
平成３０年５月１３日（日）
午前９時～午後２時

講師 ひたち太田生物友の会 古平 均 先生

《本日の見学地》

常陸太田市久米町 「久米城跡」

大里ふれあい広場 → 旧久米下宿通り → 久米ふるさとｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ「なごみ」

→ 正念寺鐘楼 → 正念寺 → 山の神 → 南の出城 → 合戦場跡 → 鹿島神社

→ 久米城本城 → テレビ塔 → 西の城 → 物見台 → 鹿島神社参道 →

→ 根小屋跡 → 久米町（上町・中町・下町） → 旧久米十文字 → ふれあい広場

常陸太田市体育協会太田支部
太田公民館
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久米山について
久米山は，常陸太田市久米町から玉造町に

かけて続く小高い丘陵地をさす総称で，
「久米山」と呼ばれる山頂はありません。
テレビ塔がある最も標高の高い場所でも

１０４．３ｍです。
山の地質は久米層とよばれる火山灰土から

成り立っており，アカマツやコナラなどの
雑木林とスギなどの針葉樹が人工的に植林が
されています。また，シラカシの高木も目立
ち，林内は薄暗い環境です。 西側から望む久米山
右の地形図は久米十文字以北の久米山地域

を標高３０ｍと５０ｍの等高線にそってなぞ
ったものです。これを見ると，標高が低い割
には谷スジが複雑に入り込んでいるのが分か
ります。
この複雑な地形を利用して，戦国時代，

佐竹氏一族は人工的な堀切を刻み込んだり
して敵の侵入を防ぐ強固な出城を築きあげて
いたようです。
２０ｋ g近いよろいを身にまとい，標高差

２０ｍ以上も山道を駆け上るのは至難の業で
あり，山の上には槍や刀で武装した兵士に
待ち伏せられたのではたまったものではあり
ません。当時なかなか兵法を身につけた武士
たちがいたことを想像するのは興味深いもの
があります。
しかし，当時の殿様は毎日何度も急坂を

往来するのは大変だったので，緊急時以外は
鹿島神社参道の麓に居を構えていたという
エピソードも漏れ伝わっております。
なお，現在は，山の北側にＮＨＫと民間放

送のテレビ電波を受像できるようにするため
の無人中継塔が建てられています。 標高２０ｍと５０ｍの等高線図

今日のウォーキングは，春の新緑を味
わうとともに，昔の戦場（いくさば）の
面影をたどりながら楽しんでみたいと思
います。どうぞよろしくお願いします。
なお，本日のウォーキングに際し，特別

に「未来へつなぐ久米城保存会」の
岩間昭さん，石井勲さん，石井尚憲さん
のご厚意で久米城址の案内をしていただ
けます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

北側から望む久米山
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本日のコースを写真とともに紹介します
※ 林内のコースや城跡の遺構が見やす
いように早春（３月中旬）に下見した
時の写真を使用して説明します。

集合は大里ふれあい広場駐車場。
ここには，大里ふれあいセンターや，久米
コミュニティセンター・公民館，トイレも
完備されています。
開会式の後，準備体操をしっかりとして

出発です。正面には今日ハイキングを行う
久米山が見えています。
駐車場を出て久米小学校前の坂道をゆっ

くり下りていきます。コンビニ前の信号を横断
して，旧道へ進みます。 大里ふれあいセンター

旧久米十字路を右折し，坂道を２００ｍ
ほど進むと電柱に「なごみ」の看板がある
ので，そこを右折します。

５０ｍほどで「なごみ」に着きました。
「なごみ」の正式名称は
「久米ふるさとコミュニティセンターなごみ」

です。名称を略して「なごみ」と呼ばれて
います。久米山地域ではここ以外にトイレがあ
りません。
どなたも必ずここのトイレをお使い下さい。



- 4 -

さて，いよいよ久米山に向かいます。
「なごみ」を出発すると，すぐに｢久米城跡｣

の案内板が出てきます。これは，久米町在住の
岩間昭さんを中心とした「未来へつなぐ久米城
跡保存会」の皆さんが整備しているものです。
案内板だけでなく，順路や道の整備，木の伐採，
下草刈りなども行っておられます。
さて，案内板の先に鐘楼が見えてきました。
これは正念寺にある鐘楼です。右手に眺めな

がら直進し正念寺横を通過すると，ご住職宅に
なるので，そこを左折して迂回します。

正念寺鐘楼 正念寺

お寺の裏側には畑があり，久米郵便局方面からきた道と合流するとスギ林になります。
お墓の横を通り「順路」の案内板に従い上っていきます。
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上り坂の勾配が緩くなると，「山の神」と書か
れた案内板のある尾根に着きます。
ここが「久米城」の南端に当たる場所です。
一般的に「山の神」は山に宿る神の総称です。
山を守り，支配する神で，多くは女性神として

信仰され，農民，狩猟民，鉱業者，林業者などに
より祀られたものが多いです。
久米城主や地元の方々も深い信仰をもって小さ

なほこらを建立したのだと思います。
見学・休憩が済んだら尾根道を進みます。
ここから先，もう少し緩い上り坂が続きますが，

呼吸を整えてゆっくり歩けば心配ありません。
ここから先は久米城の領域です。進ん

でいくと戦国時代に築かれた戦（いくさ）
のための仕掛けがたくさん見られます。
まずは「堀切（ほりきり）」です。
案内板によると，「山の尾根や台地づた

いの侵入を妨げるための施設」と書かれて
あり，この先に幾つも築かれています。
戦場（いくさば）ということもあって，

縦横無尽に縦堀・横堀が張り巡らされてい
るのが分かります。

これは横堀です。ということはこの右
上に出城があります。突撃してきた兵士た
ちを横に追いやるためのものです。

土橋を越えて上り坂を登ると「南の出城」に
到着です。この場所の標高は８７．１ｍ。
「なごみ」付近が標高３０ｍ位ですから，

標高差５７ｍ位の急坂を駆け上ったことになり
ます。戦国時代の戦（いくさ）は武士同士によ
る槍や刀での命がけの斬り合いであり，大変な
肉体労働だったと思われます。
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南の出城を過ぎると，道はゆるい下り坂
となります。周辺には縦堀・横堀が至る所
に見られます。さらにその先は道が平坦と
なり進んでいきます。
しばらく進むと「鹿島神社」への道案内

