
アイウエオ順

№ 和名 分類 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 備　　考

1 アカショウマ ﾕｷﾉｼﾀ科 山地の林内、林縁

2 アケボノソウ ﾘﾝﾄﾞｳ科 見かける花は少ない

3 アゼムシロ ｷｷｮｳ科 別名ﾐｿﾞｶｸｼ

4 イチリンソウ ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ科 花は１円玉くらい

5 ウツボグサ ｼｿ科 矢筒に由来

6 ウマノアシガタ ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ科 別名キンポウゲ

7 ウンゼンカンアオイの花 ｳﾏﾉｽｽﾞｸｻ科 尾根に沢山みかける

8 エゴノキ ｴｺﾞﾉｷ科 沢山の花を下向きにつける

9 オオイヌノフグリ ｺﾞﾏﾉﾊｸｻ科 畑や路地でみかける

10 オオキツネノカミソリ ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ科 野河内渓谷、　車谷

11 オオハンゲ ｻﾄｲﾓ科 一度だけ遭遇

12 オカトラノオ ｻｸﾗｿｳ科 夏を代表する野草

13 オタカラコウ ｷｸ科 水辺で見かける

14 オドリコソウ ｼｿ科 賑やかに咲いている

15 カキラン ﾗﾝ科 夏の日差しに咲く

16 カラスウリの花 ｳﾘ科 早朝に咲き、 日頃にしぼむ

17 カワラナデシコ ﾅﾃﾞｼｺ科 秋の風物詩、万葉集にも登場

18 キケマン ｹｼ科 群落している

19 キツリフネ ﾂﾘﾌﾈｿｳ科 山道で見かける

20 キンミズヒキ ﾊﾞﾗ科 山頂付近でもみかける

21 ギンリョウソウ ﾕｳﾚｲﾀｹ科 林の中の落ち葉に腐生

22 クサｱｼﾞｻｲ ﾕｷﾉｼﾀ科 山道の水辺あたりで見かける

開花期間の長短はありますので、参考資料にしてください
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23 ゲンノショウコ ｱｶﾈ科 結実するとﾄﾝｶﾞﾘ帽子になる

24 コオニユリ ﾕﾘ科 ｱｹﾞﾊ蝶が好む花

25 コケイラン ﾗﾝ科 一部の谷のみに開花

26 コバギボウシ ﾕﾘ科 紫の花が美しい

27 コバノミツバツツジ ﾂﾂｼﾞ科 脊振全般で見られる

28 サイハイラン ﾗﾝ科 葉は１枚のみ

29 サイヨウシャジン ｷｷｮｳ科 里山でも見かける

30 サツマイナモリ ｱｶﾈ科 最近少なくなった

31 サネカズラ ﾏﾂﾌｷ科 美男蔓とも呼ばれる

32 サラシナショウマ ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ科 白いヒゲが美しい

33 シハイスミレ ｽﾐﾚ科 尾根でも見かける

34 シャガ ｱﾔﾒ科 純白の花が美しい

35 ジロボウエンゴサク ｹｼ科 ちょっとｵﾁｬﾒの花

36 ジンジソウ ﾕｷﾉｼﾀ科 近づいて見ると人の顔に見える

37 スイカズラ ｽｲｶｽﾞﾗ科 香料

38 チャルメルソウ ﾕｷﾉｼﾀ科 ｵｵﾁｬﾙﾒﾙ、ｺﾁｬﾙﾒﾙは葉で区別

39 ツクシシャクナゲ ﾂﾂｼﾞ科 鬼が鼻ー猟師岩付近他

40 ツクシショウジョウバカマ ﾕﾘ科 ﾋﾟﾝｸ色の花もある

41 ツクシタツナミソウ ﾕﾘ科 浪に由来

42 ツクシミカエリソウ ｼｿ科 葉は虫に食われている

43 ツクバネソウ ﾕﾘ科 実は赤くなる

44 ツチアケビ ﾗﾝ科 実はソーセージ状になる

45 ツユクサ ﾂﾕｸｻ科 露がよく似合う

46 ツリフネソウ ﾂﾘﾌﾈｿｳ科 水辺を好み、花の数も多い

47 ツルアジサイ ﾕｷﾉｼﾀ科 林内で樹木に花を飾る

48 ツルボ ﾕﾘ科 畑の畦道などに

（実）

（実）
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49 ツルリンドウ ﾘﾝﾄﾞｳ科 赤い実をつける

