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アオウキクサ（青浮草） ウキクサ科：アオウキクサ属：水草 97
アオキ（青木） ミズキ科：アオキ属：常緑低木 191
アオギリ（青桐） アオギリ科：アオギリ属：落葉高木 182
アオスゲ カヤツリグサ科：スゲ属：多年草 100
アオツヅラフジ（青葛藤） ツヅラフジ科：アオツヅラフジ属：落葉つる性木本132
アオノリュウゼツラン（青の竜舌蘭） リュウゼツラン科：リュウゼツラン属：常緑多年草93
アカカタバミ（赤傍食） カタバミ科：カタバミ属：多年草 61

アカザ（莱） アカザ科：アカザ属：１年草 75
アカネ（茜） アカネ科：アカネ属：多年草 28
アカバナユウゲショウ（赤花夕化粧） アカバナ科：マツヨイグサ属：多年草 50
アカマツ（赤松） マツ科：マツ属：常緑高木 113
アカメガシワ（赤芽槲） トウダイグサ科：アカメガシワ属：落葉高木 170
アキグミ（秋茱茰） グミ科：グミ属：落葉低木 186
アキニレ（秋楡） ニレ科：ニレ属：落葉高木 126

アキノエノコログサ（秋の狗尾草） イネ科：エノコログサ属：１年草 105
アキノノゲシ（秋の野罌粟） キク科：アキノノゲシ属：越年草 26
アケビ（木通） アケビ科：アケビ属：落葉つる性木本 129
アサガオ（朝顔） ヒルガオ科：アサガオ属：１年草 43
アジサイ（紫陽花） ユキノシタ科：アジサイ属：落葉低木 138
アセビ（馬酔木） ツツジ科：アセビ属：常緑小高木 193
アマドコロ（甘野老） ユリ科：アマドコロ属：多年草 91

アマノカワ（天の川） バラ科：サクラ属：落葉低木 159
アメリカ バラ科：サクラ属：落葉小高木 158
アメリカアサガオ ヒルガオ科：サツマイモ属：１年草 45
アメリカセンダングサ キク科：センダングサ属：１年草 21
アメリカデイゴ マメ科：デイゴ属：落葉高木 167
アメリカネナシカズラ ヒルガオ科：ネナシカズラ属：１年生寄生植物 44
アメリカフウロ（アメリカ風露） フウロソウ科：フウロソウ属：１年草 60

アヤメ（菖蒲） アヤメ科：アヤメ属：多年草 82
アラカシ（粗樫） ブナ科：コナラ属：常緑高木 125
アラゲハンゴンソウ キク科：キオン属：越年草 18
アレチヌスビトハギ（荒地盗人萩） マメ科：ヌスビトハギ属：多年草 58
アレチノギク（荒れ地野菊） キク科：ムカシヨモギ属：越年草 16
アレチハナガサ クマツヅラ科：クマツヅラ属：多年草 41
アンズ（杏） バラ科：サクラ属：落葉小高木 146

イシミカワ タデ科：タデ属：つる性１年草 78
イスノキ（柞） マンサク科：イスノキ属：常緑高木 141
イソギク（磯菊） キク科：キク属：多年草 13
イタチハギ（鼬萩） マメ科：イタチハギ属：落葉低木 165
イタドリ（虎杖） タデ科：タデ属：多年草 80
イチジク（無花果） クワ科：イチジク属：落葉低木 128
イチビ アオイ科：イチビ属：１年草 52

イチョウ（銀杏） イチョウ科：イチョウ属：落葉高木 111
イヌガラシ（犬辛子） アブラナ科：イヌガラシ属：多年草 65

イヌコウジュ（犬香需） シソ科：イヌコウジュ属：１年草 37
イヌザンショウ（犬山椒） ミカン科：イヌザンショウ属：落葉低木 168
イヌタデ（犬蓼） タデ科：タデ属：１年草 79
イヌツゲ（犬黄楊） モチノキ科：モチノキ属：常緑小高木 173
イヌビワ（犬枇杷） クワ科：イチジク属：落葉低木 128

イヌホオズキ（犬酸漿） ナス科：ナス属：１年草 39
イヌマキ（犬槇） マキ科：マキ属：常緑高木 112

長洲町の植物リストおよび索引
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イノモトソウ イノモトソウ科：常緑性シダ 216
イモカタバミ（芋傍食） カタバミ科：カタバミ属：多年草 61
イモセ（妹背） バラ科：サクラ属：落葉小高木 152
イロハモミジ（以呂波紅葉） カエデ科：カエデ属：落葉高木 178
イワガネ（岩が根） イラクサ科：ハドノキ属：落葉低木 129
イワガネソウ ホウライシダ科：常緑性シダ 213
イワヒバ クラマゴケ科：常緑性シダ 211

インドハマユウ ヒガンバナ科：ハマオモト属：常緑多年草 87
ウキクサ（浮草） ウキクサ科：ウキクサ属：水草 97
ウコン（鬱金） バラ科：サクラ属：落葉高木 158
ウジョウシダレ（雨情枝垂） バラ科：サクラ属：落葉低木 153
ウスギモクセイ（薄黄木犀） モクセイ科：モクセイ属：常緑小低木 196
ウチワサボテン サボテン科：オプンティア属：多年草 37
ウツギ（空木） ユキノシタ科：ウツギ属：落葉低木 139

ウバメガシ（姥目樫） ブナ科：コナラ属：常緑小高木 124
ウマゴヤシ（馬肥やし） マメ科：ウマゴヤシ属：越年草 56
ウマノアシガタ（馬の脚形） キンポウゲ科：キンポウゲ属：多年草 67
ウメ（梅） バラ科：サクラ属：落葉小高木 147
ウラジロ（裏白） ウラジロ科：常緑性シダ 214
ウラジロチチコグサ キク科：ハハコグサ属：多年草 17
ウラジロノキ（裏白の木） バラ科：ナナカマド属：落葉高木 162

ウラジロモミ（裏白樅） マツ科：モミ属：常緑高木 114
ウリクサ（瓜草） ゴマノハグサ科：ウリクサ属：１年草 32
ウワミズザクラ（上溝桜） バラ科：サクラ属：常緑高木 160
ウンナンオウバイ（雲南黄梅） モクセイ科：ソケイ属：常緑半つる性木本 200
エゴノキ（野莱莉） エゴノキ科：エゴノキ属：落葉高木 196
エドヒガン（江戸彼岸） バラ科：サクラ属：落葉高木 151
エノキ（榎） ニレ科：エノキ属：落葉高木 127