の看板があり，左へ進み鹿島神社に到着し
ます。

鹿島神社
鹿島神社が建てられている一帯は「樅の

木平」と呼ばれた場所です。
鹿島神社は，東の城二の曲輪（くるわ）

に位置しています。今でも地元の方々から
氏神様として熱い信仰がある神社です。
鹿島神社のそばには，稲荷神社や八幡神社，天満神社などの分社が祀られています。

鹿島神社を見学し，スギ林の中を
８０ｍほど進むと，久米城本城です。
標高１０１．３ｍにある本城跡は

現在はきれいに整地されており，姉妹
都市友好１０周年を記念して，常陸太
田市の姉妹都市である秋田県仙北市
教育委員会から寄贈された角館の枝垂
れ桜が植えられています。

久米本城跡地を見学したら，腰曲輪を通り，
久米城の裏手を進みます。
この先には久米城最大の堀切が見られます。

その堀切付近には乗り捨てられたジープが一台
置かれています。おそらく，この一帯のスギを
伐採したときに使われた自動車と思われます。
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ジープの放置された山道まで来ると，道は
上り坂となります。階段をゆっくり上ってい
くと白い建物が見えてきます。デジタル放送
の中継塔と広域防災無線局の施設です。
この付近はかつて西の城が置かれていた所

で，ここは竜神平と呼ばれていました。

このテレビ中継塔は，デジタル放送に
なってからＮＨＫと民放５社が協同で使用
し，風神山からの電波を受けて再送信し，
約３０００世帯に映像を届けています。
また，広域防災無線局は災害時の連絡用

として，自家発電機が設置されています。

ここで昼食です。
物見台から北の方を眺めると，玉造町から遠く山入城（要害山）が眺められます。
佐竹氏全盛の時代には，山入城からの襲撃に備えて常に緊張が続きました。
戦争のない今の世に生まれてよかったですね。
晴れた日には東金砂山の美しい姿を望むことができます。
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昼食・休憩が済んだら，西の城周辺にある
二の曲輪・三の曲輪を歩いてみましょう。
歩いていると曲輪の途中に深い堀切が切っ

てあるのに気づくと思います。
曲輪を一周して中継塔まで戻り，もと来た

階段を下ります。林道まで着き，放置された
ジープの横を通ってゆるい坂道を下りていき
ます。
左斜面には本城跡が見え，本城を取り囲ん

で堀切があるのが見えます。
スギ林の林内は，日陰の場所を好むシダ

植物が密集しています。

谷スジに造られた昔からの山道をまっすぐ進むと，谷筋に出ます。そのまま進み，深く
掘られたＶ字谷に段切が残っているので見学します。見学後はもと来た山道へ戻ります。
本城の下を半周した鹿島神社の下まで来ました。やがて朱色の鳥居が見えてきます。
ここから，参道を下りていきます。田楽場と書かれた脇を通ります。
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急な坂道を下っていきます。１５０ｍほどで大分明るくなってきました。
久米町の家並みが見られると鳥居が見え始め，車道に出ます。

城は要害の地にあり，不便な場所でした。城郭は緊急時の詰めの城であったと考えら
れます。
鹿島神社参道下は「大字根古屋」といいます。この付近に普段は城主が住んでいたと言

われます。
現在でもこの地には数寄屋風づくりの立派なお屋敷が建てられています
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根古屋から久米十文字へ向かって上宿，中宿，下宿と進みます。
久米城が繁栄していた頃，上宿には上級の家臣等，中宿，下宿は一般の家臣や商人の住ま
いがありました。
街道が交わるあたりは，古来から宿場として栄えたと言われます。

【上宿】 【上宿】

【中宿】 【下宿】
久米の宿を歩いてきて，下宿まで来ました。旧久米十文字を左折します。
旧道を歩きますが，途中に木工所があり，大型のフォークリフトなどが動いていますの

で，気をつけて通行して下さい。
旧道の出口付近にコンビニが見えてきます。団地前の坂道を上りきれば，大里ふれあい

広場に到着です。
本日は大変お疲れ様でした。気をつけてお帰り下さい。
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久米城に見られる戦の仕掛け
いくさ

１ 久米城の歴史
鎌倉時代，天慶の乱（平将門の乱）で将門を 攻め自殺させた貞盛の子孫と思われる

大掾仲幹が館を築いたのが始まりで，そこに
土着し久米氏を名乗り数台百年間くらい続い
たと言われているがはっきりしない。
室町時代には山入与義の属城になってい

たらしいが，小野崎通春の子筑前守通重が
久米氏を称しという説もある。
応永１４（１４０７）年に佐竹氏の後嗣を

巡って山入り一揆の乱が勃発，佐竹氏１５代
の義治は三男の義武を久米城に，四男の義信
を利員城に，五男の雅義を山方城に置いて
太田城の防備を固めた。
文明１０（１４７８）年１１月２８日，山入義知は下野の那須資持の援軍を得て，

久米城を攻撃，佐竹（北）義武，客将の小田野義安らは討ち死にして落城した。
久米城は太田城攻撃の拠点となったが，１２月に佐竹義治が南奥州の岩城氏の支援を

得て久米城を攻撃，山入義知は討ち死にしてこれを奪還した。その後，義武の弟の義信
を久米城に配置し久米氏を称したという。なお，合戦の日時や経過は諸説ある。

出典 【久米城 埋もれた古城より】

２ 久米城址の規模及び遺構
久米城は，大きく分けて４つの城域からなっていて，第１に，久米城の中心の郭を
仮に「東の城」と呼び，谷を隔てた北西の尾根にある郭を西の城，東の城の南側にある
郭を南の城と呼び，特徴としては城がそれぞれ尾根に独立して主郭を中心に二の郭，三
の郭，腰曲輪，堀，堀切，土塁などを有しそれぞれの城へ行く場合は，堀，堀切または
谷を越さなければ行けず，各城が独立して一つの城としての機能を果たしている山城で
ある。

東の城 この城は久米城の中心と思われ一番高いところは標高１０１.３ｍあり，ここが東
の城の本郭と思われ西方８ｍ位下に二の郭，さらに西方に三の郭があり，二の郭には
鹿島神社がある。北側には帯曲輪，堀等があり南側には腰曲輪があり，その下は急斜
面になっている。

西の城 東の城北西側谷を隔てた尾根にあり郭が３つあり一番高い所で１０４.３ｍあり，
ここが西の城の本郭と思われＮＨＫの塔が立っている。さらに西側に２の郭，３の郭
がそれぞれ土塁と塀に囲まれている。北，東は急傾斜で，南側は帯曲輪があり西側は
腰曲輪がある。

