
交野里山ゆうゆう会 ＵＰＤＡＴＥ　２０１８年６月　村上   　

名　　　　　　　　前 科　名 属　名 常緑/落葉 複葉 葉の付き方 鋸歯の有無 葉の分裂 つる性 雌　雄 花　期 果　期 交野山周辺で見られる場所

1 アオキ(青木) アオキ アオキ 常緑 互生・対生 鋸歯縁 異株 3～5月  11～3月 みはらしの道登り口、ふれあいセンター前下

2 アオツヅラフジ（青葛藤） ツヅラフジ アオツヅラフジ 落葉 互生 全縁 不分裂・分裂 つる性 異株 7～8月 10〜11月 林縁部

3 アオハダ(青膚) モチノキ モチノキ 落葉 束生・互生 鋸歯縁 異株 5～6月 9〜10月 みはらしの道登り口、ゆうゆうの森南側、各地に点在

4 アカマツ（赤松） マツ マツ 常緑 束状 － 同株異花 4～5月 2年後の秋 さえずりの道、らくらく新道 ④、交野山周辺点在

5 アカメガシワ（赤芽柏） トウダイグサ アカメガシワ 落葉 互生 鋸歯縁・全縁 分裂・不分裂 異株 6～7月 9〜10月 ゆうゆうの道、ふれあいセンター西、各地に点在

6 アケビ（木通、通草） アケビ アケビ 落葉 掌状複葉 束生・互生 全縁 つる性 同株異花 4～5月 9〜10月 みはらしの道上半、サワガニの小路入口

7 アジサイ（紫陽花） アジサイ アジサイ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 6月 結実しない 倉治公園とんぼ池

8 アセビ（馬酔木） ツツジ アセビ 常緑 互生 鋸歯縁 同株 3～5月 9〜10月 倉治公園とんぼ池、交野山周辺

9 アベマキ(阿部槇) ブナ コナラ 落葉 互生 鋸歯縁 同株異花 4～5月 翌年の秋 みはらしの道登り口、こだちの道入口(高木)、２号池上西側

10 アラカシ（粗樫） ブナ コナラ 常緑 互生 鋸歯縁 同株異花 4～5月 当年の秋 倉治公園とんぼ池、ふれあいセンター、各地に多い

11 アリドオシ（蟻通し） アカネ アリドオシ 常緑 対生 全縁 同株 5～6月 11〜1月

12 イソノキ（磯の木） クロウメモドキ イソノキ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 6～7月 夏～秋 白旗池堰堤南側湖岸10ｍ先

13 イタビカズラ（イタビ葛） クワ イチジク 常緑 互生 全縁 つる性 異株 6～7月 9〜11月 みはらしの道中間左側、石仏の道

14 イヌザンショウ（犬山椒） ミカン サンショウ 落葉 羽状複葉 互生 鋸歯縁・全縁 異株 7～8月 9〜10月 こだちの道との分岐点、各地の点在

15 イヌシデ（犬四手） カバノキ シデ 落葉 互生 鋸歯縁 同株異花 4～5月 10月頃 ふれあいセンター東下（植樹）

16 イヌツゲ（犬柘植） モチノキ モチノキ 常緑 互生 鋸歯縁 異株 6～7月 10〜11月 みはらしの道とゆうゆうの道交点、各地に点在

17 イヌビワ（犬琵琶） クワ イチジク 落葉 互生 全縁 異株 4～5月 10〜11月 ゆうゆうの道、白旗池堰堤南すぐ

18 イヌマキ（犬槇） マキ イヌマキ 常緑 束状 － 異株 5～6月 10〜12月 源氏の滝参道

19 イロハモミジ（ヤマモミジ） ムクロジ カエデ 落葉 対生 鋸歯縁 分裂葉 同株 5月 7～10月 ふれあいセンター周辺、石仏の道川沿い（植樹）

20 ウスノキ（臼の木） ツツジ スノキ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 4～6月 7〜9月 みはらしの道上部、星田園地に多い

21 ウツギ(空木) 　別名ウノハナ アジサイ ウツギ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 5～7月 10〜11月 交野カントリー駐車場から傍示より道路沿い

22 ウバメガシ　　姥目樫 ブナ コナラ 常緑 互生 鋸歯縁 同株 4～5月 翌年の秋 交野カントリー駐車場から傍示より道路沿い（植樹）

23 ウメモドキ（梅擬） モチノキ モチノキ 落葉 互生 鋸歯縁 異株 :6月 9〜10月 石仏の道北側

24 ウラジロノキ（裏白の木） バラ アズキナシ 落葉 束生・互生 鋸歯縁 同株 5～6月 10〜11月 交野山山頂付近

25 ウワミズザクラ（上溝桜） バラ ウワミズザクラ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 4月中、後 8〜9月 サワガニの小路

