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～ 冬の雑木林を極めよう　冬芽＆野鳥 ～

Ｎｏ種名（標準和名） 漢字表記 科 属 ｐｏｉｎｔ メ　　　　　　　　　モ

1 アオキ 青木 ｶﾞﾘｱ ｱｵｷ

2 アオギリ 青桐 ｱｵｷﾞﾘ ｱｵｷﾞﾘ 頂芽・葉痕
3 アオハダ 青肌 ﾓﾁﾉｷ ﾓﾁﾉｷ 短枝
4 アズキナシ 小豆梨 ﾊﾞﾗ ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 皮目
5 アベマキ 棈 ﾌﾞﾅ ｺﾅﾗ 芽鱗
6 アラカシ 粗樫 ﾌﾞﾅ ｺﾅﾗ 芽鱗
7 ウスノキ 臼の木 ﾂﾂｼﾞ ｽﾉｷ 色
8 ウメ 梅 ﾊﾞﾗ ｻｸﾗ 色
9 ウメモドキ 梅擬 ﾓﾁﾉｷ ﾓﾁﾉｷ

10 エゴノキ 斉墩果 ｴｺﾞﾉｷ ｴｺﾞﾉｷ 裸芽･予備芽

11 エノキ 榎 ｱｻ ｴﾉｷ

12 カクレミノ 隠蓑 ｳｺｷﾞ ｶｸﾚﾐﾉ

13 クサギ 臭木 ｼｿ ｸｻｷﾞ 裸芽・葉痕
14 クスノキ 樟 ｸｽﾉｷ ｸｽﾉｷ 色
15 コナラ 小楢 ﾌﾞﾅ ｺﾅﾗ 芽鱗
16 ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ 小葉莢迷 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ ｶﾞﾏｽﾞﾐ 対生

17 ゴンズイ 権萃 ﾐﾂﾊﾞｳﾂｷﾞ ｺﾞﾝｽﾞｲ 対生・葉痕

18 サカキ 榊 ｻｶｷ ｻｶｷ 曲がる芽
19 シイ 椎 ﾌﾞﾅ ｼｲ 芽鱗
20 ズミ 酢実 ﾊﾞﾗ ﾘﾝｺﾞ 短枝・トゲ

21 センダン 栴檀 ｾﾝﾀﾞﾝ ｾﾝﾀﾞﾝ 葉痕

22 タカノツメ 鷹の爪 ｳｺｷﾞ ﾀｶﾉﾂﾒ 曲がる短枝
23 タラノキ 棫 ｳｺｷﾞ ﾀﾗﾉｷ トゲ・葉痕
24 ﾃｲｶｶｽﾞﾗ 定家蔓 ｷｮｳﾁｸﾄｳ ﾃｲｶｶｽﾞﾗ 果実（羽毛）
25 ヌルデ 白膠木 ｳﾙｼ ﾇﾙﾃﾞ 葉痕
26 ネジキ 捩木 ﾂﾂｼﾞ ﾈｼﾞｷ 色
27 ヒサカキ 姫榊 ｻｶｷ ﾋｻｶｷ 曲がる芽
28 ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ 紫式部 ｼｿ ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ 対生・裸芽
29 モチツツジ 黐躑躅 ﾂﾂｼﾞ ﾂﾂｼﾞ 半落葉
30 モチノキ 黐の木 ﾓﾁﾉｷ ﾓﾁﾉｷ

31 ヤマウルシ 山樗 ｳﾙｼ ｳﾙｼ 裸芽・葉痕
32 ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ 山香し ｸｽﾉｷ ｸﾛﾓｼﾞ 混芽・残る葉
33 ヤマザクラ 山桜 ﾊﾞﾗ ｻｸﾗ