エノキグサ（榎草） トウダイグサ科：エノキグサ属：１年草 54
エノコログサ（狗尾草） イネ科：エノコログサ属：１年草 105
エビヅル（海老蔓） ブドウ科：ブドウ属：落葉つる性木本 98
オウゴンクジャクヒバ ヒノキ科：ヒノキ属：常緑小低木 116
オウバイ（黄梅） モクセイ科：ソケイ属：落葉半つる性木本 200
オオアレチノギク（大荒れ地野菊） キク科：ムカシヨモギ属：越年草 15
オオイタビ クワ科：イチジク属：常緑つる性木本 129

オオイヌノフグリ（大犬の陰嚢） ゴマノハグサ科：クワガタソウ属：越年草 33
オオエノコログサ（大狗尾草） イネ科：エノコログサ属：１年草 105
オオオナモミ キク科：オナモミ属：１年草 22
オオカナダモ トチカガミ科：オオカナダモ属：多年草 98
オオカンザクラ（大寒桜） バラ科：サクラ属：落葉高木 148
オオキンケイギク（大金鶏菊） キク科：ハルジャギク属：多年草 16
オオジシバリ（大地縛り） キク科：ニガナ属：多年草 24

オオシマザクラ（大島桜） バラ科：サクラ属：落葉高木 154
オオデマリ（大手毬） スイカズラ科：ガマズミ属：落葉低木 208

オオトキワツユクサ（大常磐露草） ツユクサ科：ツユクサ属：多年草 95
オオニシキソウ（大錦草） トウダイグサ科：１年草 54
オオバギボウシ（大葉擬宝珠） ユリ科：ギボウシ属：多年草 90
オオバコ（大葉子） オオバコ科：オオバコ属：多年草 30
オオバベニガシワ（大葉紅槲） トウダイグサ科：オオバベニガシワ属：落葉低木171

オオフサモ アリノトオグサ科：フサモ属：多年生水生植物 50
オオブタクサ（大豚草） キク科：ブタクサ属：１年草 22
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オオベニタデ（大紅蓼） タデ科：タデ属：１年草 79
オオマツヨイグサ（大待宵草） アカバナ科：マツヨイグサ属：越年草 49
オオヤエクチナシ(大八重山梔子） アカネ科：クチナシ属：常緑低木 204
オオヤマザクラ（大山桜） バラ科：サクラ属：落葉高木 159
オガタマノキ（招霊の木） モクレン科：オガタマノキ属：常緑高木 135
オカトラノオ（岡虎の尾） サクラソウ科：オカトラノオ属：多年草 35
オカヒジキ（陸鹿尾菜） アカザ科：オカヒジキ属：１年草 76

オカメザクラ（おかめ桜） バラ科：サクラ属：落葉低木 147
オカメザサ（阿亀笹） イネ科：オカメザサ属：常緑性竹 118
オギ イネ科：ススキ属：多年草 107
オキジムシロ バラ科：キジムシロ属：越年草 62
オキナグサ（翁草） キンポウゲ科：オキナグサ属：多年草 69
オシロイバナ オシロイバナ科：多年草 74
オッタチカタバミ カタバミ科：カタバミ属：多年草 62

オドリコソウ（踊り子草） シソ科：オドリコソウ属：多年草 38
オニグルミ（鬼胡桃） クルミ科：クルミ属：落葉低木 123
オニタビラコ（鬼田平子） キク科：オニタビラコ属：越年草 25
オニドコロ（鬼野老） ヤマノイモ科：ヤマノイモ属：つる性多年草 85
オニノゲシ（鬼野罌粟） キク科：ノゲシ属：越年草 25
オニユリ（鬼百合） ユリ科：ユリ属：多年草 89
オヒシバ（尾日芝） イネ科：オヒシバ属：１年草 103

オモイガワ（思川） バラ科：サクラ属：落葉小高木 155
オモト（七年青） ユリ科：オモト属：多年草 93
オランダミミナグサ（和蘭耳菜草） ナデシコ科：ミミナグサ属：越年草 70
カイズカイブキ（貝塚伊吹） ヒノキ科：ビャクシン属：常緑高木 117
ガガイモ ガガイモ科：ガガイモ属：つる性多年草 45
カキツバタ（杜若） アヤメ科：アヤメ属：多年草 82
ガクアジサイ（萼紫陽花） ユキノシタ科：アジサイ属：落葉低木 138

カクレミノ（隠蓑） ウコギ科：カクレミノ属：常緑高木 189
カジイチゴ（構苺） バラ科：キイチゴ属：落葉低木 143
カタバミ（傍食） カタバミ科：カタバミ属：多年草 60
カナメモチ（要黐） バラ科：カナメモチ属：常緑高木 162
カナリーヤシ（別名：フェニックス） ヤシ科：ナツメヤシ属：常緑高木 121
カニクサ フサシダ科：夏緑性シダ 214
ガマズミ スイカズラ科：ガマズミ属：落葉低木 207

カヤツリグサ（蚊帳吊草） カヤツリグサ科：カヤツリグサ属：１年草 99
カラクサナズナ（唐草薺） アブラナ科：カラクサナズナ属：１年草 66
カラスウリ（烏瓜） ウリ科：カラスウリ属：落葉つる性多年草 27
カラスザンショウ（烏山椒） ミカン科：イヌザンショウ属：落葉高木 169
カラスノエンドウ（烏野豌豆） マメ科：ソラマメ属：つる性越年草 58
カラスムギ（烏麦） イネ科：カラスムギ属：１年草 101
カラタチ ミカン科：カラタチ属：落葉小高木 168

カラタチバナ（唐橘） ヤブコウジ科：ヤブコウジ属：常緑低木 195
カラタネオガタマ（唐種招霊） モクレン科：オガタマノキ属：常緑小高木 135

カラムシ（茎蒸） イラクサ科：カラムシ属：多年草 80
カリン（花梨） バラ科：ボケ属：落葉小高木 161
カワヂシャ（川ぢしゃ） ゴマノハグサ科：クワガタソウ属：越年草 34
カワヅザクラ（河津桜） バラ科：サクラ属：落葉低木 146
カワヤナギ（川柳） ヤナギ科：ヤナギ属：落葉低木 122

