
目　名 科　名 属　名 種　名 花期 果期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
トクサ目 トクサ科 トクサ属 イヌスギナ 7-8月 5月 6月
トクサ目 トクサ科 トクサ属 スギナ（胞子茎はツクシ） 3-4月 4月 3月
スイレン目 スイレン科 コウホネ属 コウホネ 6-9月 5月 6月
コショウ目 ドクダミ科 ドクダミ属 ドクダミ 6-8月 6月 7月
コショウ目 ドクダミ科 ハンゲショウ属 ハンゲショウ 6-8月 6月 7月
コショウ目 ウマノスズクサ科 カンアオイ属 カンアオイ 10-12月 2月 3月
モクレン目 モクレン科 モクレン属 コブシ 3-4月 10月 3月
クスノキ目 クスノキ科 タブノキ属 タブノキ 4-5月 7-8月 5月
クスノキ目 クスノキ科 シロダモ属 シロダモ 10-11月 翌年10-11月 4月 5月 10月 11月
オモダカ目 ショウブ科 ショウブ属 ショウブ 5-7月

ヤマノイモ目 ヤマノイモ科 ヤマノイモ属 ヤマノイモ 7-8月 10月
ユリ目 ユリ科 ユリ属 オニユリ 7-9月 7月 8月
キジカクシ目 ラン科 ネジバナ属 ネジバナ 6-8月

キジカクシ目 アヤメ科 クロコスミア属 ヒメヒオウギズイセン 6-7月 7月
キジカクシ目 アヤメ科 ニワゼキショウ属 ニワゼキショウ 5-7月 5月 6月
キジカクシ目 ヒガンバナ科 ヒガンバナ属 ヒガンバナ 9-10月 10月
キジカクシ目 キジカクシ科 ヤブラン属 ヒメヤブラン 7-9月

キジカクシ目 キジカクシ科 ナルコユリ属 アマドコロ 4-5月 4月 5月 8月
キジカクシ目 キジカクシ科 ツルボ属 ツルボ 8-9月 9月 10月
イネ目 イグサ科 イグサ属 イ 6-9月 7月
イネ目 イグサ科 スズメノヤリ属 スズメノヒエ 7-10月

イネ目 イグサ科 スズメノヤリ属 スズメノヤリ 3-5月

イネ目 カヤツリグサ科 ウキヤガラ属 ウキヤガラ 5-9月 5月 6月
イネ目 カヤツリグサ科 カヤツリグサ属 コアゼガヤツリ 8-11月

イネ目 カヤツリグサ科 カヤツリグサ属 コゴメガヤツリ 8-10月 9月
イネ目 カヤツリグサ科 カヤツリグサ属 タマガヤツリ 8-10月

イネ目 カヤツリグサ科 カヤツリグサ属 ヒメクグ 7-10月 9月
イネ目 カヤツリグサ科 テンツキ属 テンツキ 7-10月

イネ目 カヤツリグサ科 テンツキ属 ヒデリコ 7-10月

イネ目 イネ科 カモジグサ属 カモジグサ 5-7月

イネ目 イネ科 ヌカボ属 コヌカグサ 6-8月

イネ目 イネ科 ヌカボ属 ヌカボ 5-6月

イネ目 イネ科 ヌカススキ属 ヌカススキ 5-10月

イネ目 イネ科 ハルガヤ属 ハルガヤ 4-7月 5月
イネ目 イネ科 コバンソウ属 コバンソウ 5-6月 5月
イネ目 イネ科 スズメノチャヒキ属 イヌムギ 5-7月