26 ウンナンオウバイ モクセイ ソケイ 常緑 三出複葉 対生 全縁 同株 3～5月 結実しない 倉治公園下道路沿い

27 エゴノキ エゴノキ エゴノキ 落葉 互生 鋸歯縁・全縁 同株 5～6月 8〜9月 倉治公園東斜面、ふれあいセンター周辺、各地に点在

28 エノキ（榎） アサ エノキ 落葉 互生 鋸歯縁 同株異花 4～5月 9月 倉治公園、くすのきの丘、ふれあいセンター、各地に多い

29 オオシマザクラ（大島桜） バラ サクラ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 3月下～4月上 5〜6月 倉治公園南側、みはらしの道作業場すぐ上、ふれあいセンター

30 オオナワシログミ（大苗代茱萸） グミ グミ 常緑 互生 全縁 同株 10～11月 3～6月頃 倉治公園とんぼ池周辺、マルバグミとナワシログミの雑種

31 オオバヤシャブシ（大葉夜叉五倍子）カバノキ ハンノキ 落葉 互生 鋸歯縁 同株異花 3～4月 10〜11月 さえずりの道上部、交野山周辺

32 オガタマノキ（招霊の木） モクレン モクレン 常緑 互生 全縁 同株 2～4月 9〜10月 旧プール上数本、ゆうゆうの森

33 オカメザサ（阿亀笹） イネ オカメザサ 常緑 倉治公園（植栽）

34 オニグルミ（鬼胡桃） クルミ クルミ 落葉 羽状複葉 互生 鋸歯縁 同株異花 5～6月 9〜10月 ふれあいセンター前広場

35 カキ（柿） カキノキ カキノキ 落葉 互生 全縁 同株異花 5～6月 10〜11月 倉治公園東斜面上、交野山周辺点在

36 ガクアジサイ（額紫陽花） アジサイ アジサイ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 6月 11〜12月 石仏の道川沿い（植樹）

37 カクレミノ（隠蓑） ウコギ カクレミノ 常緑 互生 全縁 分裂・不分裂 同株 6～7月 10〜11月 倉治公園、東側交野山登り口

38 カスミザクラ（霞桜） バラ サクラ 落葉 互生 重・単鋸歯縁 同株 4月中旬～ 6月頃 みはらしの道、交野山周辺に点在

39 カタノザクラ（交野桜） バラ サクラ 落葉 互生 同株 みはらしの道（植樹）

40 カツラ（桂） カツラ カツラ 落葉 対生 鋸歯縁 異株 3～5月頃 10月頃 倉治公園とんぼ池（植樹）

41 カナメモチ(要黐) バラ カナメモチ 常緑 互生 鋸歯縁 同株 5～6月 12月 みはらしの道登り口、ふれあいセンター東下、各地に点在
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42 ガマズミ（莢迷） レンブクソウ ガマズミ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 5下旬～6月 9〜10月 ゆうゆうの道上部、ふれあいセンター駐車場、交野山周辺

43 カマツカ（鎌柄） バラ カマツカ 落葉 束生・互生 鋸歯縁 同株 4～5月 10〜11月 ゆうゆうの道、みはらしの道、各地に点在

44 カラタチ ミカン ミカン 落葉 三出複葉 互生 全縁・鋸歯縁 同株 4～5月 10月頃 ふれあいセンター前広場東端

45 カワヅザクラ（河津桜） バラ サクラ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 ３月 倉治公園下川沿い（植樹）