カンザン（関山） バラ科：サクラ属：落葉小高木 157
カンノンチク（観音竹） ヤシ科：カンノンチク属：常緑低木 120
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カンヒザクラ（寒緋桜） バラ科：サクラ属：落葉低木 150
キキョウ（桔梗） キキョウ科：キキョウ属：多年草 26
キキョウソウ（桔梗草） キキョウ科：キキョウソウ属：１年草 27
キクモモ（菊桃） バラ科：サクラ属：落葉低木 154
ギシギシ タデ科：ギシギシ属：多年草 77
キショウブ（黄菖蒲） アヤメ科：アヤメ属：多年草 83
キソケイ（黄素馨） モクセイ科：ソケイ属：常緑低木 199

キダチアロエ アロエ科：常緑多年草 94
キダチチョウセンアサガオ ナス科：チョウセンアサガオ属：常緑低木 204
キダチニンドウ（木立忍冬） スイカズラ科：スイカズラ属：常緑つる性木本206
キヅタ（木蔦） ウコギ科：キヅタ属：常緑つる性 189
キツネアザミ（狐薊） キク科：キツネアザミ属：越年草 23
キツネノボタン（狐の牡丹） キンポウゲ科：キンポウゲ属：越年草 68
キツネノマゴ（狐の孫） キツネノマゴ科：キツネノマゴ属：１年草 31

キミガヨラン（君が代蘭） イトラン科：ユッカ属：常緑性木本 179
キャラボク（伽羅木） イチイ科：イチイ属：常緑低木 111
キュウリグサ（胡瓜草） ムラサキ科：キュウリグサ属：越年草 42
ギョイコウ（御衣黄） バラ科：サクラ属：落葉小高木 156
ギョウギシバ（行儀芝） イネ科：ギョウギシバ属：多年草 104
キョウチクトウ（夾竹桃） キョウチクトウ科：キョウチクトウ属：常緑低木200
キランソウ（金瘡小草） シソ科：キランソウ属：多年草 38

キンギョソウ ゴマノハグサ科：キンギョソウ属：越年草 32
キンミズヒキ（金水引） バラ科：キンミズヒキ属：多年草 63
キンモクセイ（金木犀） モクセイ科：モクセイ属：常緑高木 196
ギンヨウアカシア（銀葉アカシア） マメ科：アカシア属：常緑小高木 164
ギンリョウソウ（銀竜草） イチャクソウ科：ギンリョウソウ属：腐生植物 46
クグガヤツリ カヤツリグサ科：カヤツリグサ属：１年草 100
クコ（枹杞） ナス科：クコ属：落葉低木 203

クサイ（草藺） イグサ科：イグサ属：多年草 93
クサイチゴ（草苺） バラ科：キイチゴ属：落葉低木 144
クサギ（臭木） クマツヅラ科：クサギ属：落葉小高木 202
クサネム（草合歓） マメ科：クサネム属：１年草 59
クズ（葛） マメ科：グズ属：落葉つる性多年草 59
クスドイゲ イイギリ科：クスドイゲ属：常緑低木 185
クスノキ（楠） クスノキ科：クスノキ属：常緑高木 136

クチナシ（山梔子） アカネ科：クチナシ属：常緑低木 205
クヌギ（櫟） ブナ科：コナラ属：落葉高木 123
クリ（栗） ブナ科：クリ属：落葉高木 125
クロガネモチ（黒鉄黐） モチノキ科：モチノキ属：常緑高木 174
クロキ（黒木） ハイノキ科：ハイノキ属：常緑高木 195
クロマツ（黒松） マツ科：マツ属：常緑高木 113
クワ（桑・山桑） クワ科：クワ属：落葉高木 128

クワクサ（桑草） クワ科：クワクサ属：１年草 30
ケカモノハシ（毛鴨の嘴） イネ科：カモノハシ属：多年草 108

ケキツネノボタン（毛狐の牡丹） キンポウゲ科：キンポウゲ属：越年草 68
ケチョウセンアサガオ ナス科：チョウセンアサガオ属：多年草 40
ゲッケイジュ（月桂樹） クスノキ科：ケッケイジュ属：常緑高木 138
ケヤキ（欅） ニレ科：ケヤキ属：落葉高木 127
ゲンゲ（紫雲英・蓮華草） マメ科：ゲンゲ属：越年草 55

ゲンノショウコ（現の証拠） フウロソウ科：フウロソウ属：多年草 60
ケンロクエンキクザクラ（兼六園菊桜）バラ科：サクラ属：落葉小高木 160
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コアカザ（小莱） アカザ科：アカザ属：１年草 75
コウカ（紅華） バラ科：サクラ属：落葉小高木 158
コウホネ（河骨） スイレン科：コウホネ属：多年草 42
コケオトギリ（苔弟切） オトギリソウ科：ヒメオトギリ属：多年草 52
コシダ ウラジロ科：常緑性シダ 214
コシノヒガン（越の彼岸） バラ科：サクラ属：落葉高木 150
コセンダングサ（小栴檀草） キク科：センダングサ属：１年草 21

コデマリ（小手毬） バラ科：シモツケ属：落葉低木 144
コナスビ（小茄子） サクラソウ科：オカトラノオ属：多年草 35
コニシキソウ（小錦草） トウダイグサ科：トウダイグサ属：１年草 53
コノテガシワ（児の手柏） ヒノキ科：クロベ属：常緑高木 116
コバギボウシ（小葉擬宝珠） ユリ科：ギボウシ属：多年草 90
コハコベ（小繁縷） ナデシコ科：ハコベ属：１年草 71
コバノガマズミ（小葉の莢ズミ） スイカズラ科：ガマズミ属：落葉低木 207

コブシ（辛夷） モクレン科：モクレン属：落葉高木 133
コマツヨイグサ（小待宵草） アカバナ科：マツヨイグサ属：１年草 49
コマユミ（小真弓） ニシキギ科：ニシキギ属：落葉低木 176
コミカンソウ（小蜜柑草） トウダイグサ科：コミカンソウ属：１年草 55
コメツブツメクサ（米粒詰草） マメ科：シャジクソウ属：１年草 56
コモチマンネングサ（子持ち七年草） ベンケイソウ科：キリンソウ属：多年草 64
ゴヨウマツ（五葉松） マツ科：マツ属：常緑高木 113

