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～春は花 バラ科ツツジ科 花まつり～ 相生山の四季を歩く会＃100 2018.4.8

№ 標準和名 漢字表記 科 属 花 開花月 ｍemo 観察地点

1 ヤマツツジ 山躑躅 4⃣ 雄しべ5　半落葉　花色変異アリ ターミナル

2 モチツツジ 黐躑躅 △4 腺毛　　雄しべ5　半落葉 ツツジ道

3 コバノミツバツツジ 小葉三葉躑躅 4⃣ 雄しべ10 ツツジ道

4 ネジキ 捻木 ネジキ △5 北尾根

5 ナツハゼ 夏櫨 5 ターミナル

6 ウスノキ 臼の木 4⃣ ツツジ道

7 シャシャンボ 小小坊 5 常緑 北尾根

ツツジ

スノキ

ツツジ 両性花

ツ　ツ　ジ　科　の　樹　木　た　ち　　　（一部）

№ 標準和名 漢字表記 科 属 花 開花月 ｍemo 観察地点

1 エドヒガン 江戸彼岸 ▼3 各部有毛　葉:濃緑　葉裏:光沢 ｻｸﾗ並木

2 ヤマザクラ 山桜 ▼4 各部無毛　葉裏帯白 ｻｸﾗ並木+北尾根

3 ソメイヨシノ 染井吉野 ▼4 葉表無毛　葉裏:散生,淡緑 南部

4 オオシマザクラ 大島桜 ▼4 各部無毛　葉鋸歯:芒状に伸びる 中央尾根+北尾根

5 カスミザクラ 霞桜 5⃣ （＝毛山桜）　葉裏:淡緑,光沢 南部

6 ズミ 酢実 リンゴ △5 ターミナル

7 カマツカ 鎌柄 カマツカ △4 山根口+ギャップ

8 カナメモチ 要黐 カナメモチ 5 常緑 北尾根

9 アズキナシ 小豆梨 ナナカマド 4⃣ 北尾根

バラ

サクラ

両性花

バ　ラ　科　の　樹　木　た　ち　　　（一部）

カスミザクラ アズキナシ

ウスノキコバノミツバツツジ

山根口

北尾根

ﾋﾒｶｻｷﾋﾞ谷
人工林

ターミナル

ギャップ

相生口

梅畑

中央尾根
ｻｸﾗ並木

ｱｵﾊﾀﾞ坂

ツツジ道

徳林寺

葉書塔

南部住宅地

ｼﾝﾎﾞﾙｺﾅﾗ

相生小学校

相生山交差点鳴子北

双子池口

相生山神社

道路遺構ｼｪﾙﾀｰ

コナラ

ヤマコウバシ

アオキ ミヤマガマズミ
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相生山の四季を歩く会2018.4資料

連 絡 先（古川）

ｹｲﾀｲ : ０８０‐５１２４‐６４６３

tell/fax : ０５２‐８２１‐６４６３

e-mail : viva_forest@yahoo.co.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:ラブリーアース→検索

http://lovelyearth.info/

次回は 5月 13日（日）

9：30～12：00

～ キビタキのさえずり

エゴノキの花の匂い

深夜にはヒメボタル

夏を迎えた森を歩こう ～

№ 標準和名 漢字表記 科 属 花 開花月 ｍemo 観察地点

1 コナラ 小楢 4⃣ 雄花序+雌花 相生口

2 アベマキ 棈 4 全

3 アラカシ 粗樫 4 常緑 全

4 ムクノキ 椋 アサ ムクノキ ♀♂異花 4 梅畑西

5 クスノキ 楠 クスノキ 両性花 5 常緑 全

6 ヤマコウバシ 山香ばし クロモジ ♀株のみ 5⃣ 匂い,味＝トロシバ 北尾根

7 フジ 藤 マメ フジ 両性花 4⃣ ツツジ道

8 アケビ 木通 アケビ アケビ ♀♂異花 3⃣ 匂い　雌花　　⇔ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ　　 北尾根・南部

9 ヤブツバキ 薮椿 ツバキ ツバキ 両性花 4⃣ 常緑 ﾋﾒｶｻｷﾋﾞ谷

10 サカキ 榊 サカキ 両性花 5 常緑 全

11 ヒサカキ 姫榊 ヒサカキ ♀♂別株 ▼3 常緑　　花のいろいろ 全

12 ヤマウルシ 山樗 4⃣ かぶれ注意 ツツジ道

13 ヌルデ 白膠木 5 相生口

14 モチノキ 黐の木 4 常緑　⇔ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ　 ﾀｰﾐﾅﾙ+北尾根

15 アオハダ 青肌 5 アオハダ坂

16 ソヨゴ 冬青 5 常緑 北尾根

17 アオキ 青木 ガリア アオキ ♀♂別株 3⃣ 対生　常緑 ﾋﾒｶｻｷﾋﾞ谷

18 タカノツメ 鷹の爪 ウコギ タカノツメ ♀♂別株 △5 味＝ウコギ科匂い 人工林沿い

19 エゴノキ えごの木 エゴノキ エゴノキ 両性花 △5 梅畑南

20 サワフタギ 沢蓋木 ハイノキ ハイノキ 両性花 △4 ギャップ

21 イボタノキ 水蝋樹 両性花 △4 対生 北尾根

22 ネズミモチ 鼠黐 両性花 5 対生　常緑 全

23 スイカズラ 吸葛 スイカズラ スイカズラ 両性花 5 対生　常緑 ツツジ道

24 ガマズミ 莢迷 両性花 5 対生 ターミナル

25 コバノガマズミ 小葉莢迷 両性花 △4 対生　匂い 中央尾根

26 ミヤマガマズミ 深山莢迷 両性花 4⃣ 対生　匂い ﾋﾒｶｻｷﾋﾞ谷

27 リョウブ 令法 リョウブ リョウブ 両性花 5 味　リョウブ飯 ギャップ

28 サルトリイバラ 猿捕茨 シオデ シオデ ♀♂別株 4⃣ ⇔サルマメ ギャップ

春から初夏に咲く　樹の花いろいろ　　　　　　（表示：4⃣開花確認,△蕾,▼落花）

ウルシ

コナラブナ

クスノキ

サカキ

ウルシ

モチノキ

モクセイ

ガマズミレンプクソウ

イボタノキ

♀♂異花

♀♂別株

♀♂別株モチノキ

色素,ワックス カロチノイド アントシアニン ワックス
色 黄･オレンジ・赤 赤・紫 白（乱反射による）

存在部位 葉緑体 表皮細胞 クチクラ層
強光阻害の防止 紫外線の反射・吸収

補助色素 蒸散軽減,水滴付着防止
紫外線の吸収

　　　　　　　　芽ぶきの色も　とりどり　　　　　　　　　　「森の木の100不思議」より

機能アカメガシワ

フジヤマウルシアケビ2009年12月から始まった「相生山

の四季を歩く会」は100回目を迎えま

した。都会のなかの雑木林を、たくさ

んの仲間と歩いて、様々ないのちに出

会い、多くのことを学んできました。

樹木や草花や野鳥や昆虫の名前を知

るだけにとどまらず、その生きものが

なぜここに生育、生存しているのかを、

地質や自然環境や生きもの相互の関係

や、人間の暮らしとの関わりのなかで

考えようとしてきました。

『相生山はこれからも出来るだけ今

のままで残っていって欲しい』という

のが、私たちの願いです。人が目先の

利害にとらわれて、せっかくの自然を

壊してしまわないように。あらゆるい

のちが、大きな自然の移り変わりのな

かで、ゆったりとつながっていけます

ように。

「相生山の四季を歩く会」事務局
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