
　　　　 　　　　　相生山の四季を歩く会　　2012.6.10

ｎｏｔｅ
No 標準和名 科 4/8 5/12 6月10日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★ウルシ・ヤマハゼに注意

1 アオハダ ﾓﾁﾉｷ △ 花 実

2 アカマツ ﾏﾂ ― ―

3 アカメガシワ ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 芽吹き ― 　　ナナフシ

4 アズキナシ ﾊﾞﾗ 葉 ▼ 実 　　エゴノネコアシ

5 アベマキ ﾌﾞﾅ 芽吹き ―

6 アラカシ ﾌﾞﾅ 新芽 ― 　　オトシブミ

7 イソノキ ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ△ 蕾

8 イボタノキ ﾓｸｾｲ 芽吹き 花 花▼ 　（左表以外）花　：　ムラサキシキブ　（紫式部）

9 カクレミノ ｳｺｷﾞ ― ―  　　　　　　　　　　　 　 ウメモドキ（梅擬）

10 カナメモチ ﾊﾞﾗ 新芽 花 ― 　　　 　　　　　 　　　　 ノイバラ（野茨）

11 クサギ ｼｿ △ ―  　　　　　　　　　 　 　　テイカカズラ（定家蔓）　　　　など

12 クスノキ ｸｽﾉｷ △ 花 ― 　

13 コナラ ﾌﾞﾅ 開花　葉▼ ― 　　　　　　　 　実　：　ツクバネウツギ（衝羽根空木）

14 コバノガマズミ ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ 蕾膨らむ▼　 実  　　　　　　　　　　　　  エゴノキ（斉墩果）

15 コバノミツバツツジ ﾂﾂｼﾞ 開花 ▼ ― 　                         ウスノキ（臼の木）

16 サワフタギ ﾊｲﾉｷ 膨らむ 花 実 　                         サカキ（榊）　　　　　　　　　　　など

17 シャシャンボ ﾂﾂｼﾞ ― 花穂 　

18 ズミ ﾊﾞﾗ △ 花 実 　6月に出会った野鳥たち　（赤字は夏鳥）

19 ソヨゴ ﾓﾁﾉｷ ― 花 花+実           ・ツバメ　   　・キビタキ

20 タカノツメ ｳｺｷﾞ 膨らむ 花 実     　    ・キジバト　  ・コゲラ　　　・ヒヨドリ

21 ナツハゼ ﾂﾂｼﾞ ― 花 実       　　・シジュウカラ　　・メジロ　　 ・スズメ　

22 ヌルデ ｳﾙｼ 芽吹き ―       　　・ハシボソガラス　　・ハシブトガラス　　　

23 ネジキ ﾂﾂｼﾞ 葉展開 花△ 花▼       　  合計　10種　

24 ネズ ﾋﾉｷ 実あり ―        　

25 ネズミモチ ﾓｸｾｲ ― 花△ 花 　

26 ヒサカキ ｻｶｷ ♂♀花 ▼ 実 　

27 モチノキ ﾓﾁﾉｷ △ ― 　     　 　　　　　

28 ★　ヤマウルシ ｳﾙｼ 芽吹き 花 実 　蝶・昆虫：

29 ヤマコウバシ ｸｽﾉｷ 膨らむ 実 　     　　　　

30 ヤマザクラ ﾊﾞﾗ 開花 実 ― 　

31 ヤマハギ ﾏﾒ △ ― 　

32 リョウブ ﾘｮｳﾌﾞ 膨らむ 花穂 　爬虫類：

　