ゴンズイ（権萃） ミツバウツギ科：ゴンズイ属：落葉小高木 178
ザイフリボク（采振り木） バラ科：ザイフリボク属：落葉小高木 162
サカキ（榊） ツバキ科：サカキ属：常緑高木 184
ザクロ（石榴） ザクロ科：ザクロ属：落葉小高木 187
サザンカ（紅・白） ツバキ科：ツバキ属：常緑小高木 183
サザンカ（山茶花） ツバキ科：ツバキ属：常緑小高木 182
サツキ（皐月） ツツジ科：ツツジ属：常緑低木 192

サネカズラ（実葛） モクレン科：サネカズラ属：常緑つる性木本 135
サラサウツギ ユキノシタ科：落葉低木 139
サルスベリ（百日紅） ミソハギ科：サルスベリ属：落葉小高木 187
サルトリイバラ（猿取茨） ユリ科：サルトリイバラ属：落葉つる性木本 119
サンゴジュ（珊瑚樹） スイカズラ科：ガマズミ属：常緑高木 208
サンシュユ（山茱萸） ミズキ科：ミズキ属：落葉小高木 190
サンショウ（山椒） ミカン科：サンショウ属：落葉低木 168

サンバガワフユザクラ（三波川冬桜） バラ科：サクラ属：落葉小高木 148
シイモチ（椎黐） モチノキ科：モチノキ属：常緑高木 175
シオン（紫苑） キク科：シオン属：多年草 14
シキミ（樒） シキミ科：シキミ属：常緑小高木 136
ジシバリ(地縛り） キク科：ニガナ属：多年草 24
シダレウメ（枝垂れ梅） バラ科：サクラ属：落葉小高木 146
シダレザクラ（枝垂桜） バラ科：サクラ属：落葉小高木 153

シダレヤナギ（枝垂柳） ヤナギ科：ヤナギ属：落葉高木 122
シデコブシ モクレン科：モクレン属：落葉小高木 134

シナサワグルミ（支那沢胡桃） クルミ科：サワグルミ属：落葉高木 123
シナヒイラギ モチノキ科：モチノキ属：常緑低木～小高木 175
シナレンギョウ（支那連翹） モクセイ科：レンギョウ属：落葉低木 199
シマカンギク（別名：アブラギク） キク科：キク属：多年草 13
シマトネリコ モクセイ科：トネリコ属：半落葉高木 198

シモツケ（下野） バラ科：シモツケ属：落葉低木 144
シャガ（射干） アヤメ科：アヤメ属：常緑多年草 84
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シャシャンボ（小小ん坊） ツツジ科：スノキ属：常緑小高木 193
ジャノヒゲ（蛇の鬚） ユリ科：ヤブラン属：多年草 92
ジャノメエリカ ツツジ科：エリカ属：常緑低木 193
シャリンバイ（車輪梅） バラ科：シャリンバイ属：常緑低木 161
シュウカイドウ（秋海棠） シュウカイドウ科：シュウカイドウ属：多年草 40
ジュウガツサクラ（１０月桜） バラ科：サクラ属：落葉低木～小高木 145
ジュズダマ（数珠玉） イネ科：ジュズダマ属：多年草 106

シュロ（棕櫚） ヤシ科：シュロ属：常緑高木 120
シュロガヤツリ カヤツリグサ科：カヤツリグサ属：多年草 99
シュロチク ヤシ科：シュロ属：常緑低木 119
シュンラン（春蘭） ラン科：シュンラン属：多年草 81
ショウゲツ（松月） バラ科：サクラ属：落葉高木 156
ショウジョウソウ トウダイグサ科：１年草 54
ショウタイマツ（小岱松） マツ科：マツ属：常緑小高木 114

ショウブ（菖蒲） サトイモ科：ショウブ属：多年草 36
シラカシ（白樫） ブナ科：コナラ属：常緑高木 125
シラン（紫蘭） ラン科：シラン属：多年草 82
シリブカガシ（尻深樫） ブナ科：マテバシイ属：常緑高木 126
シロガネヨシ（白銀葦） イネ科：シロガネヨシ属：多年草 108
シロザ アカザ科：アカザ属：１年草 74
シロタエ（白妙） バラ科：サクラ属：落葉小高木 157

シロダモ（白だも） クスノキ科：シロダモ属：常緑高木 137
シロツメクサ（白詰草） マメ科：シャジクソウ属：多年草 56
シロノセンダングサ キク科：センダングサ属：１年草 21
シロバナサクラタデ（白花桜蓼） タデ科：タデ属：多年草：雌雄異株 79
シロバナタンポポ（白花蒲公英） キク科：タンポポ属：多年草 23
シロバナマンジュシャゲ ヒガンバナ科：ヒガンバナ属：多年草 86
シロミナンテン（白実南天） メギ科：ナンテン属：常緑低木 131

ジンダイアケボノ（神代曙） バラ科：サクラ属：落葉高木 152
ジンチョウゲ（沈丁花） ジンチョウゲ科：ジンチョウゲ属：常緑低木 185
スイカズラ（忍冬） スイカズラ科：スイカズラ属：半落葉つる性木本205
スイセンアヤメ（水仙菖蒲） アヤメ科：スパクラシス属：多年草 84
スイバ（酸葉） タデ科：ギシギシ属：多年草 76
スイフヨウ（酔芙蓉） アオイ科：フヨウ属：落葉低木 181
スギ（杉） スギ科：スギ属：常緑高木 115

スギナ トクサ科：夏緑性シダ 211
ススキ イネ科：ススキ属：多年草 107
スズメノエンドウ（雀野豌豆） マメ科：ソラマメ属：つる性越年草 58
スズメノカタビラ（雀の帷子） イネ科：イチゴツナギ属：越年草 101
スズランノキ ツツジ科：落葉低木 194
スダジイ ブナ科：シイノキ属：常緑高木 124
スノーフレーク ヒガンバナ科：スノーフレーク属：多年草 87

スベリヒユ（滑りヒユ） スベリヒユ科：多肉質１年草 72
スミレ（菫） スミレ科：スミレ属：多年草 51

スモモ（酸桃） バラ科：サクラ属：落葉小高木 149
セイタカアワダチソウ（背高泡立草） キク科：アキノキリンソウ属：多年草 16
セイバンモロコシ（西蕃蜀黍） イネ科：モロコシ属：多年草 108
セイヨウアブラナ（西洋油菜） アブラナ科：アブラナ属：１年草 65
セイヨウタンポポ（西洋蒲公英） キク科：タンポポ属：多年草 23