50 トチバニンジン ｳｺｷﾞ科 赤い実が印象的

51 ナルコユリ ﾕﾘ科 鳴子状に沢山の花をつける

52 ナンゴクウラシマソウ ｻﾄｲﾓ科 長いヒゲが特徴、一度だけ遭遇

53 ニリンソウ ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ科 花は１枚づつ咲く

54 ネコヤナギ ヤナギ科 沢で早春を知る

55 ノアザミ ｱｻﾞﾐ科 昆虫を誘う花

56 バイケイソウ ﾕﾘ科 有毒、見かける場所は限られる

57 ハナイカダ ﾐｽﾞｷ科 嫁の涙ともいう

58 ハナミョウガの花 ｼｮｳｶﾞ科 冬に赤い実をつける

59 ハルジオン ｷｸ科 ﾋﾒｼﾞｵﾝと区別する

60 フデリンドウ ﾀﾃﾞ科 早春、山腹でみることが出来る

61 ハルリンドウ ﾘﾝﾄﾞｳ科 尾根道でもみかける

62 ヒガンバナ ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ科 里山の秋の風景

63 ヒトリシズカ ｾﾝﾘｮｳ科 群れで咲いてる

64 ヒメナベワリ ﾋﾞｬｸﾌﾞ科 尾根道でみかける

65 ヒメレンゲ ﾍﾞﾝｹｲｿｳ科 水辺でみかける

66 フタリシズカ ｾﾝﾘｮｳ科 葉も花もﾋﾄﾘｼｽﾞｶより大きい

67 フユイチゴ ﾊﾞﾗ科 食べられるが酸味が強い

68 ヘクソカズラ ｱｶﾈ科 可愛そうな名前です

69 ホウチャクソウ ﾕﾘ科 尾根でも小さい株を見かける

70 ホソバナコバイﾓ ﾕﾘ科 早春に尾根道で

71 ホトケノザ ｼｿ科 冬でも見かけるようになった

72 マムシグサ ｻﾄｲﾓ科 秋に実が熟し赤くなる

73 マンサクの花 ﾏﾝｻｸ科 早春に鬼ヶ鼻ー猟師岩あたりで

74 ミズタビラコ ﾑﾗｻｷ科 水辺で

実が赤くなる

（実）
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75 ミズヒキ ﾀﾃﾞ科 水引に由来

76 ミゾソバ ﾀﾃﾞ科 ピンクの小さい花が美しい

77 ムサシアブミ ｻﾄｲﾓ科 葉は５0㎝を越えるものもある

78 ムシカリ ｽｲｶｽﾞﾗ科 別名、ｵｵｶﾒﾉｷ

79 ムラサキケマン ｹｼ科 繁殖力が強い

80 ムラサキサギゴケ ｺﾞﾏﾉﾊｸﾞｻ科 畦道で

81 ムラサキシキブ ｸﾏﾂｽﾞﾗ科 紫の実が美しい

82 ヤブカンゾウ ﾕﾘ科 若芽は食用

83 ヤブツバキ ﾂﾊﾞｷ科 脊振全般で見られる、群生あり

84 ヤブミョウガ ﾂﾕｸｻ科 白い花は黒く結実する

85 ヤマアジサイ ﾕｷﾉｼﾀ科 小さな紫色の花が可憐で美しい

86 ヤマエンゴサク ｹｼ科 ｼﾞﾛﾎﾞｳｴﾝｺﾞｻｸより花は少し大きめ

87 ヤマフジ ﾏﾒ科 春は甘い香を山一帯に放つ

88 ヤマボウシ ﾐｽﾞｷ科 緑いろの花もあり

89 ヤマホトトギス ﾕﾘ科 花は王冠を思い出させる

90 ヤマルリソウ ﾑﾗｻｷ科 ルリ色の小さな花、背は低い

91 ユキノシタ ﾕｷﾉｼﾀ科 若葉は天婦羅に、美味

92 ラショウモンカズラ ｼｿ科 由来は羅生門からきている

93 レイジンソウ ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ科 舞楽の怜人に由来

94 ワサビの花 ｱﾌﾞﾗﾅ科 殆ど見られなくなった
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