46 キヅタ（木蔦） ウコギ キヅタ 常緑 互生 全縁 分裂・不分裂 つる性 同株 10～12月 翌年5〜6月 カントリ－道路下、ふれあいセンター下、各地に点在

47 キリ（桐） キリ キリ 落葉 対生 全縁 分裂・不分裂 同株 5月 初冬 拠点小屋すぐ上左、ゆうゆうの道中間

48 ギンヨウアカシア（銀葉アカシア） マメ アカシア 常緑 羽状複葉 互生 全縁 同株  2～4月 10月頃 石仏の道入口畑（植樹）

49 クサイチゴ（草苺） バラ キイチゴ 半常緑 羽状複葉 互生 歯縁・欠刻 同株 3～5月 5〜6月 くすのきの丘、やまざくらの丘、各地に多い

50 クサギ（臭木） シソ クサギ 落葉 対生 全縁・鋸歯縁 同株 7月下～9月 10〜11月 やまざくらの丘・大鉄塔の丘、各地に点在

51 クズ（葛） マメ クズ 落葉 三出複葉 互生 全縁 つる性 同株 7月～9月 12月頃 やまざくらの丘西側、各地に多い

52 クスノキ（楠） クスノキ クスノキ 常緑 互生 全縁 同株 5～6月 10〜11月 倉治公園、くすのきの丘、ふれあいセンター

53 クチナシ（梔子） アカネ クチナシ 常緑 対生・三輪生 全縁 同株 6月 11〜12月 倉治公園トイレ横（植樹）

54 クヌギ（橡） ブナ コナラ 落葉 互生 鋸歯縁 同株異花 4～5月 翌年の秋 倉治公園東斜面、くすのきの丘、交野山周辺

55 クマシデ（熊四手） カバノキ クマシデ 落葉 互生 重鋸歯縁 同株異花 4月 10月 ふれあいセンター前

56 クマノミズキ（熊野水木） ミズキ ミズキ 落葉 対生 全縁 同株 6～7月 7〜10月 こだちの道入口50ｍ先右高木、石仏の道北側谷間数本

57 クマヤナギ（熊柳） クロウメモドキ クマヤナギ 落葉 互生 全縁 少し 同株 ７～8月 翌７～8月 カントリー道路横

58 クリ（栗）　銀寄せ　丹沢 ブナ クリ 落葉 互生 鋸歯縁 同株異花 6～7月 当年の秋 拠点小屋すぐ上、東側交野山登り口、ゆうゆうの森（植樹）

59 クロガネモチ（黒鉄黐） モチノキ モチノキ 常緑 互生 全縁・鋸歯縁 異株 6月 11〜12月 倉治公園東斜面、ゆうゆうの道中間、ふれあいセンター前

60 クロバイ（黒灰） ハイノキ ハイノキ 常緑 互生 鋸歯縁 同株 4～5月 11〜1月 こだちの道中間、東側交野山登り口トイレ上

61 クロマツ（黒松） マツ マツ 常緑 束状 － 同株異花 4～5月 2年後の秋 交野カントリー道路沿い（植樹）

62 ケヤキ（欅） ニレ ケヤキ 落葉 ２列互生 鋸歯縁 同株異花 4～5月 10月 倉治公園野球の場北側、ふれあいセンター駐車場

63 コウヤボウキ（高野箒） キク コウヤボウキ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 9～10月 11〜12月 らくらく新道①②③、各地に点在

64 コシアブラ（濾し油） ウコギ コシアブラ 落葉 掌状複葉 束生・互生 鋸歯縁 同株 8～9月 10〜11月 ふれあいの里駐車場上林中、石仏の道の林内作業場周辺

65 コジキイチゴ(乞食苺） バラ キイチゴ 落葉 羽状複葉 互生 重鋸歯縁 不分裂・分裂 同株 5～6月 6〜8月 らくらく新道①中間、交野山西面下部斜面

66 コツクバネウツギ（小衝羽根空木） スイカズラ ツクバネウツギ 落葉 対生 鋸歯縁・全縁 同株 5～6月 9〜10月 ふれあいセンタースロープ、交野山周辺

67 コナラ（小楢） ブナ コナラ 落葉 互生 鋸歯縁 同株異花 4～5月 当年の秋 みはらしの道、こだちの道、各地に多い

68 コバノガマズミ（小葉のがまずみ） レンプクソウ ガマズミ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 4～5月 9〜10月 交野山周辺点在

69 コバノミツバツツジ（三葉躑躅） ツツジ ツツジ 落葉 互生（三輪生） 全縁 同株 3～4月 8〜9月 こだちの道入口（植樹）、さえずりの道上、ふれあいセンター東

70 コブシ（辛夷、挙） モクレン モクレン 落葉 互生 全縁 同株 3～5月 10月頃 ふれあいセンター前下

71 コマユミ（小真弓） ニシキギ ニシキギ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 5～6月 10〜11月 らくらく新道③　1本

72 コミノネズミモチ（小実鼠黐） モクセイ イボタノキ 落葉 対生 全縁 同株 5～6月 10〜12月 やまざくらの丘東側　１本

73 ゴンズイ(権萃) ミツバウツギ ゴンズイ 落葉 羽状複葉 対生 鋸歯縁 同株 5～6月 9〜11月 みはらしの道作業場横、各地に点在

74 サカキ（榊） サカキ サカキ 常緑 互生 全縁 同株 5～6月 11〜12月 みはらしの道登り口横、ゆうゆうの森、各地に点在

75 サザンカ（山茶花） ツバキ ツバキ 常緑 互生 鋸歯縁 同株 10～2月 10月頃 倉治公園（植樹）

76 サトザクラ（里桜） バラ サクラ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 4月 倉治公園、やまざくらの丘