セイヨウヒイラギナンテン（西洋柊南天）メギ科：ヒイラギナンテン属：常緑低木 132
セイヨウミザクラ（西洋ミザクラ） バラ科：サクラ属：落葉小高木 149

235



植　物　名 科　　　属 頁

長洲町の植物リストおよび索引

セリ（芹） セリ科：セリ属：多年草 47
センダン（栴檀） センダン科：センダン属：落葉高木 169
センダングサ（栴檀草） キク科：センダングサ属：１年草 20
センナリホオズキ（千成酸漿） ナス科：ホオズキ属：１年草 39
センニンソウ（仙人草） キンポウゲ科：センニンソウ属：落葉つる性 69
センリョウ（千両） センリョウ科：センリョウ属：常緑低木 121
ソクズ スイカズラ科：ニワトコ属：多年草 28

ソテツ（蘇鉄） ソテツ科：ソテツ属：常緑低木 111
ソメイヨシノ（染井吉野） バラ科：サクラ属：落葉小高木 155
ソヨゴ（冬青） モチノキ科：モチノキ属：常緑高木 174
タイサンボク（泰山木） モクレン科：モクレン属：常緑高木 134
タイトゴメ（大唐米） ベンケイソウ科：キリンソウ属：多年草 64
タイリョウザクラ（大漁桜） バラ科：サクラ属：落葉小高木 148
タオヤメ（手弱女） バラ科：サクラ属：落葉小高木 159

タカサゴユリ（高砂百合） ユリ科：ユリ属：多年草 88
タカサブロウ キク科：タカサブロウ属：１年草 20
タカノハススキ イネ科：ススキ属：多年草 106
タガラシ（田辛し） キンポウゲ科：キンポウゲ属：越年草 68
タチイヌノフグリ（立犬の陰嚢） ゴマノハグサ科：クワガタソウ属：越年草 33
タチシノブ ホウライシダ科：常緑性シダ 216
タチツボスミレ（立坪菫） スミレ科：スミレ属：多年草 51

タチバナモドキ バラ科：トキワサンザシ属：常緑低木 163
タニウツギ（谷空木） スイカズラ科：タニウツギ属：落葉低木 206
タネツケバナ（種漬花） アブラナ科：タネツケバナ属：越年草 67
タブノキ（椨の木） クスノキ科：タブノキ属：常緑高木 137
タマシダ タマシダ科：常緑性シダ 215
タマスダレ（玉簾） ヒガンバナ科：タマスダレ属：多年草 88
タラノキ（楤の木） ウコギ科：タラノキ属：落葉低木 188

タラヨウ（多羅葉） モチノキ科：モチノキ属：常緑高木 175
タンキリマメ（痰切り豆） マメ科：タンキリマメ属：つる性多年草 59
ダンチク（暖竹） イネ科：ダンチク属：常緑多年草 102
チガヤ（茅） イネ科：チガヤ属：多年草 104
チカラシバ（力芝） イネ科：チカラシバ属：多年草 104
チシャノキ（萵苣の木） ムラサキ科：チシャノキ属：落葉高木 201
チチコグサモドキ（父子草擬） キク科：ハハコグサ属：越年草 17

チドメグサ（血止草） セリ科：チドメグサ属：多年草 49
チャガヤツリ（茶蚊帳吊） カヤツリグサ科：カヤツリグサ属：１年草 99
チャノキ（茶の木） ツバキ科：チャノキ属：常緑低木 183
チャンチン（香椿） センダン科：チャンチン属：落葉高木 170
チョウセンマキ（朝鮮槇） イヌガヤ科：イヌガヤ属：常緑低木 112
チョウセンレンギョウ（朝鮮連翹） モクセイ科：レンギョウ属：落葉低木 199
ツクシイバラ（筑紫薔薇） バラ科：バラ属：落葉低木 142

ツゲ（黄楊） ツゲ科：ツゲ属：常緑低木～小高木 171
ツタ（蔦） ブドウ科：ツタ属：落葉つる性木本 180

ツバキカンザクラ（椿寒桜） バラ科：サクラ属：落葉小高木 147
ツブラジイ（円ら椎） ブナ科：シイノキ属：常緑高木 124
ツボクサ（壺草） セリ科：ツボクサ属：多年草 48
ツボミオオバコ（蕾大葉子） オオバコ科：オオバコ属：越年草 30
ツメクサ（爪草） ナデシコ科：ツメクサ属：越年草 70

ツユクサ（露草） ツユクサ科：ツユクサ属：１年草 95
ツルウメモドキ（蔓梅擬） ニシキギ科：ツルウメモドキ属：落葉つる性木本177
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ツルドクダミ（蔓蕺草） タデ科：タデ属：つる性多年草 80
ツルナ（蔓菜） ツルナ科：多年草 72
ツルニチニチソウ キョウチクトウ科：ツルニチニチソウ属：つる性常緑多年草28
ツルボ（蔓穂） ユリ科：ツルボ属：多年草 89
ツルヨシ（蔓葦） イネ科：ヨシ属：多年草 102
ツワブキ（石蕗） キク科：ツワブキ属：多年草 19
テイカカズラ（定家葛） キョウチクトウ科：テイカカズラ属：常緑つる性木本201

テッポウユリ ユリ科：ユリ属：多年草 88
テリハツルウメモドキ（照葉つるうめもどき）ニシキギ科：ツウメモドキ属：常緑つる性木本178
テリハノイバラ（照葉の薔薇） バラ科：バラ属：落葉低木 142
トウカエデ（唐楓） カエデ科：カエデ属：落葉高木 179
トウグミ（唐茱萸） グミ科：グミ属：落葉低木 187
トウダイグサ トウダイグサ科：トウダイグサ属：越年草 53
トウバナ（塔花） シソ科：トウバナ属：多年草 38

トキワサンザシ（常磐山樝子） バラ科：トキワサンザシ属：常緑低木 163
トキワススキ（常磐薄） イネ科：ススキ属：多年草 107
トキワツユクサ（常磐露草） ツユクサ科：ツユクサ属：常緑多年草 95
トキワハゼ（常磐はぜ） ゴマノハグサ科：サギゴケ属：多年草 34
トクサ（砥草） トクサ科：常緑性シダ 211
ドクダミ ドクダミ科：多年草 81
トベラ（扉・海桐花） トベラ科：トベラ属：常緑低木 139