南の城 東の城の南側細い尾根を行ったところにあり，単郭の城であり南側から東側にか
けて堀がある。西側は急な斜面で人が登れないような斜面である。この城は他の２つ
の城と違い郭が１つしか無く防御のための出城であり，尾根ごとに堀切があり土塁，
堀，縦堀も比較的はっきりと残っており，たぶん久米城では一番新しい遺構と思われ
る。

城下 ここは４つ目の城域であり水田部から８ｍ位の台地上にあり，根小屋，上宿，中宿，
下宿の４つの区域に分かれており，常にここらで生活し，戦いのときは城に入るとい
ったようである。根小屋といわれるところは東の城の西側に当たり鹿島神社の鳥居の
前の台地と思われ，一般に根小屋とは山麓の居館を示すことから城主の館が在ったの
だろう。南側の上宿には堀跡が残っており上級の家臣が，また中宿，下宿は一般の家
臣，商人が住んだのだろうと考えられる。
注；堀 切 ＝ 山城では尾根からの侵入を防ぐため，堀を掘ったところ

根小屋 ＝ 山城は生活に不便なので普通は，下に屋敷を作る。小屋ともいう。
本郭，二の郭，三の郭 ＝ 近世城郭の本丸，二の丸，三の丸にあたる。
帯曲輪，腰曲輪 ＝ 郭の土塁（土手）の中間部に作られた防御のための平地。

郭を囲むように長い平地を帯曲輪という。
出典【金砂郷村史】
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写真で見る久米城跡の様子
１ 東の城跡

久米城本城（本郭） 東城三の郭（鹿島神社敷地）

２ 西の城跡

西の城跡（本郭） 二の曲輪

３ 南の城 ４ 二重堀切（堀切）

南の城跡（出城） 敵が尾根を越えて攻めないように
切った段差
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５ 堀（横堀） ６ 堀（縦堀）

等高線に沿って掘られている 急な崖で簡単には攻められない

７ 土橋 ８ 土塁

土を盛って曲輪と曲輪の連絡路に 土を盛って遮蔽物とした

９ 虎口（こぐち） １０ 帯曲輪，腰曲輪

大手，溺手などがその一種， 郭の土塁の中間部に作られた防御の
入口が直進できないように土塁や木戸 ための平地。郭を囲むように長い
などを設けたりして，内部を見透かされ 平地を帯曲輪という
ることを防ぐとともに，侵入を屈折させ
ることによって防禦性を高める
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１１ 根古屋跡

後方の山上に高い木が立っているあたりが鹿島神社。城主は普段麓に住まいを
構えていたらしい。立派な家が建っているあたりが久米町小字根古屋です。
現在も裕福な方が住んでいる様子

１２ 上宿方面 この付近にはかつて身分の高い武士の住まいだった
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久米山に生える主な植物
【針葉樹】 葉が針状になっている植物です。アカマツ，スギ，ヒノキ，ネズなどが

見られます。これらは裸子植物とも呼ばれています。
１ アカマツ （マツ科）

丘陵地に植えられている植物です。
樹皮の色からアカマツやクロマツなどが

あります。樹皮や根に油分がたくさん含まれ
ているため，戦時中に植栽され，松ヤニや
松根油（しょうこんゆ）などを採取しました。
昭和４０年代頃までは木材はマキとして利用
し，マツタケなども副産物として採取され，
常陸太田市は国内でも有数の松茸産地でした。
しかし，松食い虫の被害により，アカマツ

林はほとんど枯れてしまいました。
２ スギ （スギ科）

スギは建築用材に利用しようと戦後たくさ
ん植えられるようになりました。しかし，
外国から安い用材が輸入されるようになると，
ほとんどそのまま放置されていました。
スギは４０～５０年程経つと花粉がつき

ます。この花粉とＰＭ２．５，廃棄ガスなど
で微妙な化学変化を起こし，人々を花粉アレ
ルギーで苦しめています。
近年杉材の需要も少しずつですが増加し，

伐採されているようです。

３ ヒノキ （ヒノキ科）
ヒノキはスギに比べて樹木の生長が遅い

ため，木目のきめが細かいので，柱などの
建築材として重宝されます。また，ヒノキオ
ールという油成分が含まれ，水にも強いため
浴槽材として活用されています。
ヒノキの葉は扁平で樹間も適度に空いてい

るため林内はスギ林よりも明るいです。
かつては，花粉症はスギだけによると考え

られていましたが，詳しい研究でヒノキ花粉
による花粉アレルギーがあることが分かりま
した。

４ ネズ（ネズミサシ） （ヒノキ科）
ネズは岩手県以南の丘陵や山地などの生育

日当たりのよいやせ地に生える常緑の針葉樹
です。
ネズの枝をネズミの通り道に置くとトゲを

嫌がるので「ネズミサシ」の名があります。
園芸上では杜松（としょう）と呼ばれ，

盆栽に仕立てられています。
マツやスギに比べ成長が遅く，高さ２～３

ｍ程度のものが多いですが，まれに２０ｍに
も達するものがあります。
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【シダ植物】 久米山には杉やヒノキなどが多く植林されており，林内が暗いため，一般
の植物は生育することができません。しかし，少しの光量でも生育できる
シダ植物が繁茂しています。

１ ベニシダ （オシダ科）
若い葉が紅色をしているので名づけられま

した。東北地方以南の暖地で，低山地の林下
や路傍に最も普通に見られます。
冬も葉が枯れません
葉は２回羽状に分裂し，大きなものでは

１ｍ以上にもなります。
葉の裏に２列に並んでつく円形の包膜も

若いうちはきれいな紅色をしています。

２ リョウメンシダ （オシダ科）
北海道から九州まで分布しています。冷涼

な地に多く，山地のスギ林の谷間や斜面を好
む性質があります。冬も葉が枯れません。
大型のシダで，時に１．５ mを越えるこ

ともあります。
葉は３～４会羽状に分裂し，柔らかい感じ

で，胞子嚢をつけない葉は表も裏も同じよう
に見えることから名づけられました。

３ イワガネソウ （ホウライシダ科）
本州以南の暖地に生育し，林内の斜面や

沢沿いに多く見られます。
単羽状から２回羽状となるが，ごく小さい

間は単葉です。羽片は漸尖し，胞子嚢群は
脈に沿って網状につきます。根茎は細長く
はいます。

４ ノキシノブ （ウラボシ科）
日本全土に分布します。常緑性のシダで，

山中に生えるほか，人家の近くの石垣や古木
にもよく着きます。耐乾性の強いシダです。
葉は革質で，根茎から密生します。葉柄は

普通淡色，また短いです。
胞子嚢群は径３ mm以下で，葉身の裏側

の上半分に２列に並んでいます。
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５ トラノオシダ （チャセンシダ科）
北海道から九州まで分布し，人家近くの石
垣，崖，林の斜面などに普通に生えています。
葉は普通２回羽状に分裂し，胞子をつける