77 サネカズラ（真葛） マツブサ サネカズラ 常緑 互生 鋸歯縁・全縁 つる性 異株（同種） 8月 11月 林縁部、みはらしの道中間北側、各地に点在

78 サルトリイバラ（猿取茨） サルトリイバラ サルトリイバラ 落葉 互生 全縁 つる性 異株 4～5月 10〜11月 こだちの道、各地に点在

79 サワフタギ（沢蓋木） ハイノキ ハイノキ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 5～6月 10月頃 みはらしの道とやすらぎの道交点、らくらく新道１入口

80 サンゴジュ（珊瑚樹） レンブクソウ ガバズミ 常緑 対生 鋸歯縁・全縁 同株 6月 10〜11月 交野カントリー駐車場から傍示より道路沿い（植樹）

81 サンシュユ（山茱萸） ミズキ ミズキ 落葉 対生 全縁 同株 3～4月 9〜11月 サワガニの小路入口、ふれあいセンター前下

82 サンショウ（山椒） ミカン サンショウ 落葉 羽状複葉 互生 鋸歯縁 異株 4～5月 10月頃 山中に少数点在

83 シダレヤナギ（枝垂柳） ヤナギ ヤナギ 落葉 互生 鋸歯縁 異株 3～4月 5月頃 倉治公園とんぼ池（植樹）
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84 シナアブラギリ（支那油桐） トウダイグサ アブラギリ 落葉 互生 全縁 分裂・不分裂 同株異花 5月 10〜11月 こだちの道入口先数本、クスノキの丘下

85 シャシャンボ（小小ん坊） ツツジ スノキ 常緑 互生 鋸歯縁 同株 5～7月 9〜10月 みはらしの道作業場横、ふれあいセンター、各地に点在

86 シャリンバイ（車輪梅） バラ シャリンバイ 常緑 互生 鋸歯縁・全縁 同株 5月 10〜11月 倉治公園野球場南側道路（植樹）

87 シュロ（棕櫚）　別名ワジュロ ヤシ シュロ 常緑 互生 全縁 掌状多数深烈 異株 5～6月 10〜11月 ふれあいセンター前広場東端、拠点地周辺

88 シラカシ（白樫） ブナ コナラ 常緑 互生 鋸歯縁 同株異花 5～6月 11月 東側交野山登り口周辺（植樹）、ふれあいセンター

89 シリブカガシ（尻深樫） ブナ マテバシイ 常緑 互生 全縁 同株異花 9下～10月 翌年の秋 ふれあいセンター広場東　１本

90 シロダモ(白だも) クスノキ シロダモ 常緑 互生 全縁 異株 10月 翌年10月 拠点小屋周辺、みはらしの道とゆうゆうの道交点、各地に点在

91 スイカズラ（吸葛） スイカズラ スイカズラ 半常緑 対生 全縁 つる性 同株 5～6月 9〜12月 倉治公園内北、みはらしの道中間付近

92 スギ（杉） ヒノキ スギ 常緑 互生 － 同株異花 2～3月 9〜10月 拠点小屋周囲、交野山周辺（植林）

93 センダン(栴檀) センダン センダン 落葉 羽状複葉 互生 鋸歯縁 同株 4～6月 12月 東倉治1、ゆうゆうの森

94 センニンソウ（仙人草） キンポウゲ センニンソウ 常緑 羽状複葉 対生 全縁 分裂・不分裂 つる性 同株 8～9月 10～11月 石仏の道下

95 センリョウ（千両 センリョウ センリョウ 常緑 対生 鋸歯縁 同株 6〜7月 晩秋～冬 拠点地周辺

96 ソメイヨシノ（染井吉野） バラ サクラ 落葉 互生 重鋸歯縁 同株 3月下～4月上 5〜6月 倉治公園

97 ソヨゴ（冬青） モチノキ モチノキ 常緑 互生 全縁 異株 6～7月 10〜12月 みはらしの道、ふれあいセンタースロープ、各地に点在

98 タイサンボク（泰山木） モクレン モクレン 常緑 互生 全縁 同株 6月 10～11月 倉治公園（植樹）

99 タカノツメ(鷹の爪) ウコギ タカノツメ 落葉 三出複葉 束生・互生 鋸歯縁 異株 5～6月 9〜10月 交野山周辺、石仏の道の林内作業場周辺、各地に点在

100 タニウツギ（谷空木） スイカズラ タニウツギ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 5～6月 10月 倉治公園とんぼ池（植樹）

101 タラノキ（惣木） ウコギ タラノキ 落葉
2回羽状複

葉
互生 鋸歯縁 同株 8～9月 9〜10月 やまざくらの丘、大鉄塔の丘、ふれあいセンター前下

102 タラヨウ（多羅葉） モチノキ モチノキ 常緑 互生 鋸歯縁 異株 4～6月 11月 石仏の道下部、各地に点在

103 タンナサワフタギ（耽羅蓋木）？ ハイノキ ハイノキ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 6月頃 9〜10月 やすらぎの道中間谷側　１本（幼木）