イネ目 イネ科 メヒシバ属 メヒシバ 7-10月

イネ目 イネ科 スズメガヤ属 カゼクサ 8-11月

イネ目 イネ科 ウシノケグサ属 ウシノケグサ 6-8月

イネ目 イネ科 ウシノケグサ属 オニウシノケグサ 5-7月

イネ目 イネ科 オオムギ属 ムギクサ 4-7月 5月
イネ目 イネ科 チガヤ属 チガヤ 5-6月 9月
イネ目 イネ科 ドクムギ属 ホソムギ 5-7月

イネ目 イネ科 ドクムギ属 ネズミムギ 5-7月

イネ目 イネ科 チヂミザサ属 チヂミザサ 8-9月

イネ目 イネ科 キビ属 ヌカキビ 7-10月

イネ目 イネ科 チカラシバ属 チカラシバ 8-10月 9月
イネ目 イネ科 クサヨシ属 クサヨシ 5-7月 6月
イネ目 イネ科 ヨシ属 ヨシ 8-9月

イネ目 イネ科 メダケ属 チゴザサ 6-9月 6月 7月
イネ目 イネ科 ナガハグサ属 オオスズメノカタビラ 4-6月

イネ目 イネ科 ナガハグサ属 スズメノカタビラ 3-6月 4月
イネ目 イネ科 エノコログサ属 エノコログサ 6-9月 10月
イネ目 イネ科 エノコログサ属 キンエノコロ 8-10月

イネ目 イネ科 ナギナタガヤ属 ナギナタガヤ 5-7月

イネ目 イネ科 マコモ属 マコモ 8-9月 9月
ツユクサ目 ツユクサ科 ツユクサ属 ツユクサ 6-9月 7月 8月 9月 10月
ツユクサ目 ツユクサ科 イボクサ属 イボクサ 8-10月 9月
ツユクサ目 ツユクサ科 ムラサキツユクサ属 ムラサキツユクサ 6-9月

ツユクサ目 ミズアオイ科 ミズアオイ属 ミズアオイ 7-10月

キンポウゲ目 アケビ科 アケビ属 アケビ 4-5月 9-10月 4月
キンポウゲ目 アケビ科 アケビ属 ゴヨウアケビ 4-5月 10月 4月 3月
キンポウゲ目 アケビ科 アケビ属 ミツバアケビ 4-5月 9-10月 4月
キンポウゲ目 ツヅラフジ科 アオツヅラフジ属 アオツヅラフジ 7-8月 9-11月 8月 9月 10月 11月
キンポウゲ目 キンポウゲ科 センニンソウ属 センニンソウ 8-9月 8月 9月 10月
キンポウゲ目 キンポウゲ科 キンポウゲ属 キツネノボタン 5-8月

キンポウゲ目 キンポウゲ科 キンポウゲ属 ケキツネノボタン 4-7月 5月 6月 7月
キンポウゲ目 ケシ科 クサノオウ属 クサノオウ 4-7月 4月 5月 6月 7月
キンポウゲ目 ケシ科 キケマン属 ムラサキケマン 4-6月 4月 5月
キンポウゲ目 ケシ科 ケシ属 ナガミヒナゲシ 4-6月 5月
ヤマモガシ目 ハス科 ハス属 ハス 7-8月 7月 8月
ナデシコ目 タデ科 ミズヒキ属 ミズヒキ 8-10月 8月 10月
ナデシコ目 タデ科 イヌタデ属 アキノウナギツカミ 8-11月 9月 10月 11月
ナデシコ目 タデ科 イヌタデ属 イシミカワ 7-10月 10月
ナデシコ目 タデ科 イヌタデ属 イヌタデ 5-11月 9月 10月
ナデシコ目 タデ科 イヌタデ属 オオイヌタデ 7-10月

ナデシコ目 タデ科 イヌタデ属 サクラタデ 8-10月 9月 10月
ナデシコ目 タデ科 イヌタデ属 サデクサ 7-10月 9月 10月
ナデシコ目 タデ科 イヌタデ属 シロバナサクラタデ 7-10月

ナデシコ目 タデ科 イヌタデ属 ハナタデ 8-11月

ナデシコ目 タデ科 イヌタデ属 ボントクダテ 9-10月

ナデシコ目 タデ科 イヌタデ属 ミゾソバ 7-10月 10月
ナデシコ目 タデ科 イヌタデ属 ヤナギタデ 7-10月 9月 10月
ナデシコ目 タデ科 ギシギシ属 アレチギシギシ 5-7月

ナデシコ目 タデ科 ギシギシ属 ギシギシ 5-8月

ナデシコ目 タデ科 ギシギシ属 スイバ 4-6月 5月
ナデシコ目 タデ科 ギシギシ属 ヒメスイバ 5-7月 6月
ナデシコ目 ナデシコ科 ミミナグサ属 オランダミミナグサ 3-5月 4月 3月
ナデシコ目 ナデシコ科 マンテマ属 マンテマ 5-6月 5月 6月
ナデシコ目 ナデシコ科 ハコベ属 ウシハコベ 4-8月

