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四季と 秋の

二十四節気

マメ科の花

相生山の四季を歩く会 2021.9.12～ 風に 木の実に 花に 秋の色を見つけよう ～

ハギの主な生育地

来月は 10月10日（日）

～ この秋は キノコを一つ 覚えよう ～
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No 標準和名 漢字表記 科  メモ
1 キツネノマゴ 狐の孫 ｷﾂﾈﾉﾏｺﾞ 1年
2 マメアサガオ 豆朝顔 ﾋﾙｶﾞｵ 1年・蔓性
3 ガガイモ 羅摩 ｶﾞｶﾞｲﾓ 多年・蔓性
4 ヤハズソウ 矢筈草 ﾏﾒ 多年
5 アメリカフウロ ｱﾒﾘｶ風露 ﾌｳﾛｿｳ 1年
6 キンミズヒキ 金水引 ﾊﾞﾗ 多年
7 ヒカゲイノコズチ 日陰猪子槌 ﾋﾕ 多年
8 ツユクサ 露草 ﾂﾕｸｻ 1年
9 ヤブミョウガ 薮茗荷 ﾂﾕｸｻ 多年
10 エノコログサ 狗尾草 ｲﾈ 1年

白露　　道端に畑地に初秋の草花　

特徴　　　ワンポイント

比較：ヒナタイノコズチ
別名:帽子花　友禅染め下絵

比較：キンエノコロ,アキノエノコログサ

花は穂状に密生
北アメリカ原産　比較：ホシアサガオ
白い乳液　果実：けさらんぱさらん
比較：クサネム，カワラケツメイ
北アメリカ原産
奇数羽状複葉　そう果→くっつき虫