104 チャノキ（茶の木） ツバキ ツバキ 常緑 互生 鋸歯縁 同株 10～11月 翌年の秋 拠点小屋周辺、石仏の道北側谷間

105 ツクバネウツギ（衝羽根空木） スイカズラ ツクバネウツギ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 5～6月 9〜11月 各地に点在、ふれあいセンター

106 ツタ（蔦） ブドウ ツタ 落葉 時に三出複葉 互生 鋸歯縁 分裂・不分裂 つる性 同株 6～7月 10月 交野山周辺

107 ツリバナ（吊花） ニシキギ ニシキギ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 5～6月 9〜11月 みはらしの道作業場下

108 ツルウメモドキ（蔓梅擬） ニシキギ ツルウメモドキ 落葉 互生 鋸歯縁 つる性 異株 5～6月 10〜12月 らくらく新道②、小鉄塔横

109 テイカカズラ（定家葛） キョウチクトウ テイカカズラ 常緑 対生 全縁 つる性 同株 5～6月 10〜11月 ゆうゆうの道、各地に多い

110 テリハノイバラ（照葉野薔薇） バラ バラ 落葉 羽状複葉 互生 鋸歯縁 つる性 同株 6～7月 10〜11月 交野山周辺、ふれあいセンター周辺

111 トウカエデ（唐楓） ムクロジ カエデ 落葉 対生 全縁・鋸歯縁 分裂葉 同株 4～5月 9〜10月 ふれあいセンター西

112 トウコマツナギ（駒繋） マメ コマツナギ 落葉 羽状複葉 互生 全縁 ？ 5～9月 花後 とんぼ池横の道　別名：キダチコマツナギ

113 トウネズミモチ（唐鼠黐） モクセイ イボタノキ 常緑 対生 全縁 同株 6～7月 10〜12月 山のふもと、カントリー登り口他

114 トチノキ（栃の木） ムクロジ トチノキ 落葉 掌状複葉 対生 鋸歯縁 同株 5～6月 8〜10月 ふれあいセンター西横と東側広場

115 トベラ（扉） トベラ トベラ 常緑 互生 全縁 異株 4〜6月 11〜12月 ゆうゆうの道中間１本

116 ナガバモミジイチゴ（長葉紅葉苺） バラ キイチゴ 落葉 互生 重鋸歯縁 分裂葉 同株 4～5月 6月 らくらく新道、交野山周辺

117 ナツツバキ（夏椿） ツバキ ナツツバキ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 6～7月 9〜10月 ふれあいセンター前　１本

118 ナツハゼ（夏櫨） ツツジ スノキ 落葉 互生 鋸歯縁・全縁 同株 5～6月 8〜10月 交野山周辺、ふれあいセンター西横

119 ナツフジ（夏藤）　 マメ フジ 落葉 羽状複葉 互生 全縁 同株 ７～8月 10〜11月 倉治公園北幼樹１本

120 ナナミノキ（七実の木） モチノキ モチノキ 常緑 互生 鋸歯縁 異株 6月 10〜12月 拠点小屋周辺、石仏の道２号池手前高木、各地に点在

121 ナワシロイチゴ（苗代苺） バラ キイチゴ 落葉 三出複葉 互生 重鋸歯縁 不分裂・分裂 つる性 同株 5〜6月 6月 らくらく新道

122 ナワシログミ（苗代茱萸） グミ グミ 常緑 互生 全縁 同株 10～11月 4〜5月頃 拠点小屋周辺、みはらしの道、ふれあいセンター、各地に点在

123 ナンテン（南天） メギ ナンテン 常緑
３回羽状複

葉
互生 全縁 同株 5～6月 10〜11月 拠点小屋周辺、ふれあいセンター前下

124 ニガイチゴ（苦苺） バラ キイチゴ 落葉 互生 重鋸歯縁 不分裂・分裂 同株 4～5月 5〜6月 らくらく新道、各地に点在

125 ニワウルシ（庭漆）　別名シンジュ ニガキ ニワウルシ 落葉 羽状複葉 互生 鋸歯縁・全縁 異株 6月 9月～ カントリー道路下、みはらしのみち大鉄塔周辺
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126 ニワトコ（接骨木） レンブクソウ ニワトコ 落葉 羽状複葉 対生 鋸歯縁 同株 3～5月 6〜8月 ふれあいの里駐車場入って右側すぐ（株立ち）