　　次回のご案内　： ７月　８日　　　～ 暑い夏は　森へ行こう　～

　　　・・・・・・コナラの木陰　　リョウブの花の匂い　　とっても元気な昆虫たち　　　

～ あふれる緑　さまざまないのち　たくさんの出会い ～

2012年　相生山の樹木　32種

ゆっくり歩いて　いのち　いっぱい見つけよう

Ｎｏ欄.区分は　常緑・落葉

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 科 属 昨年の記録

1 アオハダ 青膚 モチノキ モチノキ 花5月　実9月赤熟

2 アカマツ 赤松 マツ マツ

3 アカメガシワ 赤芽柏 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ ｱｶﾒｶﾞｼﾜ

4 アズキナシ 小豆梨 バラ ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 花5月　実9月赤熟

5 アベマキ 棈 ブナ コナラ 　　　　実10月

6 アラカシ 粗樫 ブナ コナラ 　　　　実10月

7 イソノキ 磯の木 ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ イソノキ 花6月　実9月黒熟

8 イボタノキ 水蝋の木 モクセイ ｲﾎﾞﾀﾉｷ 花6月　実11月紫熟

9 カクレミノ 隠蓑 ウコギ ｶｸﾚﾐﾉ 花7月　実11月黒熟

10 カナメモチ 要黐 バラ ｶﾅﾒﾓﾁ

11 クサギ 臭木 シソ クサギ 花9月　実10月青熟

12 クスノキ 樟 クスノキ クスノキ

13 コナラ 小楢 ブナ コナラ 芽吹き・花４月　実10月

14 コバノガマズミ 小葉莢迷 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ ガマズミ 花5月　実10月赤熟

15 コバノミツバツツジ 小葉三葉躑躅 ツツジ ツツジ 花4月　

16 サワフタギ 沢蓋木 ハイノキ ハイノキ 花5月　実10月藍熟

17 シャシャンボ 小小坊 ツツジ スノキ 花5月　実11月紫熟

18 ズミ 酢実 バラ リンゴ 花5月

19 ソヨゴ 冬青 モチノキ モチノキ 花6月　実11月赤熟

20 タカノツメ 鷹の爪 ウコギ ﾀｶﾉﾂﾒ 花5月　

21 ナツハゼ 夏櫨 ツツジ スノキ 花5月　実10月赤熟

22 ヌルデ 白膠木 ウルシ ヌルデ　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　

23 ネジキ 捩木 ツツジ ネジキ 花6月　実7月

24 ネズ 杜松 ヒノキ ﾋﾞｬｸｼﾝ

25 ネズミモチ 鼠黐 モクセイ ｲﾎﾞﾀﾉｷ 花6月　実11月黒紫熟

26 ヒサカキ 非榊 サカキ ヒサカキ 花3月～　実10月紫熟

27 モチノキ 黐の木 モチノキ モチノキ 　　　　　実10月赤熟

28 ヤマウルシ 山漆 ウルシ ウルシ

29 ヤマコウバシ 山香し クスノキ クロモジ

31 ヤマハギ 山荻 マメ ハギ 花7～9月

32 リョウブ 令法 リョウブ リョウブ 花7月　実11月黒熟

　　　　　　　　　　　　――　資料作成は ｢樹に咲く花｣（山と渓谷社）などによる

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相生山の四季を歩く会　2012.6.10

花4月　実6月紫熟サクラ30 ヤマザクラ 山桜 バラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特徴など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012相生山の樹木３２種　一覧表

高木　　短枝発達　　　雌雄異株

治癒植物　　　　樹皮：まだら模様　　　　新芽は美味　　　　材：建築・器具・細工物

コクサギ型葉序　　　　山野の湿地に生育　　　　葉：側脈は裏面に隆起

対生　　　短枝発達　　　イボタロウ（蝋）：薬用・艶出し・滑り　　刈り込みに強い　　器具材

パイオニア　　　別名：御菜葉･菜盛葉　　　高木　　　雌雄異株　　　裸芽　　　花期：6～7月　　　器具・薪炭・ﾋﾗﾀｹ

高木　　別名：ハカリノメ（秤の目）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地方名：コルククヌギ　　　　比較：クリ（栗）、クヌギ（橡）　　　葉裏：星状毛　　　翌年秋、結実