ナデシコ目 ナデシコ科 ハコベ属 コハコベ 3-11月 11月 12月 3月
ナデシコ目 ナデシコ科 ハコベ属 ミドリハコベ 3-5月 3月
ナデシコ目 ヒユ科 アリタソウ属 アリタソウ 7-11月 10月
ナデシコ目 ヒユ科 アリタソウ属 ケアリタソウ 7-11月

ナデシコ目 ザクロソウ科 ザクロソウ属 ザクロソウ 7-10月

ナデシコ目 ザクロソウ科 スベリヒユ属 スベリヒユ 7-9月

ナデシコ目 ヤマゴボウ科 ヤマゴボウ属 ヨウシュヤマゴボウ 6-9月 7月 8月 9月 11月
ユキノシタ目 マンサク科 マンサク属 マンサク 2-3月 3月
ユキノシタ目 ベンケイソウ科 マンネングサ属 コモチマンネングサ 5-6月 6月
ブドウ目 ブドウ科 ノブドウ属 ノブドウ 7-8月 10-11月 8月 9月 11月
ブドウ目 ブドウ科 ヤブカラシ属 ヤブカラシ 7-10月 7月 9月
フウロソウ目 フウロソウ科 フウロソウ属 ゲンノショウコ 7-10月 8月 10月
フトモモ目 ミソハギ科 ミソハギ属 ミソハギ 7-8月 9月 10月
フトモモ目 ミソハギ科 ヒシ属 オニビシ 7-9月
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フトモモ目 ミソハギ科 ヒシ属 ヒシ 7-9月

フトモモ目 アカバナ科 チョウジタデ属 チョウジタデ 8-10月 9月
フトモモ目 アカバナ科 マツヨイグサ属 アレチマツヨイグサ 6-10月

フトモモ目 アカバナ科 マツヨイグサ属 コマツヨイグサ 5-10月

フトモモ目 アカバナ科 マツヨイグサ属 マツヨイグサ 5-11月 7月
フトモモ目 アカバナ科 マツヨイグサ属 メマツヨイグサ 6-10月 7月 8月 9月
ニシキギ目 ニシキギ科 ツルウメモドキ属 ツルウメモドキ 5-6月 10-12月 5月 11月
ニシキギ目 ニシキギ科 ニシキギ属 コマユミ 5-6月 10-11月 11月
ニシキギ目 ニシキギ科 ニシキギ属 マサキ 6-7月 11-1月 7月 12月
ニシキギ目 ニシキギ科 ニシキギ属 マユミ 5-6月 10-11月 6月 11月
キントラノオ目 ヤナギ科 ヤナギ属 イヌコリヤナギ 3月 5月

キントラノオ目 ヤナギ科 ヤナギ属 タチヤナギ 4月 5月 4月 6月 3月
キントラノオ目 トウダイグサ科 ニシキソウ属 コニシキソウ 6-9月

キントラノオ目 トウダイグサ科 アカメガシワ属 アカメガシワ 6-7月 10月

キントラノオ目 オトギリソウ科 ミズオトギリ属 ミズオトギリ 8-9月 9月
カタバミ目 カタバミ科 カタバミ属 オッタチカタバミ 4-10月

カタバミ目 カタバミ科 カタバミ属 カタバミ 4-10月 6月
カタバミ目 カタバミ科 カタバミ属 イモカタバミ 4-10月 6月 7月
マメ目 マメ科 クサネム属 クサネム 7-10月

マメ目 マメ科 ネムノキ属 ネムノキ 6-7月 10-12月 7月
マメ目 マメ科 ヤブマメ属 ヤブマメ 8-9月 10月
マメ目 マメ科 ダイズ属 ツルマメ 8-9月 8月 9月
マメ目 マメ科 ハギ属 ヤマハギ 7-9月 7月 8月
マメ目 マメ科 クズ属 クズ 7-9月 9月 10月
マメ目 マメ科 シャジクソウ属 コメツブツメクサ 4-6月 4月 5月
マメ目 マメ科 シャジクソウ属 シロツメクサ 4-10月