両性花＋雄花　球状液果

マルバハギ

ガマズミ

キンミズヒキ

マメアサガオ

Ｎｏ. 標準和名 漢字表記 樹高 葉 葉/表 葉/ウラ 花色 特記

1 ヤマハギ 山萩 １～２ｍ 先端丸い 中央僅か毛 伏毛 紅紫 花序が葉より長い　萼辺先：丸～鋭

2 マルバハギ 丸葉萩 １～２ｍ 先端凹む 無毛 伏毛密生 紫紅 花序が葉より短い　萼辺先：鋭

3 ツクシハギ 筑紫萩 ２～４ｍ 変異あり 無毛 伏毛まばら 淡紅紫+白 旗弁・竜骨弁基部→白　萼辺先：丸～鈍

※4 アレチヌスビトハギ 荒地盗人萩 １ｍ 細く先端丸い 伏毛密生 伏毛密生 青紫 5～6小節果　マジックテープ式くっつき虫

※5 ヌスビトハギ 盗人萩 0.6～1.2ｍ 先端尖る ごわごわ まばら 淡江＋白 花序が大きく分岐　２小節果　山地帯・固有種

　　　ハギ　（ﾏﾒ科、ﾔﾏﾊｷﾞ亜属，※ﾇｽﾋﾞﾄﾊｷﾞ属）　の比較　　　　　共通　：　３出複葉，　葉腋から総状花序，　蝶形花，　豆果（裂開しない）

秋は何といっても ハギ（萩）の花

しっかり観察して 楽しみましょう
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連 絡 先 （古川）

tell/fax: ０５２‐８２１‐６４６３

ｹｲﾀｲ : ０８０‐５１２４‐６４６３

mail : viva_forest@yahoo.co.jp

ネット検索： ラブリーアース

https://lovelyearth.info/

No 標準和名 漢字表記 科 属   果実 メモ

1 ヌルデ 白膠木 ｳﾙｼ ﾇﾙﾃﾞ 10月黄赤,塩味

2 クサギ 臭木 ｼｿ ｸｻｷﾞ 10月青、萼:紅

3 タカノツメ 鷹の爪 ｳｺｷﾞ ﾀｶﾉﾂﾒ 10月黒紫

4 エゴノキ えごの木 ｴｺﾞﾉｷ ｴｺﾞﾉｷ 9月蒴果 ヤマガラ（山雀）好物

5 コナラ 小楢 ﾌﾞﾅ ｺﾅﾗ 10月堅果 8月～ハイイロチョッキリ

6 ウメモドキ 梅擬 ﾓﾁﾉｷ ﾓﾁﾉｷ 9月赤

7 ハゼノキ 櫨の木 ｳﾙｼ ｳﾙｼ 9月淡褐,無毛

8 ヤマウルシ 山漆 ｳﾙｼ ｳﾙｼ 9月黄褐,刷毛 比較：ヤマハゼ=果実無毛

9 イソノキ 磯の木 ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ 8月赤～黒

10 アオハダ 青肌 ﾓﾁﾉｷ ﾓﾁﾉｷ 9月赤

11 ウスノキ 臼の木 ﾂﾂｼﾞ ｽﾉｷ 7月赤

12 ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ
小葉三つ
葉躑躅 ﾂﾂｼﾞ ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ 10月蒴果

13 コバノガマズミ 小葉莢蒾 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ ｶﾞﾏｽﾞﾐ 10月赤 比較：ガマズミ葉身の形

14 ナツハゼ 夏櫨 ﾂﾂｼﾞ ｽﾉｷ 9月黒

15 サルトリイバラ 猿捕茨 ｼｵﾃﾞ ｼｵﾃﾞ 10月朱赤

16 ズミ 酢実 ﾊﾞﾗ ﾘﾝｺﾞ 10月黄

17 ヒサカキ 姫榊 サカキ ﾋｻｶｷ 11月紫黒

18 ヤマツツジ 山躑躅 ﾂﾂｼﾞ ﾂﾂｼﾞ 10月蒴果

19 クリ 栗 ﾌﾞﾅ ｸﾘ 9月堅果

20 アベマキ 棈 ﾌﾞﾅ ｺﾅﾗ 9月,2年堅果

21 モチノキ 黐の木 ﾓﾁﾉｷ ﾓﾁﾉｷ 12月赤

22 ソヨゴ 冬青 ﾓﾁﾉｷ ﾓﾁﾉｷ 11月赤

23 シャシャンボ 小小坊 ﾂﾂｼﾞ ｽﾉｷ 11月紫黒

24 アズキナシ 小豆梨 ﾊﾞﾗ ﾅﾅｶﾏﾄﾞ 10月赤

25 イボタノキ 水蝋樹 ﾓｸｾｲ ｲﾎﾞﾀﾉｷ 11月紫黒

26 ネジキ 捻木 ﾂﾂｼﾞ ﾈｼﾞｷ 10月蒴果

27 カマツカ 鎌柄 ﾊﾞﾗ ｶﾏﾂｶ 10月赤

28 ヤマコウバシ 山香ばし ｸｽﾉｷ ｸﾛﾓｼﾞ 11月黒

特徴

♀♂別株　花9月

対生　花8月 ♂蕊先熟　

♀♂別株

snowbell　ｴｺﾞｻﾎﾟﾆﾝ

雌雄異花

♀♂別株

♀♂別株　葉柄無毛

♀♂別株　葉柄有毛

♀♂別株

対生

常緑

♀♂別株

常緑　♀♂別株

半常緑　「還り花」多

植栽木あり

常緑　♀♂別株

常緑　♀♂別株

秤の目

対生　イボタ蝋

すべて♀株

春から秋へ　　　　　花　と　果　実　　　

～ 新型コロナウイルスまん延 の 世界

で 生きるていくために～

頼りになるのは自分自身＝ 自分の

心と体 自己免疫力（復元力）

病は気から＝気の力、気を強くしよう

医食同源・・・先ずは食べ物から

良い気をとり込む 悪い気を吐き出す

自然の中へ 元気な人と付き合う・・・

「相生山の四季を歩く会」の効用（？）

秋の七種 ハギとススキ

シャシャンボ ヌルデ ♂

クサギ

コナラ アオハダアズキナシ
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