ナガミヒナゲシ（長実雛罌粟） ケシ科：ケシ属：１年草 31
ナギイカダ ユリ科：ナギイカダ属：常緑小低木 119
ナギナタガヤ（薙刀茅） イネ科：ウシノケグサ属：越年草 101
ナズナ（薺） アブラナ科：ナズナ属：越年草 66
ナツグミ（夏茱萸） グミ科：グミ属：落葉小高木 186
ナツズイセン（夏水仙） ヒガンバナ科：ヒガンバナ属：多年草 86
ナツツバキ（夏椿） ツバキ科：ナツツバキ属：落葉高木 183

ナツフジ（夏藤） マメ科：フジ属：落葉つる性木本 166
ナナミノキ（丂実の木） モチノキ科：モチノキ属：常緑高木 173
ナワシログミ（苗代茱萸） グミ科：グミ属：常緑低木 186
ナンキンハゼ（南京黄櫨） トウダイグサ科：シラキ属：落葉高木 171
ナンテン（南天） メギ科：ナンテン属：常緑低木 130
ニオイバンマツリ（匂蕃茉莉） ナス科：バンマツリ属：常緑低木 203
ニシキギ（錦木） ニシキギ科：落葉低木 176

ニシキソウ（錦草） トウダイグサ科：１年草 53
ニワウルシ（庭漆） ニガキ科：ニワウルシ属：落葉高木 169
ニワゼキショウ（庭石菖） アヤメ科：ニワゼキショウ属：多年草 85
ヌルデ（白膠木） ウルシ科：ウルシ属：落葉小高木 172
ネコハギ（猫萩） マメ科：ハギ属：多年草 57
ネコヤナギ（猫柳） ヤナギ科：ヤナギ属：落葉低木 121
ネジバナ（捩花） ラン科：ネジバナ属：多年草 81

ネズミモチ（鼠黐） モクセイ科：イボタノキ属：常緑高木 197
ネムノキ（合歓の木） マメ科：ネムノキ属：落葉高木 164

ノアザミ（野薊） キク科：アザミ属：多年草 22
ノイバラ（野茨） バラ科：バラ属：落葉低木 142
ノウゼンカズラ ノウゼンカズラ科：ノウゼンカズラ属：つる性落葉低木204
ノカンゾウ（野萱草） ユリ科：ワスレグサ属：多年草 91
ノキシノブ ウラボシ科：常緑性シダ 212

ノゲシ（野罌粟） キク科：ノゲシ属：越年草 25
ノコンギク（野紺菊） キク科：シオン属：多年草 14

237



植　物　名 科　　　属 頁

長洲町の植物リストおよび索引

ノシラン ユリ科：ジャノヒゲ属：多年草 92
ノブドウ（野葡萄） ブドウ科：ノブドウ属：落葉つる性木本 179
ノボタン ノボタン科：ノボタン属：落葉低木 188
ノボロギク（野襤褸菊） キク科：キオン属：１年草 18
ノミノツヅリ（蚤の綴り） ナデシコ科：ノミノツヅリ属：越年草 70
ハキダメギク（掃溜菊） キク科：コゴメギク属：１年草 20
ハクサンボク（白山木） スイカズラ科：ガマズミ属：常緑低木 208

ハクチョウゲ（白丁花） アカネ科：ハクチョウゲ属：常緑小低木 205
ハグマノキ ウルシ科：ハグマノキ属：常緑低木 173
ハクモクレン（白木蓮） モクレン科：モクレン属：落葉高木 133
ハコネウツギ（箱根空木） スイカズラ科：タニウツギ属：落葉高木 206
ハコベ（繁縷） ナデシコ科：ハコベ属：越年草 71
ハゼノキ（櫨の木） ウルシ科：ウルシ属：落葉高木 172
ハゼラン スベリヒユ科：ハゼラン属：１年草 41

ハナカイドウ（花海棠） バラ科：リンゴ属：落葉低木～小高木 160
ハナショウブ（花菖蒲） アヤメ科：アヤメ属：多年草 83
ハナズオウ（花蘇芳） マメ科：ハナズオウ属：落葉低木 164
ハナセンナ マメ科：カワラケツメイ属：常緑低木 167
ハナゾノツクバネウツギ スイカズラ科：ツクバネウツギ属：常緑低木 207
ハナミズキ（花水木） ミズキ科：ミズキ属：落葉高木 190
ハナモモ（花桃） バラ科：サクラ属：落葉小高木 149

ハハコグサ（母子草） キク科：ハハコグサ属：越年草 17
ハマウド（浜独活） セリ科：シシウド属：多年草 46
ハマオモト（別名：ハマユウ） ヒガンバナ科：ハマオモト属：常緑多年草 87
ハマゴウ（浜栲・浜香） クマツヅラ科：ハマゴウ属：落葉小低木 202
ハマスゲ（浜菅） カヤツリグサ科：カヤツリグサ属：多年草 100
ハマダイコン（浜大根） アブラナ科：ダイコン属：越年草 67
ハマナデシコ（浜撫子） ナデシコ科：ナデシコ属：多年草 71

ハマヒサカキ（浜非榊） ツバキ科：ヒサカキ属：常緑低木 185
ハマヒルガオ（浜昼顔） ヒルガオ科：ヒルガオ属：つる性多年草 42
ハママンネングサ（浜七年草） ベンケイソウ科：ハママンネングサ属：多年草 65
ハラン（葉蘭） ハラン科：ハラン属：常緑多年草 94
ハリエンジュ（針槐） マメ科：ハリエンジュ属：落葉高木 166
ハリビユ ヒユ科：ヒユ属：１年草 73
ヒイラギ（柊） モクセイ科：モクセイ属：常緑高木 197

ヒイラギナンテン（柊南天） メギ科：ヒイラギナンテン属：常緑低木 131
ヒイラギモクセイ（柊木犀） モクセイ科：モクセイ属：常緑小高木 197
ヒオウギスイセン（檜扇水仙） アヤメ科：クロコスミア属：多年草 83
ヒカゲイノコヅチ（日陰猪子槌） ヒユ科：イノコヅチ属：多年草 73
ヒガンバナ（彼岸花） ヒガンバナ科：ヒガンバナ属：多年草 86
ヒサカキ（非榊・姫榊） ツバキ科：ヒサカキ属：常緑小高木 184
ヒシ（菱） ヒシ科：ヒシ属：１年草 50