マメ目 マメ科 ソラマメ属 クサフジ 5-9月

マメ目 マメ科 ソラマメ属 ナヨクサフジ 5-7月 5月 6月
マメ目 マメ科 ソラマメ属 ヤハズエンドウ 4-6月 4月 5月
マメ目 マメ科 フジ属 フジ 5月 10-12月 5月
バラ目 バラ科 サクラ属 エドヒガン 3-4月 5-6月 3月
バラ目 バラ科 サクラ属 オオシマザクラ 3-4月 5-6月

バラ目 バラ科 サクラ属 オオヤマザクラ 4-5月 5-6月 3月
バラ目 バラ科 サクラ属 ソメイヨシノ 3-4月 5-6月 3月
バラ目 バラ科 ダイコンソウ属 ダイコンソウ 6-8月 6月 7月
バラ目 バラ科 キジムシロ属 ヒメヘビイチゴ 4-8月

バラ目 バラ科 キジムシロ属 ヘビイチゴ 4-5月 5月 6月
バラ目 バラ科 シャリンバイ属 シャリンバイ 5月 10-11月

バラ目 バラ科 バラ属 ノイバラ 5-6月 9-11月 5月 6月 9月 10月 11月
バラ目 バラ科 バラ属 ハマナス 5-6月 9-11月 5月
バラ目 バラ科 キイチゴ属 ナワシロイチゴ 5-6月 6月 5月 6月 7月
バラ目 バラ科 シモツケ属 ユキヤナギ 4月 5-6月

バラ目 グミ科 グミ属 ナワシログミ 10-11月 5-6月 10月 3月
バラ目 ニレ科 ニレ属 アキニレ 9月 10-11月

バラ目 アサ科 エノキ属 エノキ 4-5月 9月

バラ目 アサ科 カラハナソウ属 カナムグラ 8-10月 10月
バラ目 クワ科 クワ属 マグワ 4-5月 5-8月 5月
ウリ目 ウリ科 カラスウリ属 キカラスウリ 7-9月 9-11月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ブナ目 ブナ科 コナラ属 ウバメガシ 4-5月 10月
ブナ目 ブナ科 コナラ属 コナラ 4-5月 9-10月

ブナ目 クルミ科 クルミ属 オニグルミ 5-6月 9-10月 4月 5月 6月
アブラナ目 アブラナ科 シロイヌナズナ属 シロイヌナズナ 4-6月

アブラナ目 アブラナ科 ナズナ属 ナズナ 3-6月 5月
アブラナ目 アブラナ科 タネツケバナ属 ミチタネツケバナ 3-5月 3月
アブラナ目 アブラナ科 マメグンバイナズナ属 マメグンバイナズナ 5-7月 6月 7月 11月
アブラナ目 アブラナ科 ダイコン属 ハマダイコン 4-6月 5月
アブラナ目 アブラナ科 イヌガラシ属 スカシタゴボウ 4-11月

アブラナ目 アブラナ科 グンバイナズナ属 グンバイナズナ 3-5月

アオイ目 アオイ科 フヨウ属 ムクゲ 8-9月 10-11月

ムクロジ目 ムクロジ科 トチノキ属 トチノキ 5-6月 9月

ムクロジ目 ウルシ科 ヌルデ属 ヌルデ 8-9月 10-11月 10月
ムクロジ目 ウルシ科 ツタウルシ属 ウルシ 5-6月 8-9月

ムクロジ目 ニガキ科 ニワウルシ属 ニワウルシ 6月 9月

ムクロジ目 センダン科 センダン属 センダン 5-6月 6月
ツツジ目 ツバキ科 ツバキ属 ツバキ 3-4月 10.月

ツツジ目 サクラソウ科 ヤブコウジ属 ヤブコウジ 7-8月 10-11月

ツツジ目 サクラソウ科 オカトラノオ属 オカトラノオ 6-7月

ツツジ目 サクラソウ科 オカトラノオ属 コナスビ 5-7月 6月
ツツジ目 サクラソウ科 オカトラノオ属 ヌマトラノオ 7-8月 7月 8月 9月
ツツジ目 サクラソウ科 オカトラノオ属 ヤナギトラノオ 6-7月

ムラサキ目 ムラサキ科 ワスレナグサ属 シンワスレナグサ 5-7月 5月 6月 7月
ガリア目 ガリア科 アオキ属 アオキ 3-5月 12月-翌年5月 4月
リンドウ目 アカネ科 オオフタバムグラ属 オオフタバムグラ 7-8月 8月 10月
リンドウ目 アカネ科 ヤエムグラ属 ホソバノヨツバムグラ 6-8月 6月
リンドウ目 アカネ科 ヤエムグラ属 ヤエムグラ 5-6月

