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1914（大正3）年 2 月、
屋久島ウィルソン株に名を残した植物界の巨人、E.H. ウィ
ルソンは桜島大噴火直後の鹿児島に足を踏み入れた。
伝説のプラント・ハンターのカメラが捉えた鹿児島の
自然を追い100 年の記憶をたどる旅が今、始まる。
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然などをテーマに執筆活動を続けている。5 年前からウイルソンの調査を開始。
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私が今、記録を残さなかったら、100 年後にはその多くは完全に
消えてしまうだろう ―アーネスト・ヘンリー・ウィルソン
If we do not get such records of them, a hundred years hence many will
have disappeared entirely. ― Earnest Henry Wilson
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