ヒトエノニワザクラ バラ科：サクラ属：落葉低木 151
ヒトツバ（一つ葉） ウラボシ科：常緑性シダ 212

ヒトツバタゴ モクセイ科：ヒトツバタゴ属：落葉高木 198
ヒナタイノコヅチ（日向猪子槌） ヒユ科：イノコヅチ属：多年草 73
ヒノキ（檜） ヒノキ科：ヒノキ属：常緑高木 116
ヒマラヤスギ マツ科：ヒマラヤスギ属：常緑高木 114
ヒマラヤユキノシタ ユキノシタ科：ベルゲニア属：常緑多年草 63

ヒメウズ（姫鳥頭） キンポウゲ科：ヒメウズ属：多年草 69
ヒメガマ（姫蒲） ガマ科：ガマ属：多年草 98
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ヒメコバンソウ（姫小判草） イネ科：コバンソウ属：１年草 103
ヒメジョオン（姫女苑） キク科：ムカシヨモギ属：越年草 15
ヒメハギ（姫萩） ヒメハギ科：ヒメハギ属：多年草 52
ヒメヒオウギスイセン（姫檜扇水仙） アヤメ科：モンドブレチア属：多年草 84
ヒメマサキ（姫柾） ニシキギ科：マサキ属：常緑低木 177
ヒメムカシヨモギ（姫昔蓬） キク科：ムカシヨモギ属：越年草 15
ヒャクニチソウ（百日草） キク科：ヒャクニチソウ属：１年草 26

ヒュウガミズキ（日向水木） マンサク科：トサミズキ属：落葉低木 140
ヒヨドリジョウゴ（鵯上戸） ナス科：ナス属：落葉つる性多年草 39
ヒヨドリバナ（鵯花） キク科：フジバカマ属：多年草 19
ヒラドツツジ（平戸躑躅） ツツジ科：ツツジ属：常緑低木 192
ヒルガオ（昼顔） ヒルガオ科：ヒルガオ属：つる性多年草 43
ビロウ（檳榔） ヤシ科：ビロウ属：常緑高木 120
フイリアオキ（斑入り青木） ミズキ科：アオキ属：常緑低木 191

フウセントウワタ（風船唐綿） ガガイモ科：フウセントウワタ属：多年草 46
フキ（蕗） キク科：フキ属：多年草 18
フゲンゾウ（普賢像） バラ科：サクラ属：落葉低木 155
フジ（藤） マメ科：フジ属：落葉つる性木本 163
ブッソウゲ（仏桑花） アオイ科：フヨウ属：常緑低木 181
フユイチゴ（冬苺） バラ科：キイチゴ属：常緑つる性木本 143
フヨウ（芙蓉） アオイ科：フヨウ属：落葉低木 180

フラサバソウ ゴマノハグサ科：クワガタソウ属：越年草 34
ブラシノキ（錦宝樹） フトモモ科：ブラシノキ属：常緑小高木 188
ヘクソカズラ（屁糞葛） アカネ科：ヘクソカズラ属：つる性多年草 29
ベニシダ（紅羊歯） オシダ科：常緑性シダ 216
ベニバナトキワマンサク マンサク科：トキワマンサク属：常緑小高木 140
ベニバナハナミズキ（紅花花水木） ミズキ科：ミズキ属：落葉高木 191
ベニバナボロギク（紅花襤褸菊） キク科：ベニバナボロギク属：１年草 19

ベニユタカ（紅豊） バラ科：サクラ属：落葉高木 157
ヘビイチゴ（蛇苺） バラ科：ヘビイチゴ属：多年草 62
ホウキギ（箒木） アカザ科：ホウキギ属：１年草 76
ホウライチク（蓬莱竹） イネ科：ホウライチク属：常緑性竹 118
ホオズキ（酸漿） ナス科：ホオズキ属：多年草 40
ホオノキ（朴の木） モクレン科：モクレン属：落葉高木 133
ボケ（木瓜） バラ科：ボケ属：落葉低木 161

ホシアサガオ ヒルガオ科：サツマイモ属：１年草 43
ホシダ ヒメシダ科：常緑性シダ 213
ホソバツルノゲイトウ ヒユ科：ヒユ属：多年草 74
ホソバヒイラギナンテン（細葉柊南天）メギ科：ヒイラギナンテン属：常緑低木 131
ホタルブクロ（蛍袋） キキョウ科：ホタルブクロ属：多年草 27
ボタンクサギ（牡丹臭木） クマツヅラ科：クサギ属：落葉低木 202
ホテイアオイ（布袋葵） ミズアオイ科：ホテイアオイ属：多年生水草 97

ホトケノザ（仏の座） シソ科：オドリコソウ属：多年草 37
ホトトギス（杜鵑草） ユリ科：ホトトギス属：多年草 89

ホラシノブ ホングウシダ科：常緑性シダ 215
ホルトノキ ホルトキノ科：ホルトキノ属：常緑高木 180
マコモ（真菰） イネ科：マコモ属：多年草 103
マサキ（柾） ニシキギ科：ニシキギ属：常緑小高木 177
マダケ（真竹） イネ科：マダケ属：常緑多年生竹 117

マツバウンラン ゴマノハグサ科：ウンラン属：越年草 32
マツバゼリ セリ科：マツバゼリ属：１年草 47
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マテバシイ ブナ科：マテバシイ属：常緑高木 126
ママコノシリヌグイ（継子の尻拭い） タデ科：タデ属：１年草 78
マムシグサ（蝮草） サトイモ科：テンナンショウ属：多年草 36
マメグンバイナズナ（豆軍配薺） アブラナ科：グンバイナズナ属：越年草 66
マメヅタ（豆蔦） ウラボシ科：常緑性シダ 212
マユミ（真弓） ニシキギ科：ニシキギ属：落葉高木 176
マルバツユクサ（丸葉露草） ツユクサ科：ツユクサ属：１年草 94

マルバハギ（丸葉萩） マメ科：ハギ属：落葉低木 166
マンサク（満作） マンサク科：マンサク属：落葉小高木 140
マンリョウ（七両） ヤブコウジ科：ヤブコウジ属：常緑低木 194
ミズヒキ（水引） タデ科：タデ属：多年草 77
ミゾソバ（溝蕎麦） タデ科：タデ属：１年草 78
ミソハギ（禊萩） ミソハギ科：ミソハギ属：多年草 51
ミチヤナギ（道柳） タデ科：タデ属：１年草 77