34 ヤマツツジ 山躑躅 ﾂﾂｼﾞ ﾂﾂｼﾞ 半落葉

35 ヤマハゼ 山櫨 ｳﾙｼ ｳﾙｼ 裸芽・葉痕

Ｎｏ 種名（標準和名） 漢字表記 目 科 生活型 メ　　モ
1 アオジ 青鵐 ｽｽﾞﾒ ﾎｵｼﾞﾛ 漂鳥

2 エナガ 柄長 ｽｽﾞﾒ ｴﾅｶﾞ 漂鳥

3 オオタカ 大鷹 ﾀｶ ﾀｶ 留鳥

4 カワラヒワ 河原鶸 ｽｽﾞﾒ ｱﾄﾘ 留鳥

5 キジバト 雉鳩 ﾊﾄ ﾊﾄ 留鳥

6 コゲラ 小啄木鳥 ｷﾂﾂｷ ｷﾂﾂｷ 留鳥

7 シジュウカラ 四十雀 ｽｽﾞﾒ ｼｼﾞｭｳｶﾗ 留鳥

8 ジョウビタキ 尉鶲 ｽｽﾞﾒ ﾋﾀｷ 冬鳥

9 ハイタカ 灰鷹 ﾀｶ ﾀｶ 留鳥

10 ハシブトガラス 嘴太烏 ｽｽﾞﾒ ｶﾗｽ 留鳥

11 ハシボソガラス 嘴細烏 ｽｽﾞﾒ ｶﾗｽ 留鳥

12 ヒヨドリ 鵯 ｽｽﾞﾒ ﾋﾖﾄﾞﾘ 留鳥

13 ミサゴ 鶚 ﾀｶ ﾐｻｺﾞ 留鳥

14 ムクドリ 椋鳥 ｽｽﾞﾒ ﾑｸﾄﾞﾘ 留鳥

15 メジロ 目白 ｽｽﾞﾒ ﾒｼﾞﾛ 留鳥

16 ヤマガラ 山雀 ｽｽﾞﾒ ｼｼﾞｭｳｶﾗ 漂鳥

先月（1/12）
出会った
野鳥たち

アカゲラ 赤啄木鳥

ウソ 鷽

シロハラ 白腹

ツグミ 鶫

ノスリ 鵟

ヒガラ 日雀

ミヤマホオジロ 深山頬白

＋ﾌﾟﾗｽ
昨年（2/10）の

野鳥たち

相生山の四季を歩く会　2014.2.9
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側芽

冬芽とは・・・前年の花や葉が落ちてから
　　　　　　　冬の間に成熟した
　　　　　　　次に展開する花芽や葉芽

2年枝

葉痕

1年枝

頂芽

芽鱗痕

芽鱗

鱗芽のある枝の
　ようす　コナラの例

　がりん：冬芽を保護する
　　　　　　うろこ状のもの。
　　　　　葉の本体や葉柄
　　　　　などが変化した。

　ちょうが：枝の先端にあり展開した後、
　　　　　　　枝または花を出す芽。

りんが：芽鱗のある冬芽

ようこん：葉の枯れ落ちたあと

　いかんそく：　茎や葉柄で、
　　　　　　　　　水分や養分の
　　　　　　　　　通路になって
　　　　　　　　　いる管の集まり

維管束

 裸芽（らが）：　芽鱗を持たない冬芽。
　　　　　　　　　毛におおわれるものも多い。

　短枝：１年の伸長量がごく短く
（たんし）　　　節が詰まった枝

つき方 芽鱗 維管束

互生 多い 多数
互生 多い 3個
互生 多い 1個
互生 多い 1個

対生 少ない 3個

科･属

ﾌﾞﾅ科・ｺﾅﾗ属
ﾊﾞﾗ科・ｻｸﾗ属

ﾓﾁﾉｷ科・ﾓﾁﾉｷ属
ﾂﾂｼﾞ科・ﾂﾂｼﾞ属

ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ科･ｶﾞﾏｽﾞﾐ属

枝先に冬芽集まる
葉痕半円型

　　　　　　　　ｐｏｉｎｔ

主なグループごとの冬芽の特徴

頂芽だけが大きい

　　　ｍｅｍｏ

　がりんこん：　芽鱗の落ちたあと。
　　　　　　　　　枝の基部に残り年度の境目
　　　　　　　　　になるが、分かりにくいもの
　　　　　　　　　も多い。

　皮目：樹皮の表面に呼吸のための
　（ひもく）　　小さな点状･線状の組織

今月の資料は

　　　　　　　　「冬芽ハンドブック」
　　　文一総合出版

　　　　　　　　「樹に咲く花」
　　　山と渓谷社

　　　　「とよた森林学校資料」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などを参考に作成

　体験！山仕事　〈随時実施〉
     岐阜県七宗町神渕　ﾗﾌﾞﾘｰｱｰｽの山林

　　　次回： 2月11日（火・祝）
　 現地9：00～16：00　間伐と後かたづけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　春の訪れ待つ 山あいの森林のなか
　 　ゆったりの時間 すごしませんか？！

相生山の四季を歩く会

事務局（古川）

ｹｲﾀｲ：080-5124-6463

ｅメール：viva_forest@yahoo.co.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://lovelyearth.info/

ラブリーアース→検索

tell/fax：052-821-6463

来月のご案内

～今年の春を迎えよう～

　3月9日（日）
9：30 ｽﾀｰﾄ

午後の部
13：00～15：00
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