暖帯の極相はシイカシ林　　　　普通のカシ　　　　初夏、花序→秋堅果　　　　　棒ガシ

暖地性　　　亜高木　　　葉：若木深く3～5裂　　　両性花ｏｒ両性花+雄花　　　黄漆＝家具の塗料　　　　

葉：革質細かく堅い鋸歯　　　若葉赤→園芸種：レッドロビン　　　乾燥地　　　材：比重大きい　　　扇の要　　

対生　　　　枝葉匂い強　　　　裸芽　　　　花：芳香　　　　若葉は山菜、実は草木染め、根は薬用

針葉樹　　　“尾根松”　　　別名：雌松　　　比較：クロマツ（黒松）　　　花期：4～5月→翌秋熟　　　　建築材･燃料  　

暖地性　西日本の巨木　名古屋市の木　　三行脈・ダニ室　　｢臭（くす）し｣｢薬（樟脳）の木｣　　魔よけ→ご神木　　"楠"はタブ

相生山の代表木　　花序→秋堅果　　萌芽更新　　薪炭材・肥料・染色・ｼｲﾀｹ　人が最もお世話になってきた樹の一つ

対生　　　比較：ガマズミ（莢迷）、ミヤマガマズミ（深山莢迷）：花期・托葉・星状毛・光沢など　　　　果実酒　・染料　　　　　

葉・花同時期　　　名古屋市「注目種」　　　比較：ヤマツツジ（山躑躅）、モチツツジ（黐躑躅）、ﾐﾔｺﾂﾂｼﾞ（都躑躅）

別名：ニシゴリ（錦織木）　　　葉:両面毛ざらつく　　　木灰：紫根染め媒染　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

葉：裏面主脈上に突起　　　実は美味、ジャム　　　比較　ヒサカキ

相生山の花　　　別名：ｺﾅｼ（小梨）・ｺﾘﾝｺﾞ（小林檎）　長枝の葉：切込み　　　類：ｷﾐ（黄実）ｽﾞﾐ　　　ﾘﾝｺﾞの台木・櫛・染料　　

葉：固く全縁で波打つ　　　　　雌雄異株　　　　庭木・器具材・ギターの象嵌・染料

高木　　　　雌雄異株　　　　短枝発達　　　　3出複葉　　　　　新芽は美味

枝に稜あり　　　葉：表面、縁に粗い毛　　　実は美味

パイオニア  　　  かぶれない　　　奇数羽状複葉、葉軸に翼　　　雌雄異株　　　樹液→器具に塗る　　　樹皮染料、実はロウ

若い枝：赤→“塗り箸”　　有毒　　　地方名：飯粒の木　　花材・櫛

針葉樹　　別名：ネズミサシ　　３輪生　　雌雄異株　　花期:4月→翌ｏｒ翌々秋熟　　材：緻密、光沢「和ﾋﾞｬｸﾀﾞﾝ」　彫刻材

対生　　　別名：タマツバキ　　　　暖地性

雌雄異株　　　　早春の花　　　お供え、染料、薪炭材、和紙製造など　　　比較：サカキ（榊）　　

古来、日本の「花」　　　　3出複葉　　　　比較：マルバハギ（丸葉荻）

雌株だけ！？　　混芽　　　葉は翌年春まで枝に残る　　　若葉→乾燥→戻して非常食＝トロシバ

高木　　　　雌雄異株　　　幼木には鋸歯　　　　とりもち　　　　実は不味い

危！かぶれ注意　　　奇数羽状複葉　　裸芽　　雌雄異株　　　比較：ヤマハゼ（山櫨） 　幼木の葉に鋸歯・果実に毛あり　

元来の桜　　　葉・花同時期　　　　蜜腺　　　　肥沃地　　　　材の色、香良し　　建築材・家具・楽器・版木・細工物　
比較：カスミザクラ（霞桜）＝毛ﾔﾏｻﾞｸﾗ・花遅い、　オオシマザクラ（大島桜）、ソメイヨシノ（染井吉野）