葉は長く，根茎は小さく斜上します。
和名は”虎の尾しだ”の意味です。

６ ミツデウラボシ （ウラボシ科）
宮城県の金華山から九州の暖地に広く分布

します。
路傍のやや日当たりのよい岩や崖の上に見

られます。葉の形には変異が多く，その名の
ように葉身が３つに分かれるものから，全く
分裂しないものまであります。
葉は乾いた感じで基部がもっとも広く，裏

はやや白っぽいです。
胞子嚢群は葉の裏の中肋により２列に並

びます

７ ヤマイタチシダ （オシダ科）
本州から九州の山地の林の中に広くする

葉のやや厚いシダ植物です。葉柄と中軸には
黒褐色の鱗片が密生します。小羽片の中肋の
葉の裏には小さな袋状の丸い鱗片がつき，
縁はゆるく葉のほうに巻きます。
一番下の羽状の後ろ側の小羽片が大きい

ことでベニシダから区別できます。

８ オオバノイノモトソウ
関東から北陸以南の山地の林内や林縁に

普通に見られます。石灰岩地にもよく見られ
ます。根茎は短くふか斜上します。
茎は２形あり，栄養葉の羽片はネクタイ形,

胞子葉のそれは線形で，葉縁に長いソーラス
をつけます。側羽片は，ともに２～５対，
鋭尖頭です。葉は黄緑色をしています。
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９ ヒロハハナヤスリ
ちょっと変わったシダ植物です。近畿地方

から北に分布しています。山地の林床や林縁，
原野，庭などに生え，特に墓地によく生える
ことで有名。今回は，鹿島神社境内で見つか
りました。長さ１.５～６ cm ほどの葉（栄養
葉）を１枚つけ，この基部より長さ５～１６
cmの棒状の胞子葉がつきます。
冬には地上部が枯れます。環境省の絶滅

危惧種ではありませんが，茨城県のレッド・
データには載っています。

10 ワラビ
日本全土の日当たりのよい山野に普通です。
根茎は地中を長くはい，群落を作ります。

葉は２～３回羽状に分裂し，小羽片の先は
あまり分裂しないで尾状。葉の裏面は多毛で
す。
「食べられるシダ」として有名ですが，

生で食べると中毒します。５ cmくらいに
刻んだワラビに重曹をまぶしてから熱湯を
かけるとおひたしとして食べられます。

11 クジャクシダ
アジアンタムの一種で，クジャクが羽を

広げたような草姿は一目瞭然です。
北海道，本州，四国の山地にしか生育して

いません。かなり涼しい山地の地上や崖など
を好みます。
葉は鮮緑色で，新芽はピンク色を帯びて

います。

12 ヤブソテツ
北海道南部以南の暖地で普通に見られます。
人里近くの林内で見られます。
葉質はややうすく，厚紙質です。葉面光

沢は一般に少なく，緑色から灰緑色，包膜は
全体に淡色です。変化が多く見られます。

【引用】
光田重幸著 「しだの図鑑」保育社
岩月善之助解説
「野外ハンドブック しだ・こけ」

山と渓谷社
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【コースで見られる主な植物】
１ ウラシマソウ （サトイモ科）

ウラシマソウは，本州，四国を中心に，北海
道や九州の一部にも分布する植物です。
苞の中に伸びた付属体の先端部が細く糸状に

伸び，その姿を，浦島太郎が釣り糸を垂れてい
る姿に見立てて，この和名があるとされます。
久米山の林内にはウラシマソウが数多く残っ

ています。大切に残したいものですね。
下の図は，ウラシマソウとミミガタテンナン

ショウの花を拡大しました。比べるとよく分か
りますね。

ウラシマソウ ミミガタテンナンショウ

２ ヤマネコノメソウ （ユキノシタ科）
ネコノメソウ（猫の目草）の和名の

由来は，実を付けた朔果の形を猫の目に
例えて名づけられました。
ヤマネコノメソウは北海道から九州ま

での山地の湿地に生えます。匍匐（ほふく）
枝が地上をはい，茎は高さ５～ 20cmです。
葉は互生し卵円形で縁には低い鋸歯が

あります。
よくにた仲間にネコノメソウがあります。
ネコノメソウの葉はは対生してるので

区別できます。
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３ シュンラン （ラン科）
シュンランは日本や中国に生育するラン科

植物です。北海道から九州に広く分布し，日
本を代表する野生のランです。
シンビジュームの仲間で，主に里山や人里

に近い山地の雑木林などに自生し，古くより
季節の花や祝いの花として親しまれてきました。
葉は細く，縁には細かいギザギザ（鋸歯）
があります。地下には数個のバルブが連なり，
太い根がたくさん伸びています。
春に緑色の花を１茎に１花，まれに数花を

咲かせます。
シュンラン

４ アオキ （アオキ科）
和名の由来は，常緑で枝も青いためです。
関東以西の山地や林内に広く分布しています。
花の少ない初冬に写真のような赤い実をつけ

るため，江戸の昔から盛んに栽培されています。
もっとも日陰に強い庭木として知られ，家の

北側など条件の悪い場所に植えられることが多
いです。
雌雄異株で，赤い実のなる木とならない木が

ありますので，注意して見て下さい。
アオキ

５ マンリョウ （ヤブコウジ科）
関東地方以西から四国・九州・沖縄に自生す

るほか，庭木などとしても植えられています。
冬に付ける光沢のある赤い果実と緑色の葉の

コントラストが美しく，「万両」という，いか
にもお金をほうふつとさせる名前で，正月用の
縁起木として親しまれています。
寺社林などに多く見られるのは，ヒヨドリな

どの小鳥が好んで食べ，消化されなかった種子
が糞として排泄されるためです。

６ アケビ （アケビ科）
葉が５小枚からなるアケビと３小葉から マンリョウ

なるミツバアケビが見られます。大きい花が実のつく雌花。

アケビ ミツバアケビ
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７ ギンラン ８ オドリコソウ
５月初旬～中旬，山地や丘陵の林下に 北海道～九州の山野や道ばたの半日陰