127 ヌルデ（白膠木 ） ウルシ ヌルデ 落葉 羽状複葉 互生 鋸歯縁 異株 8～9月 10〜11月 各地に多い

128 ネザサ（根笹）、　ケネザサ イネ メダケ 常緑 － くすのきの丘一帯の林床、各地に多い

129 ネジキ（捩木） ツツジ ネジキ 落葉 互生 全縁 同株 5～6月 9〜10月 らくらく新道⑤、各地に点在少ない

130 ネズミサシ（杜松） ヒノキ ビャクシン 常緑 束状 － 異株 4月頃 9〜11月 ふれあいセンター西横

131 ネズミモチ（鼠黐） モクセイ イボタノキ 常緑 対生 全縁 同株 6月 10〜12月 倉治公園東斜面上、各地に点在

132 ネムノキ（合歓の木） マメ ネムノキ 落葉
2回羽状複

葉
互生 全縁 同株 7～8月 10月 倉治公園、石仏の道北側谷間、ふれあいセンター前下

133 ノイバラ（野茨） バラ バラ 落葉 羽状複葉 互生 鋸歯縁 同株 5～6月 9〜11月 みはらしの道上半、各地に多い

134 ノブドウ（野葡萄） ブドウ ノブドウ 落葉 互生 鋸歯縁 分裂・不分裂 つる性 同株 7～8月 9〜10月 みはらしの道作業場下、みはらしの道中間点

135 ハクモクレン（白木蘭） モクレン モクレン 落葉 互生 全縁 同株 3～4月 10月頃 東側交野山登り口トイレ横（植樹）

136 ハコネウツギ（箱根空木） スイカズラ タニウツギ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 5〜6月 11月 いきものふれあいの里駐車場入り口（植樹）

137 ハチク（破竹） イネ マダケ 常緑

138 ハナゾノツクバネウツギ（衝羽根空木）スイカズラ ツクバネウツギ 半常緑 対生 鋸歯縁 同株 6～10月 結実しない ふれあいセンター東側池端（植樹）

139 ハナミズキ(花水木) ミズキ ミズキ 落葉 対生 全縁 同株 4～5月 9〜10月 倉治公園

140 ハリエンジュ（針槐） マメ ハリエンジュ 落葉 羽状複葉 互生 全縁 同株 5～6月 10月 ふれあいセンター駐車場、カントリー道路沿い多数

141 ヒイラギ（柊） モクセイ モクセイ 常緑 対生 鋸歯縁・全縁 異株 11～12月 翌年6月 ゆうゆうの森北側に少数点在

142 ヒサカキ（姫榊） サカキ ヒサカキ 常緑 互生 鋸歯縁 異株 3～4月 12〜翌1月 みはらしの道、ゆうゆうの道、各地に多い

143 ヒトツバタゴ　 モクセイ ヒトツバタゴ 落葉 対生 全縁・鋸歯縁 異株 5月 10〜11月 東側交野山登り口案内板横、ふれあいセンター周辺（1999年植樹）

144 ヒノキ（檜） ヒノキ ヒノキ 常緑 十字対生 － 同株異花 3～4月 9〜12月 みはらしの道上部、やすらぎの道他（植林）

145 ヒマラヤシーダー　 マツ ヒマヤラスギ 常緑 螺旋状、束状 － 同株異花 10～11月 翌9～1月 拠点小屋周辺、倉治公園（植樹）

146 ヒメコウゾ（姫楮） クワ コウゾ 落葉 互生 鋸歯縁 分裂・不分裂 同株異花 4～5月 6〜7月 やまざくらの丘、大鉄塔の丘、みはらしの道上半、各地に多い

147 ヒメヤシャブシ（姫夜叉五倍子） カバノキ ハンノキ 落葉 互生 鋸歯縁 同株異花 3～5月 10〜11月 ふれあいセンター西横

148 ピラカンサ バラ トキワサンザシ 常緑 互生、束生 全縁・鋸歯縁 同株 5月 10〜1月 ふれあいセンター東側池端

149 ビロードイチゴ(天鵞絨苺) バラ キイチゴ 落葉 互生 鋸歯縁 分裂・不分裂 同株 4～5月 5〜6月 やすらぎの道

150 ビワ（枇杷） バラ ビワ 常緑 互生 鋸歯縁 同株 11～1月 5〜6月 倉治公園周辺

151 フサアカシア（房アカシア） マメ アカシア 常緑 羽状複葉 互生 全縁 同株  2～3月 8〜9月 カントリー道路ゲートより下の川対岸

152 フジ（藤）　別名ノダフジ マメ フジ 落葉 羽状複葉 互生 全縁 つる性 同株 5月 10〜12月 交野山周辺、各地に多い

153 フユイチゴ（冬苺） バラ キイチゴ 常緑 互生 鋸歯縁 分裂・不分裂 つる性 同株 9～10月 11〜翌1月 旧プール上、サワガニの小路中間、谷沿いに点在

