
Ｎｏ 標準和名 漢字表記 科 属 Ｎｏ 標準和名 漢字表記 科 属

1 タカノツメ　 鷹の爪 ウコギ タカノツメ 8 ヤマザクラ 山桜 バラ サクラ

2 コナラ 小楢 ブナ コナラ 9 クサギ 臭木 シソ クサギ

3 アベマキ 棈 ブナ コナラ 10 コバノガマズミ 小葉莢迷 レンプクソウ ガマズミ

4 ヤマコウバシ 山香し クスノキ クロモジ 11 ヤマハゼ 山櫨 ウルシ ウルシ

5 アオハダ 青肌 モチノキ モチノキ 12 ヤマウルシ 山樗 ウルシ ウルシ

6 ズミ 酢実 バラ リンゴ 13 ヌルデ 白膠木 ウルシ ヌルデ

7 ネジキ 捩木 ツツジ ネジキ 14 アオギリ 青桐 アオイ アオギリ

③ ブタナ 豚菜 キク エゾコウゾリナ

④ セイダカアワダチソウ 背高泡立草 キク アキノキリンソウ

② オニタビラコ 鬼田平子 キク オニタビラコ ⑤ メマツヨイグサ 雌待宵草 アカバナ マツヨイグサ

Ｎｏ 標準和名 漢字表記 科 属 Ｎｏ 標準和名 漢字表記 科 属

15 マンリョウ 万両 サクラソウ ヤブコウジ 22 ネズ 杜松 ヒノキ ビャクシン

16 ユズリハ 楪 ユズリハ ユズリハ 23 ソヨゴ 冬青 モチノキ モチノキ

17 ヒイラギ 柊 モクセイ モクセイ 24 モチノキ 黐の木 モチノキ モチノキ

18 クスノキ 楠 クスノキ クスノキ 25 クロガネモチ 黒鉄黐 モチノキ モチノキ

19 ヤブニッケイ 藪肉桂 クスノキ クスノキ 26 カナメモチ 要黐 バラ カナメモチ

20 シャシャンボ 小小坊 ツツジ スノキ 27 ネズミモチ 鼠黐 モクセイ イボタノキ

21 ヒサカキ 非榊 サカキ ヒサカキ 28 ヒメカンアオイ 姫寒葵 ウマノスズクサ カンアオイ

ｍｅｍｏ　

　晴のち一時曇り、やや冷たい風　　　　　アオハダの短枝・長枝、ネジキの赤い一年枝、タカノツメ・ガマズミの混芽、アカメガシワの裸芽、クサギの葉痕、

　　　クスノキ科の比較：ヤブニッケイｖｓニッケイ　、1月のモチのつく仲間の復習　　　　次回予告　：　早春の花　ヒサカキ　、　「理科教室」はロゼットのつづき

　　　ウルシ科の葉痕・冬芽、コナラ・アベマキ・タカノツメ・アオギリの冬芽の様子、ヒメカンアオイの花　・・・・・・・など

キク タンポポ

　ご案内 　 ： 海上の森の春を楽しもう　　4月1日（日）10：00～12：00　　愛環・山口駅　集合

　　　　相生山の四季を歩く会　2月　　　　　　～　 冬芽　　冬鳥　　春立つ森 　～　　　　　2012.2.12（日）

　　　　　　一年中で　　いちばん　　相生山の森が　　明るいときです　　・・・・・　耳を澄ませて　　目を凝らして　　息をひそめて　　いろんな不思議　　みんなで　　見つけよう

　次回のご案内…3月11日　9時30分 集合・開始　　テーマ ～ 雑木林に探そう  春の匂い・色・かたち ～

　　常緑樹たちが目立つ季節

　　落葉樹たちの越冬・・・冬芽・葉痕・一年枝

　　ＯＲＩさんの　理科教室：第2回　　　春待つ野の花　――　ロゼット（その1）

① タンポポ 蒲公英

連　絡　先 （古川）

ｔｅｌｌ/ｆａｘ　052-821-6463
ｅ‐ｍａｉｌ：viva_forest@yahoo.co.jp

ＨＰ：ラブリーアース→検索



Ｎｏ. 標準和名 漢字表記 目 科 生活型 食餌 ♂♀区別 特性備考（鳴き声など）