生えるラン科植物。葉は３～６個が互生 に自生しています。茎は柔らかく根本か
し，基部は茎を抱きます。 ら直立します。自然が残る指標です。

９ ノハラムラサキ 10 キランソウ
直径３ mm ほどの淡青色の５深裂した 道ばたなどに生えます。根性葉が地面

かわいい花ですが，ヨーロッパから外来 に張り付くように広がるので，ジゴクノ
した植物です。 カマノフタともいいます。

11 ミヤマハコベ 12 フタリシズカ
北海道西南部～九州の山地谷沿いの 沖縄を除く日本全国の山林の比較的

湿地に生えます。葉は対生し，基部は 暗い場所に生えます。４～６月葉の先に
切型～浅い心形で先が尖ります。 数本（２本の場合が多い）花が咲きます。
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13 チゴユリ 14 ホウチャクソウ（毒草）
日本各地のやや湿った腐植質の積もっ 日本各地の雑木林などの樹間の開けた

た場所に生育します。弓なりに曲がる茎 場所に群生します。アマドコロやナルコ
の先端にかわいい花が１～３輪咲きます。 ユリと間違えて食中毒が発生します。

15 ウワミズザクラ 16 カシワバハグマ
本州，四国，九州の山地に自生します。 日本特産種で，本州以西に生育します。

花は４～５月に白色の小さな５弁花が あまり日の差し込まない林床に生育する
穂状に元のほうから咲き出します。 多年草です。

17 ヤマツツジ 18 ムラサキケマン(毒草)
北海道南部から九州の山地まで普通に 北海道～九州の平地や山麓の日陰の

生えています。４～５月，枝先に２～３ やや湿ったところに生えます。全草に
子の花を咲かせます。 有毒成分を含んでいます。
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予備調査で確認した昆虫

カラスアゲハ(春型) キアゲハ(春型)

ムラサキシジミ キチョウ

モンシロチョウ モンキチョウ

ベニシジミ テングチョウ
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その他

ミヤマハンミョウ アオジョウカイ

ニホンベニコメツキ アカサシガメ

クマバチ クロマルハナバチ

コアシナガバチ ズアカムカデ



番号 植物の和名 科  名 備 考

1 アオキ ミズキ 山地に普通に見られ,雌雄異株。冬～春に赤い実が熟す。

2 アオハダ モチノキ 日本全国に自生。枝振ぶりが涼しげで黄葉がきれい。

アカシデ ニ レ どこの雑木林にも生育している木で,ソネと呼ばれることもある。

4 アカソ イラクサ アカタテハの幼虫の食草となる。

5 アカツメクサ マメ 赤色をした「詰め草」の意味。昔輸送の際の梱包に使つた。

アカネ アカネ 「茜」と書く。根が赤いためこの名があり,染料に使う。

アカマツ マツ 樹皮が赤いので「赤松」の名がある。海岸には黒松が見られる。

8 アカメガシワ トウダイグサ 新芽が真つ赤になるので,この名がある。

9 アキノノゲシ キク 「秋に咲く野ゲシ」という名が付いているが,キクの仲間である。

0 アケビ アケビ 秋に果実が熟してばつくり割れることから「開け実」からきている。

1 アズマネザサ イネ いわゆる「シノ」である。子供達が杉玉鉄砲に使用する細さである。

アセビ ツツジ 毒性があり,動物が葉を食べると中毒するので,「 馬酔木」と書く。

アマチヤヅル ウリ サポニンを含むので一時薬草と騒がれたが薬効無く下火に。

4 アメリカセンダングサ キク 北アメリカ原産。畑のそばに大繁茂する。刺がアリ,衣服に付着。

イタチシダ シダ植物 日陰に生育するシダの一種で,葉に光沢がある。

6 イタドリ タデ 早春にタケノコのような新芽が出る。シュウ酸を含み,酸つぱい。

イチヤクソウ イチヤクソウ 和名の由来は,花期の全草を乾燥させた物が民間薬とされた。

イヌガヤ イチイ 外見はカヤに似るが,実は食べられないので「役に立たない」の意。

9 イヌツゲ モチノキ 庭の垣根に植えられているツゲに似ている。

20 イヌワラビ シダ植物 ワラビの葉に似ているが,食べられない。

イノコヅチ ヒユ 実にとげがあり,衣服や動物について散らばる。

22 イボタノキ モクセイ 山林に自生する落葉の低木で,生け垣に利用される。

23 イワガネソウ シダ植物 林内の斜面や川沿いに生育。本州以南に分布する。

ウグイスカグラ スイカズラ 早春に開花する。実は赤く熟して食べられる。

ウシハコベ ナデシヨ 大型のハコベの仲間で,雌しべの先が5裂する。

ウマノミツバ キンポウゲ 三つ葉の葉に似るが,葉の切れ込みは5枚になる。

ウメ バラ 花の少ない早春に花力t咲く。果実はウメボシや梅酒に利用される。

ウメモドキ モチノキ 葉の形や枝振りが梅に似ているのでこの名がある。

29 ウラシマソウ サトイモ 芭の中の糸状のものを浦島太郎が釣り糸を垂れたとみたてた。

ウラジロノキ バ ラ 葉の裏面が自色をしているのでこの名がついた。

ウワミズザクラ ノヾラ 春先にブラシ状の白い花穂をつける。

エダウチチチヨグサ キク 北半球周極地原産の多年生草本。農耕地雑草である。

33 エノキ ニ レ 暖地の街道沿いに植えられ,縁切り・縁結び的な意味をもつ。

エビヅル ブドウ 野生のプドウの仲間で紅葉が美しい。果実は熟すと食べられる。

エンコウカエデ カエデ 葉が切れ込んだ形がサルの手に似る。若い本ほど切れ込みが深い

エンジュ マ メ 丈夫な性質と「延寿」に通じることから大切に扱われてきた。

37 オオイヌノフグリ ゴマノハグサ 早春に畑脇に空色をした美しい花を咲かせる。

オオジシバリ キク 地面を這うように伸び,花穂が分枝して咲く。タンポポに似る。

オオシマザクラ ′`ラ 伊豆大島に多いのでこの名が付いた。自色の山桜。

40 オオバイノモトソウ シダ植物 溝のそば,本の下に多く見られる。

41 オオ′ヽコ オオパコ 葉を切り取り,たこ糸につけて蛙を捕まえるので「蟻つ葉」。

42 オオ′`タンキリマメ マ メ マメの一種だが食用にはならない。

43 オオハナワラビ シダ植物 フユノハナワラビに似るが,葉は大型。肥沃な場所を好む。

今回のウォーキングコースで見られる植物
H30.3.15,4_08,4.25古 平現地調査済み
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44 オオバノイノモトソウ シダ植物 関東～北陸以南の暖地に見られる。石灰岩地にもよく見られる。

