市教育委員会が田島ケ原サクラソウ自生地国指定100年記念展示として、「学

と貞亮 −自生地を遺した二人−」を開催（～6月30日。会場：市立浦和博物館）し、

三好学と深井貞亮の業績の一端を紹介。なお、当初計画では3月25日開始であったが、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公共施設の臨時休館に伴い、開会期日が

延期となった。

6月16日 さいたま市教育委員会が田島ケ原サクラソウ自生地国指定100年記念展示として、「田

島ケ原サクラソウ自生地 −これまでの百年、これからの百年−」及び文化庁「記念

物100年」展を開催（～7月20日。会場：市立中央図書館）（予定）。

7月17日 天然記念物指定100年

 さいたま市教育委員会 2014 「田島ケ原サクラソウ自生地年譜」

          『国指定特別天然記念物田島ケ原サクラソウ自生地保存管理計画策定報告書』

 齋藤智志  2015 『近代日本の史蹟保存事業とアカデミズム』一般財団法人法政大学出版局

 文化庁文化財第二課 2019 「日本の記念物保護100年略年表」・「記念物行政100年略史」所掲

          『月刊文化財』第670号 第一法規株式会社

 山下信一郎 2019 「記念物100年と史蹟名勝天然紀念物保存法の意義」

          『全史協会報２０１９（平成３０年度）』全国史跡整備市町村協議会事務局

 内田和伸  2020 「史蹟名勝天然紀念物保存法公布までの記念物の保護と奈良の史跡整備」（講演録）

          『第54回全国史跡整備市町村協議会 大会議事録』同会大会実行委員会

2020.05 さいたま市教育委員会文化財保護課

この年譜は、田島ケ原サクラソウ自生地国指定100年記念事業に向けてさいたま市教育委員会が平成30年度～令和元年度に実施した

調査の成果の一部です。年譜作成にあたり、調査史料及び表中に掲げた論著の記述に依拠したほか、以下の論著等を参照しました。

 浦和市教育委員会 1990 「田島ヶ原サクラソウ自生地保護年譜」

          『特別天然記念物田島ヶ原サクラソウ自生地−天然記念物指定70周年記念論文集―』

 篠田真理子 1999 「開発と保存」石弘之他編『ライブラリ 相関社会科学６ 環境と歴史』株式会社新世社

 丸山 宏  2003 「『史蹟名勝天然紀念物』の潮流−保存運動への道程−」『復刻版 史蹟名勝天然紀念物』（大正編）不二出版
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