1 アオジ 青鵐 スズメ ホオジロ 留・漂 木の実 ♂目先が黒　♀淡い チッチョチー　チョチョチョ　ピー　チチチョー

2 アカゲラ 赤啄木鳥 キツツキ キツツキ 留 昆虫・木の実 ♂後頭部赤い ケッ　

3 エナガ 柄長 スズメ エナガ 留・漂 昆虫・木の実･ｱﾌﾞﾗﾑｼ ジュリリイ　ジュリリイ　チリリリ

4 カワラヒワ 河原鶸 スズメ アトリ 留 木の実 ♂頭部緑灰色　♀淡い 大群　　　キュキュキュ　キリリリリ

5 キジバト 帷鳩 ハト ハト 留・漂 草・木の実 同 デーデーポオポオ　デーデーポオポオ

6 コゲラ 小啄木鳥 キツツキ キツツキ 留 昆虫 ギィ

7 シジュウカラ 四十雀 スズメ シジュウカラ 留・漂 昆虫・木の実 ♂黒線太い 黒いネクタイ　　　ツピツピツピ・・・

8 ジョウビタキ 常鶲 スズメ ツグミ 冬 ♂顔黒、下面オレンジ ヒッヒッ　カッカッ

9 シロハラ 白腹 スズメ ツグミ 冬 小動物（ミミズ） ほぼ同 チヨチヨ　ピピョ　ピピョ　ジュリリ

10 スズメ 雀 スズメ ハタオリドリ 留・漂 木の実・昆虫 同 チュン、チュチュ、チュリリ

11 ツグミ 鶫 スズメ ツグミ 冬 キュキュキュ　カッカッカ

12 トラツグミ 虎鶫 スズメ ツグミ 漂・留 小動物（ミミズ） 鵺（ぬえ）の正体　　　ヒィーイ　　(チーィ)

13 ハシブトガラス 嘴太鴉 スズメ カラス 留・漂 雑食（ゴミあさり）→貯える 同 カア　カア

14 ハシボソガラス 嘴細鴉 スズメ カラス 留・旅 雑食（植物） 同 ガーァ　ガーァ

15 ヒヨドリ 鵯 スズメ ヒヨドリ 留・漂 昆虫・木の実・花の蜜 同 ピーヨ、ピーピョロロ、ピーィピーィなど、いろんな声

16 ミサゴ 鶚 タカ タカ 留 魚 ほぼ同 （ゆっくりと）ピョピョピョ・・・

17 ムクドリ 椋鳥 スズメ ムクドリ 留・漂 昆虫・木の実 ほぼ同 集団ねぐら　　ジュ、ジュル、ギュ、ギル、キュなど

18 メジロ 目白 スズメ メジロ 留・漂 昆虫・木の実・花の蜜 ほぼ同 （繁殖期の♂さえずり）フィヨ　チュイチュイ　チィチュイチョ

19 ヤマガラ 山雀 スズメ シジュウカラ 留・漂 昆虫・木の実→貯える 同 ツツピー　ツツピー　ツツピー

20 ルリビタキ 瑠璃鶲 スズメ ツグミ 留・漂 昆虫 ♂上面ブルー/♀オリーブ 亜高山帯で繁殖　（♂さえずり）　ピチュチュリ　チュリリリ…リ

　ｍｅｍｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相生山の四季を歩く会　　２月　　～　 冬芽　冬鳥　春立つ森 　～　　　　　　　　　　　　　2012.2.12（日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相生山で　　　私たちが　　　この時季に　　確認したことがある　　　野鳥たち　　　（2009.12～2012.1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料作成は「ヤマケイポケットガイド野鳥」による）

　　上記表以外に、ハヤブサ（タカ目ハヤブサ科）、ウグイス（スズメ目ウグイス科）、ハクセキレイ（スズメ目セキレイ科）を加え、16種の野鳥を確認。

 　　　今回確認できたもの　　