45 ttr\tF>iffY0 ラン 盛夏の林内で開花するので,あまり人目につかない。

46 オカトラノオ サクラソウ 房状の花穂を虎の尻尾に見立てた。

47 オカメザサ イネ 栽培で増える竹の一種。細い枝を利用してザルやカゴを作る。

48 オダマキ(園芸) キンポウゲ と北米産の率甲唾

49 オッタチカタ′`ミ カタバミ 20cm位立ち上がぅ2

50 オトギリソウ オトギリソウ 全革を煎じて飲む茶は肝機能改善,抗鬱・ガン予防があるとされる

51 オドリコソウ シソ t型三」三整≦L
52 オニタビラコ キ ク 道端などに普通に生え,黄色の頭状花が蜜特基

53 オニドコロ ヤマノイモ 葉は互生で,対生のヤマノイモと区別がつく。根は苦く有毒。

54 オニノゲシ キク ヨーロッパ原産で,明治年間に渡来,帰化した。葉は堅い東1状。

55 オランダミミナグサ ナデシヨ 畑の周囲に集団で生える,ミミナグサの茎は紫だが,こちらは緑色

56 カキドオシ シソ 「垣通し」で,花後つるがどんどん伸びていく様子を表している。

カサスゲ カヤツリグサ かつては広くて固い葉を利用して菅笠を作つた。

カシワパハグマ キ ク 本州,九州の木陰に生育する多年草。

59 カタバミ カタバミ

60 カニクサ シダ植物 ツル性のシダで,こ のツルで力二釣りをしたことから。

ガマズミ スイカズラ 各地の山野に普通。実は赤熟|て皇至墾菫墜L
カヤ 裸子植物

カラスザンシヨウ ミカン 大木になるサンシヨウの仲間で,食用にならないため「カラス」である。

64 カラスノエンドウ マ メ 実はエンドウ豆に似るが,食用にはならず,カラスの名がある。

65 カラスムギ イネ 意。イ琴ムギ

…カンスゲ カヤツリグサ るスゲの意である。

67 カントウタンポポ キク 関東地方に多く生育するタンポポで,総菫

68 ギシギシ タデ スイバに似た植物で,全体にシュウ酸を含んでいる。荒れ地に多い。

*yt1tti< キク 爾 ぶ変形した五角形な全歪:菫奎こう型こ見立てた。

70 キヅタ ウコギ 常緑つる性の木本。フユヅタともいう。

キツネアザミ キク アザミと名があるが,刺はなく,アザミとは縁遠い。

キツネノボタン キンポウゲ 金平糖状の果実を牡丹に見立て■?有毒植物でゎo.

キブシ キブシ
-1こ

普通に生育すう木本。実からタン干ンをとる。

74 キュウリグサ ムラサキ 和名は,葉をもむとキユウリのようなにおいがすることに出来する。

キランソウ シソ 匈旬する葉の間から紫色の唇状の花が咲く。

ギンラン ラン 林下の腐植質のところに生えるラン。白い花を2～ 3輸つける。

クサイチゴ バ ラ 草のように見えるが,落葉の矮小低本で,赤い実は熱すと美味。

78 クサギ クマツヅラ 葉をもむと悪臭があるため。花は芳香があリクロアゲハ類が吸蜜。

クサノオウ ケシ 4枚の花びらをつける。やや日陰を好む。

80 クジャクシダ シダ植物 葉の開いた様子をオスのクジヤ2
クズ マ メ ジテ|三広く分布すo四
クヌギ ブナ 木炭,薪 ,椎茸の原本と優秀な広葉樹である。構液に昆虫が寄る。

83 クマザサ イネ 葉の周囲が自くクマができるから。

84 クリ ブナ 果実は優秀な食物として珍重される。

85 クワ クワ 昔は蚕を飼つて絹製品を作るために栽培されたが,逸出した。

86 ゲジゲジシダ シダ植物 葉の付き方が段違いに出るのでこの名がある。本来はシ・ク・サ
・クシタ・。

ケヤキ _レ 雌雄同株で雌雄異花である。20～ 25董奎大本になる。

コウゾ クワ 樹皮は和紙の原料として使われる。

89 コウヤボウキ キ ク 秋に案の落ちた枝を東ねて等に利用されぅg

コゴメウツギ ′`ラ 小さな花を沢山付けるので小米とした。ウツギの仲間ではない。
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コナスビ サクラソウ 黄色い小型の花を付ける。書片のついた実をなすびに見立てた。