154 フヨウ（芙蓉） アオイ フヨウ 落葉 互生 鋸歯縁 分裂葉 同株 7～10月 10〜11月 倉治公園

155 ヘクソカズラ（屁糞蔓） アカネ ヘクソカズラ 落葉 対生 全縁 つる性 8～9月 10月 林縁　別名：ヤイトバナ

156 ホオノキ（朴木） モクレン モクレン 落葉 互生 全縁 同株 5～6月 9〜10月 らくらく新道⑤

157 ホルトノキ ホルトノキ ホルトノキ 常緑 互生 鋸歯縁 同株 7月 11〜12月 ふれあいセンター東側広場（植樹）

158 マサキ（柾） ニシキギ ニシキギ 常緑 対生 鋸歯縁 同株 6〜7月 11〜1月 カントリー道路ゲートより下の道路沿い

159 マダケ（真竹） イネ マダケ 常緑 ゆうゆうの森南側、各地に点在

160 マテバシイ(馬刀葉椎) ブナ マテバシイ 常緑 互生 全縁 同株異花 6月～8月 翌年の秋 倉治公園南側（植樹）

161 マユミ（真弓） ニシキギ ニシキギ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 5～6月 10〜11月 みはらしの道大鉄塔上、小鉄塔すぐ下、ふれあいセンター前

162 マルバアオダモ モクセイ トネリコ 落葉 羽状複葉 対生 鋸歯縁・全縁 異株 4～5月 5〜9月 さえずりの道下部

163 マルバハギ　　丸葉萩 マメ ハギ 落葉 三出複葉 互生 全縁 同株 8～9月 10〜11月 らくらく新道③

164 マルバヤナギ（丸葉柳） ヤナギ ヤナギ 落葉 互生 鋸歯縁 異株 4～5月 5〜6月 源氏の滝下川岸

165 マンサク(満作) マンサク マンサク 落葉 互生 鋸歯縁 同株 2～4月 10〜11月 倉治公園入口　幼樹２本（植樹）

166 マンリョウ(万両) サクラソウ ヤブコウジ 常緑 互生 鋸歯縁 同株 7～8月 11〜翌4月 拠点小屋周辺、ふれあいセンター前下、石仏の道北側谷間

167 ミツバアケビ（三葉通草） アケビ アケビ 落葉 三出複葉 互生 鋸歯縁・全縁 つる性 同株異花 4～5月 11月頃 みはらしの道上部、各地に多い
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168 ミツバツツジ（三葉躑躅） ツツジ ツツジ 落葉 三輪生 全縁 同株 4～5月 9〜10月 ふれあいセンター東池側

169 ミヤコイバラ（都茨） バラ バラ 落葉 羽状複葉 互生 鋸歯縁 同株 6〜7月 10月〜11月 白旗池堰堤

170 ミヤマガマズミ（深山莢迷） レンブクソウ ガマズミ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 4～5月 9〜10月 各地に点在

171 ムクノキ（椋の木） アサ ムクノキ 落葉 互生 鋸歯縁 同株異花 5月 10〜12月 ゆうゆうの道、ふれあいセンター駐車場、各地に点在

172 ムクロジ（無患子） ムクロジ ムクロジ 落葉 羽状複葉 互生 全縁 同株 6月頃 10〜11月 こだちの道入口30ｍ先右、ふれあいセンター東側広場（植樹）

173 ムラサキシキブ（紫式部） シソ ムラサキシキブ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 6～8月 9〜12月 ゆうゆうの道、ふれあいセンター下及びスロープ、各地に点在