ミツバ（三葉） セリ科：ミツバ属：多年草 47
ミツバアケビ（三葉木通） アケビ科：アケビ属：落葉つる性木本 130
ミヤギノハギ（宮城野萩） マメ科：ハギ属：落葉低木 165
ムクゲ（木槿） アオイ科：フヨウ属：落葉低木 181
ムクノキ（椋の木） ニレ科：ムクノキ属：落葉高木 127
ムサシアブミ サトイモ科：テンナンショウ属：多年草 36
ムシクサ（虫草） ゴマノハグサ科：クワガタソウ属：１年草 33

ムベ（郁子・野木瓜） アケビ科：ムベ属：常緑つる性木本 130
ムラサキアカザ（紫菜） アカザ科：アカザ属：１年草 75
ムラサキカタバミ（紫傍食） カタバミ科：カタバミ属：多年草 61
ムラサキケマン（紫華鬘） ケシ科：キケマン属：多年草 31
ムラサキゴテン（紫御殿） ツユクサ科：ムラサキツユクサ属：常緑多年草 96
ムラサキシキブ（紫式部） クマツヅラ科：ムラサキシキブ属：落葉低木 201
ムラサキツユクサ（紫露草） ツユクサ科：ムラサキツユクサ属：１年草 96

メキシコマンネングサ ベンケイソウ科：キリンソウ属：多年草 64
メダケ（女竹） イネ科：メダケ属：常緑多年生笹 118
メタセコイヤ スギ科：メタセコイア属：落葉高木 115
メドハギ（蓍萩） マメ科：ハギ属：多年草 57
メリケンカルガヤ（米利堅刈萱） イネ科：ウシクサ属：多年草 106
メリケントキンソウ キク科：タカサゴトキンソウ属：１年草 24
メリケンムグラ（米利堅葎） アカネ科：オオフタバムグラ属：１年草 29

モウソウチク（孟宗竹） イネ科：マダケ属：多年生常緑竹 117
モクセンナ マメ科：カワラケツメイ属：常緑小高木 167
モクレン（木蘭） モクレン科：モクレン属：落葉小高木 134
モチノキ（黐の木） モチノキ科：モチノキ属：常緑高木 174
モッコク（木斛） ツバキ科：モッコク属：常緑高木 184
モミ（樅） マツ科：モミ属：常緑高木 115
モミジバスズカケ（紅葉葉鈴懸） スズカケノキ科：スズカケノキ属：落葉高木 141

モミジバフウ（紅葉葉楓） マンサク科：フウ属：落葉高木 141
ヤエベニオオシマ（八重紅大島） バラ科：サクラ属：落葉小高木 152

ヤエベニシダレ（八重紅枝垂） バラ科：サクラ属：落葉小高木 154
ヤエムグラ（八重葎） アカネ科：ヤエムグラ属：越年草 29
ヤコウボク（夜香木） ナス科：キチョウジ属：落葉低木 203
ヤツデ（八手） ウコギ科：ヤツデ属：常緑低木 189
ヤナギハナガサ クマツヅラ科：ベーバナ属：多年草 41

ヤハズソウ（矢筈草） マメ科：ヤハズソウ属：１年草 57
ヤブガラシ（藪枯らし） ブドウ科：ヤブガラシ属：つる性多年草 55
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ヤブカンゾウ（藪菅草） ユリ科：ワスレグサ属：多年草 91
ヤブコウジ（藪柑子） ヤブコウジ科：ヤブコウジ属：常緑低木 194
ヤブジラミ（藪虱） セリ科：ヤブジラミ属：越年草 48
ヤブソテツ オシダ科：常緑多年生シダ 213
ヤブツバキ（藪椿） ツバキ科：ツバキ属：常緑高木 182
ヤブニッケイ（藪肉桂） クスノキ科：クスノキ属：常緑高木 136
ヤブニンジン（藪人参） セリ科：ヤブニンジン属：多年草 48

ヤブミョウガ（藪茗荷） ツユクサ科：ヤブミョウガ属：多年草 96
ヤブラン（藪蘭） ユリ科：ヤブラン属：多年草 90
ヤマガキ（山柿） カキノキ科：カキノキ属：落葉高木 195
ヤマコウバシ（山香し） クスノキ科：クロモジ属：落葉小高木 137
ヤマザクラ（山桜） バラ科：サクラ属：落葉高木 151
ヤマツツジ（山躑躅） ツツジ科：ツツジ属：半落葉低木 192
ヤマノイモ（山の芋） ヤマノイモ科：ヤマノイモ属：多年草 85

ヤマハギ（山萩） マメ科：ハギ属：落葉低木 165
ヤマハゼ（山櫨） ウルシ科：ウルシ属：落葉高木 172
ヤマブキ（山吹） バラ科：ヤマブキ属：落葉低木 143
ヤマボウシ（山帹子・山法師） ミズキ科：ヤマボウシ属：落葉高木 190
ヤマモモ（山桃） ヤマモモ科：ヤマモモ属：常緑高木 122
ユキノシタ（雪の下） ユキノシタ科：ユキノシタ属：多年草 63
ユキヤナギ（雪柳） バラ科：シモツケ属：落葉低木 145

ユスラウメ（桜桃） バラ科：サクラ属：落葉低木 150
ユズリハ（譲葉） トウダイグサ科：ユズリハ属：常緑高木 170
ユリズイセン ユリ科：アルストロメリア属：多年草 92
ヨウキヒ（楊貴妃） バラ科：サクラ属：落葉小高木 156
ヨウコウ（陽光） バラ科：サクラ属：落葉低木 153
ヨウシュヤマゴボウ（洋種山牛蒡） ヤマゴボウ科：ヤマゴボウ属：多年草 72
ヨシ（葦） イネ科：ヨシ属：多年草 102

ヨメナ（嫁菜） キク科：ヨメナ属：多年草 14
ヨモギ（蓬） キク科：ヨモギ属：多年草 13
ヨルガオ（夜顔） ヒルガオ科：サツマイモ属：つる性１年草 44
ライラック モクセイ科：ハシドイ属：落葉低木 198
ラカンマキ マキ科：マキ属：常緑高木 112
リキュウバイ（利休梅） バラ科：ヤナギザクラ属：落葉低木 145
リュウキュウアサガオ ヒルガオ科：サツマイモ属：多年草 45

ルコウソウ（縷紅草） ヒルガオ科：ルコウソウ属：つる性１年草 44
ルリハコベ（瑠璃繁縷） サクラソウ科：ルリハコベ属：１年草 35
ロウバイ（蝋梅） ロウバイ科：ロウバイ属：落葉低木 132

ワラビ コバノイシカグマ科：夏緑性シダ 215
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