コナラ ブナ ドングリのなる木で有名。かつては木炭の材料だつた。

93 コマユミ ニシキギ 枝や小枝にカミソリの刃状に出るのはニシキギと呼ばれる。

94 コモチマンネングサ ベンケイソウ 道路沿いに沿つて増殖する。多肉植物で繁殖力が旺盛。

95 サネカズラ マツプサ 林内の日陰に生育する。美男カズラとも呼ばれる。

96 サンショウ ミカン 若葉は食材として「本の芽」の名称がある。

ジシバリ キク 根から伸びた地下茎が横に1まうため地縛りの名がある。

98 シパザクラ ハナシノブ 北米原産。4・ 5月 頃にサクラに似た花をつける。

シャガ アヤメ 中国原産で,かなり古くに日本に入つた帰化植物である。

100 ジャノヒゲ ユ リ 葉を竜のヒゲに見立ててリュウノヒゲとも呼ばれる。

101 ジュウモンジシダ シダ植物 葉の形が十字型に見えるのでこの名がある。

102 シュロ 裸子植物 九州に多いが,実が鳥により運ばれ林内や竹藪に普通。

103 シュンラン ラン 早春(2～ 3月 )に開花する。斑入りの園芸品種は大変多い。

104 ショウジョウバカマ ユ リ やや湿つた人里近くの田んばから高山部の高層湿原まである。

105 シラカシ ブナ 名前は,材が自色であることから。

06 シロダモ クスノキ 葉の主脈と左右の一対の支脈が目立ち「三行脈」と呼ばれる。

07 シロツメクサ マメ 自色の詰め草の意で,昔輸送用詰め物に使われた。

08 シロヤマブキ(園芸 ) ノミラ ヤマブキは5弁花,本種は4弁花。自い花のヤマブキではない。

09 スイカズラ スイカズラ とてもいい匂いのする管状の花を咲かせる。キンギンソウ。

0 スイバ タデ 「酸い葉」で茎をかじるとかなり酸つぱい。スカンポともいう。

1 スギ スギ 建築材として植林されたが,花粉症の原因となり嫌がられる。

2 スギナ シダ植物 浅い地下に地下茎を伸ばしてよく半もする。ツクシは胞子葉。

スズメノカタビラ イネ 身近にごく普通に見られる雑草である。語源は不明。

4 スズメノテッポウ イネ 春の水田によく見られる。史前帰化植物である。

5 スズメノヤリ イグサ 見かけはイグサ科に似ず.小柄なイネ科植物に見える。

スミレ スミレ 花の形が大工さんの使う墨入れに似るのでこの名がある。

7 セイタカアワダチソウ キ ク 北アメリカ原産で,もともとは観賞用に導入された。

8 セイヨウタンポボ キ ク ヨーロッパ原産の帰化植物。全国各地に繁茂する。

9 センニンソウ キンポウゲ 果実の白い毛を仙人のヒゲに見立てて名がついた。

120 ゼンマイ シダ植物 ワラビと並んで春の山菜の一つ。若芽が巻いている形による。

121 ダイコンソウ バ ラ 早春に見られる根生葉がダイコンの葉に似ている。花は黄色。

122 タチイヌノフグリ ゴマノハグサ ョーロッパ・ァフリカ原産で世界中に分布している。

タチシオデ ユ リ 早春に「ひでこ」として芽を採集し食用とする。

124 タチツボスミレ スミレ ごく普通に見られる。早春に開花し,群生すると見応えがある。

タネツケバナ アプラナ 水田などの水辺に群生する越年草。最近見られるのは外来種。

126 タラノキ ウコギ 新芽は「タラ坊Jと呼ばれ,天ぷらにすると非常に美味。

127 チガヤ イネ かつては食用にされたこともある。

123 チゴユリ ユ リ 稚児のようにかわいいユリの意。斑入りの園芸品種は大変多い。

129 チヤ ッパキ お茶の葉として嗜好品として好まれる。

130 ツタウルシ ウルシ ヤマウルシの仲間で,ツル状に遺う。木に巻き付くと繁茂する。

ッメクサ ナデシヨ 和名は鳥の爪のような形をした葉に由来する。

ツユクサ ツユクサ 早朝真つ青な美しい花を付け,昼頃にはしぼむ。

133 ツルカノコソウ オミナエシ 山地の湿つた草地にやや稀に生育する。雷が鹿の子絞り様のため。

134 ツルダミ グミ つる性のグミで,山地にごく普通に生育する。

135 テイカカズラ キョウチクトウ 和名は「定家葛』謡曲の「定家」に由来する。

136 トキワハゼ ハエドクソウ 和名は葉が常にほぼ一年中あつて,さらに果実力ヽ まぜるから。

ドクダミ ドクダミ ドクダミの名称は「毒矯み」(毒を押さえる)から来ている。
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138 トリアシシヨウマ ユキノシタ 若芽の頃に茎の先端から出る3枚の葉の閉じた姿を鳥の足とした。