174 メダケ（女竹） イネ メダケ 常緑

175 メタセコイア スギ メタセコイア 落葉 羽状に対生 － 同株 2～3月 10～11月 倉小竹林１　別名：アケボノスギ（曙杉）

176 モウソウチク（孟宗竹） イネ マダケ 常緑 ゆうゆうの森南側、山の麓竹林

177 モチツツジ(餅躑躅) ツツジ ツツジ 半常緑 互生 全縁 同株 4～6月 8〜10月 らくらく新道、ふれあいセンター西横、各地に多い

178 モッコク(木斛) サカキ モッコク 常緑 互生 全縁 同株（異株） 6～7月 10月 こだちの道中間　１本

179 ﾓﾐｼﾞﾊﾞｽｽﾞｶｹﾉｷ（紅葉鈴懸木） スズカケノキ スズカケノキ 落葉 互生 鋸歯縁 分裂葉 同株異花 4～5月 10〜11月 倉治公園（植樹）

180 モミジバフウ（紅葉葉楓） フウ フウ 落葉 互生 鋸歯縁 分裂葉 同株異花 4月 10〜11月 倉治公園（植樹）

181 ヤダケ（矢竹） イネ ヤダケ 常緑

182 ヤツデ（八手） ウコギ ヤツデ 常緑 互生 鋸歯縁 分裂葉 同株 10～12月 4〜5月 ゆうゆうの道下、せせらぎの道、源氏の滝周辺

183 ヤブコウジ（藪柑子） サクラソウ ヤブコウジ 常緑 互生・輪生状 鋸歯縁 同株 7～8月 10〜11月 各地に点在、ふれあいセンタービオトープ

184 ヤブツバキ（薮椿） ツバキ ツバキ 常緑 互生 鋸歯縁 同株 2～4月 9〜10月 交野山山頂周辺、みはらしの道植林地上部（群落）

185 ヤブデマリ（藪手毬） レンブクソウ ガマズミ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 5〜6月 8～10月 サワガニの小路中間

186 ヤブニッケイ（薮肉桂） クスノキ クスノキ 常緑 互生・対生 全縁 同株 6月 11〜12月 みはらしの道登り口、各地に点在

187 ヤブムラサキ（薮紫） シソ ムラサキシキブ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 6～7月 9〜11月 みはらしの道登り口、各地に点在

188 ヤマアジサイ（山紫陽花） アジサイ アジサイ 落葉 対生 鋸歯縁 同株 6～7月 10〜11月 やすらぎの道、ふれあいセンター下

189 ヤマウコギ（山五加） ウコギ ウコギ 落葉 掌状複葉 互生 鋸歯縁 異株 5～6月 7〜8月 みはらしの道点在数か所、イタドリの小路

190 ヤマウルシ（山漆） ウルシ ウルシ 落葉 羽状複葉 互生 全縁・鋸歯縁 異株 5～6月 10〜11月 みはらしの道林内作業場下、交野山周辺点在

191 ヤマグワ（山桑） クワ クワ 落葉 互生 鋸歯縁 分裂・不分裂 異株（同株） 4～5月頃 6〜7月 倉治公園、東側交野山登り口

192 ヤマコウバシ（山香ばし） クスノキ クロモジ 落葉 互生 全縁 異株 4～5月 10〜11月 拠点小屋すぐ上低木、オニヤンマの小路

193 ヤマザクラ（山桜） バラ サクラ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 4月 6月 交野山周辺点在

194 ヤマツツジ（山躑躅） ツツジ ツツジ 半常緑 互生 全縁 同株 4～6月 8〜10月 みはらしの道小鉄塔上植林地下部、らくらく新道①

195 ヤマナラシ（山鳴らし） ヤナギ ヤマナラシ 落葉 互生 鋸歯縁 異株 3～4月 5月頃 白旗池堰堤南端

196 ヤマハゼ(山黄櫨) ウルシ ウルシ 落葉 羽状複葉 互生 全縁・鋸歯縁 異株 5～6月 10〜11月 各地に点在

197 ヤマブキ（山吹） バラ ヤマブキ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 4～5月 9月頃 ふれあいセンター水辺広場

198 ヤマフジ（山藤） マメ フジ 落葉 羽状複葉 互生 全縁 つる性 同株 5月 10〜12月 源氏の滝

199 ヤマボウシ(山法師) ミズキ ミズキ 落葉 対生 全縁 同株 5～6月 10月頃 倉治公園とんぼ池（植樹）、ふれあいセンター前（植樹）

200 ヤマモモ（山桃） ヤマモモ ヤマモモ 常緑 互生 全縁・鋸歯縁 異株 3～4月 6月 みはらしの道入口、倉治公園、交野山周辺

201 ユキヤナギ（雪柳） バラ シモツケ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 3～4月 5～6月 倉治公園

202 ユズリハ（譲葉） ユズリハ ユズリハ 常緑 互生 全縁 異株 5～6月 11〜12月 やまざくらの丘東側１本、旧プール上高木１本

203 リョウブ（令法） リョウブ リョウブ 落葉 互生 鋸歯縁 同株 6～8月 10〜11月 ふれあいセンター前下、交野山周辺

204 リンボク（鱗木） バラ バクチノキ 常緑 互生 鋸歯縁・全縁 同株 9～10月 翌5～6月 みはらしの道大鉄塔奥林内（付近に幼樹多）

参考文献 ： 山渓ハンディ図鑑１４　「 樹木の葉 」、　「 樹木 [総合版] 」

参考サイト ：松江の花図鑑、　三河の植物観察、　樹木検索図鑑、　木々＠岸和田、　神戸・六甲山系の樹木図鑑、　デジタル植物写真集、植物雑学事典
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