ナガバノコウヤポウキ キ ク コヤボウキの一種で,枝は無毛。葉 Iま東生する。

140 ナガミヒナゲシ ケシ 地中海から中欧にかけてが原産。長実雛署粟と書く。

141 ナズナ アブラナ 別名ベンペングサ。春の七草の一つで麦栽培と共に伝来した。

142 ナツヅタ ブドウ ウコギ科のフユヅタに対し夏ヅタ。晩秋に紅葉する。

143 ナルコユリ ユ リ 葉はヤマユリに似るが,葉腋から白い半を2つずつ着ける。茎は丸

144 ナンテン メギ 和名の由来は漢名の南天燭。花は仲夏の季語,実は三冬の季語。

145 ナンバンカラムシ クワ アジア大陸原産の多年生草本。道ばたに普通。

146 ニガナ キ ク 茎や葉から出る白い乳液をなめると苦い味がするから。

147 ニワトコ スイカズラ 山野の林縁に普通に生育する。

148 ヌスピトハギ マ メ 花はうすいろのピンク。2つ並んだ果実を泥棒の差し足にみたてた。

149 ヌルデ ウルシ かつて幹を傷つけて白い汁を採り塗料にしたことに由来する。

150 ネジキ ツツジ 和名の出来は1幹がねじれることからきている。

ネジバナ ラン 芝生と非常に相性のいいランで,紅色のねじれた花序をつける。

152 ネズミサシ 裸子植物 針のようなとげ状の葉をネズミの通り道の置いた習慣から。

153 ノアザミ キク 花を刺激すると花粉が出てくる。総芭はよく粘る。

154 ノイパラ ′`ラ 沖縄以外の日本各地に生育する。茨城県の県花の元祖。

155 ノウゼンカズラ ノウゼンカズラ 中国原産で日本には古くから入ってきていました。

ノキシノブ シダ植物 古木や岸壁などに生えるシダ。

ノゲシ キク 和名にケシの名がつくが,葉が似ているだけで全く別系統である。

ノハラムラサキ ムラサキ ヨーロッパ原産。直径3mmほどの淡青色のはなをつける。

159 ノピル ユ リ 花は開花するが種子ができる系統はごく稀である。

160 ノブキ キ ク 蕗に似るが,翼のある茎を持つ。フキの仲間ではない。

ノブドウ ブドウ ブドウと名があるが,食用とはならない。近年漢方の需要がある。

ノボロギク キ ク のに生えるボロギクのこと。ボロギクはサワギクのこと。

ノミノツヅリ ナデシコ ごくノ1ヽ型のナデシヨ科の雑草。道端で見かけることが多い。

ノミノフスマ ナデシコ 名前の由来は「蚤の表」で,小さなノミの夜具に例えたもの。

r\fd ナデシヨ 春の七草の一つ。田畑やあぜ道,道ばた,荒れ地に生育。

166 ハナズオウ マ メ 春に咲く花が美しいためよく栽培される。葉は花後出てくる。

ハナヤスリ シダ植物 墓地や寺院で見られる。茎はごく短く地上からは見えない。

168 /\t\af't キ ク 春の七草の一つで,茎葉の若いものを食用とする。

ハリギリ ウコギ 樹皮に非常に強大な東1がある。若芽:ま食用にはならない。

ハルジオン キ ク 道端でよく見かける。奮は花が咲く前に垂れるのが特徴である。

ヒイラギ モクセイ 葉の縁の秦1に触るとヒリヒリと傷むことから名づけられた。

172 ヒサカキ ツツジ 神の代用として使用される。非神と書く。

ビナンカズラ マツブサ 昔ツルから粘液を採つて整髪料に使われてたことに由来する。

174 ヒノキ 裸子植物 日本特産匂いが良く柱材や風呂などに広く利用される。

ヒメオドリコソウ キク 繁殖力が旺盛で畑の雑草として農家の人から嫌われる。

ヒメコウゾ クワ 和紙の原料として使われているコウゾは本種とカジノキの雑種

ヒメジョオン キ ク ハルジオンと共に。道端でごく普通に生育。ハルジオンより遅く開花

ヒメボシタイトゴメ ベンケイソウ 北アフリカ,ヨーロッパ原産。石垣や道路縁に好んで生える。

フキ キク フキノトウはフキの花穂である。ともに山菜として食される。

180 フジ マメ つるは本に巻き付いて登り,樹冠が広がる。花序は長くしだれる。

181 フタリシズカ センリョウ 花芽が出るとき2本以上出るが,栄養状態により2～ 6本付く。

182 ヘクソカズラ アカネ 葉に悪臭があるが屁糞葛とはひどい命名のされようです。

ベニシダ シダ物 赤色の若芽が出るのでこの名がついた。日陰に普通である。

ヘビイチゴ バ ラ 語源は蛇が食べるとか蛇がいそうな場所に成育するため。
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85 ホウチャクソウ ユ リ 日本全国に分布。花は地味だが自から緑への移りが美しい。

ホタルブクロ キキョウ 初夏に大きな釣り鐘状の花を咲かせる。花のついた茎は枯れる。

ボタンザクラ(園芸) バ ラ ポンポンのようにたくさんの花びらをつける八重桜のこと。

88 ホトケノザ シソ 早春,花の少ない時期に畑一面に薄紫色の花が見事である。

89 マツパギク ツルナ 葉は松葉のように棒状で,菊をイメージさせるような花が咲く。

マユミ ニシキギ 秋に果実と種子,紅葉を楽しむ庭本として親しまれる。

91 マルバアオダモ モクセイ 日本全国に生育する。やや乾燥した痩せ地に生育する。

92 マンリヨウ センリヨウ 冬に熟す果実が美しく,特に名前がめでたいので縁起物とされる

ミズヒキ タデ 長く伸びた花序の表側が赤色,反対側が自色で紅自めでたい。

94 ミチタネツケノミナ アブラナ ヨーロッパ原産。果時にも根生葉がみられる。

ミツデウラボシ シダ植物 葉の裏面に大きくて明瞭な胞子嚢をもつ。葉が3裂するから。

ミツバ セリ 和名の出来は葉が3つに分かれているから。食用となる。

ミツ′`アケビ アケビ 落葉のつる性櫨物で,果実は秋に熟して食べられる。

ミミナグサ ナデシヨ ハコベの仲間で,道端や草むらにごく普通に見られる。

ミヤコザサ イネ 林内に生育する笹の仲間で,澤は分枝せず1本立ちが特徴。

200 iY?rr:d ナデシヨ 低地～山地の水辺や湿地などに生える。他のハコベより大型の花

201 ムラサキケマン ケシ 日本全国に分布し,木陰など直射日光の当たらない場所に生育。

202 ムラサキサギゴケ ハエドクソウ 名の由来は花が紫色で,形がサギに似ていることから。

203 ムラサキシキブ シソ 日本各地の山地などに生育し,果実が紫色で美しいので観賞用。

204 ムラサキニガナ キ ク 花は7～ 8月 に開花し,薄紫色の地味な花なので目立たない。

205 モウソウチク イネ 日本最大のタケ類。タケノコとして食用とする。

206 モッコク モッコク モチノキやモクセイと並んで「庭木の王様」と言われる。

207 モミジイチゴ ′`ラ 木イチゴあるいは黄イチゴとして食用にされる。

208 ヤエムグラ アカネ 茎から8枚くらいの小葉がつくので,この名がある。

209 ヤダケ イネ 竹と名が付いている成長しても皮がついているのでササの仲間。

210 ヤツデ ウコギ 天狗の羽うちわともよばれる。日本各地に普通。

ヤブガラシ ブドウ 和名は数を覆つて枯らしてしまうほどの生育の旺盛さを表す。

ヤブカンプウ ユ リ 八重の花がヤブカンゾウ,一重の花がノカンゾウである。

ヤブコウジ サクラソウ 寛政年間に葉に斑が入るものが好事家の間で流行した。

214 ヤブジラミ セリ 和名の由来は藪に生え,鉤状に曲がつた刺毛で衣服につくから。

ヤブソテツ シダ植物 身近な人家近くから山地まで普通に見られる。

216 ヤブタビラコ キ ク やや湿つた道ばたから日当たりの良いあぜ道まで普通。

ヤブッパキ ッパキ 花期は冬から春に渡り,早咲きのものは冬のさなかに咲く。

218 ヤブムラサキ シ ソ ムラサキシキブに似るが,葉には柔毛があり,実は薄紫色で大型

219 ヤブラン ■ リ 日本各地の林床などで普通に見られる常緑性の多年草。

●
ι ヤマウコギ ウコギ タラノキやコシアプラと同様に,若芽を山菜として食す。

221 ヤマウルシ ウルシ ウルシ同様漆液ができるが,収量は少ない。かぶれる。

222 ヤマガシュウ ユ リ 茎に稜が多く,ふつうトゲがある。冬期も枯れずに越冬する。

223 ヤマザクラ バ ラ 春に花に先んじて赤色の葉をつける。花は自～ピンク。

224 ヤマツツジ ツツジ 野山に普通のツツジである。特にアカマツの林縁に多い。

225 ヤマネコノメ ネコノメソウ ネコノメソウの仲間で葉は互生する。林内の湿地に多数生育。

226 ヤマノイモ ヤマノイモ 山野に普通に生育する。塊茎は美味で栄養に富んでいる。

227 ヤマブキ バ ラ 低山の明るい林の本陰などに群生する。花弁は5枚。

228 ヨモギ キ ク 草全体に芳香があり,若芽は餅草として餅の中に入れられる。

229 リョウメンシダ シダ植物 谷沿いなどの水分の多い場所に普通に生育する。両面シダの意。

230 ワラビ シダ植物 早春の山野に普通で食用にするが,生食すると下痢する。

231 ワレモコウ ノ`ラ 和名は一説によると,我もこうありたいから。
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