リンドウ目 アカネ科 ヤイトバナ属 ヘクソカズラ 7-9月 8月 9月
リンドウ目 キョウチクトウ科 ガガイモ属 ガガイモ 6-9月 8月 9月 11月 12月
リンドウ目 キョウチクトウ科 ツルニチニチソウ属 ツルニチニチソウ 3-5月 4月 5月
ナス目 ナス科 ナス属 イヌホオズキ 8-11月 11月
ナス目 ナス科 ナス属 オオマルバノホロシ 8-9月 6月 9月 10月
ナス目 ナス科 ナス属 ヒヨドリジョウゴ 8-9月 7月 8月 10月 11月
ナス目 ヒルガオ科 セイヨウヒルガオ属 ヒルガオ 7-8月 7月
ナス目 ヒルガオ科 サツマイモ属 マメアサガオ 6-10月 11月
シソ目 シソ科 ムラサキシキブ属 コムラサキ 7-8月 10月 11月
シソ目 シソ科 カキドオシ属 カキドオシ 4-5月 4月 5月
シソ目 シソ科 オドリコソウ属 オドリコソウ 3-6月 5月 6月
シソ目 シソ科 オドリコソウ属 ヒメオドリコソウ 3-6月 4月 5月 11月 12月 3月
シソ目 シソ科 オドリコソウ属 ホトケノザ 3-6月 5月
シソ目 シソ科 シロネ属 コシロネ（サルダヒコ） 8-10月

シソ目 シソ科 シロネ属 ヒメサルダヒコ 8-10月

シソ目 シソ科 シロネ属 ヒメシロネ 8-10月 9月
シソ目 シソ科 ヤマハッカ属 ヒキオコシ 9-10月 10月
シソ目 シソ科 ハッカ属 ハッカ 8-10月 10月
シソ目 シソ科 イヌコウジュ属 イヌコウジュ 8-10月

シソ目 シソ科 イヌコウジュ属 ヒメジソ 9-10月 9月
シソ目 シソ科 イヌゴマ属 イヌゴマ 7-8月 7月 8月 9月
シソ目 ハエドクソウ科 サギゴケ属 サギゴケ 4-5月 4月
シソ目 オオバコ科 オオバコ属 オオバコ 5-10月 5月
シソ目 オオバコ科 オオバコ属 ヘラオオバコ 4-8月

シソ目 オオバコ科 クワガタソウ属 オオイヌノフグリ 2-6月 4月 11月 3月
シソ目 オオバコ科 クワガタソウ属 タチイヌノフグリ 4-6月 5月
セリ目 ウコギ科 タラノキ属 ウド 8-9月 9月
セリ目 ウコギ科 ヤツデ属 ヤツデ 11-12月 翌年4-5月 11月 12月
セリ目 セリ科 ドクゼリモドキ属 ドクゼリモドキ 5-6月 5月
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セリ目 セリ科 ドクゼリ属 ドクゼリ 6-8月 6月 7月
セリ目 セリ科 ミツバ属 ミツバ 6-7月 6月
セリ目 セリ科 セリ属 セリ 7-9月 7月 9月
セリ目 セリ科 ヤブニンジン属 ヤブニンジン 4-5月

セリ目 セリ科 ヤブジラミ属 オヤブジラミ 4-5月 5月 6月
セリ目 セリ科 ヤブジラミ属 ヤブジラミ 6-8月 6月
セリ目 セリ科 トベラ属 トベラ 4-6月 11-12月

マツムシソウ目 レンプクソウ科 ニワトコ属 ニワトコ 3-5月 6-8月 5月 6月
マツムシソウ目 レンプクソウ科 ガマズミ属 ガマズミ 5-6月 9-11月 6月 10月 11月
マツムシソウ目 スイカズラ科 スイカズラ属 キンギンボク 4-6月 7-9月 5月 6月 7月
マツムシソウ目 スイカズラ科 スイカズラ属 スイカズラ 5-6月 9-12月 6月 9月
キク目 キキョウ科 ホタルブクロ属 ホタルブクロ 6-7月 6月 7月 9月
キク目 キキョウ科 ミゾカクシ属 ミゾカクシ 6-10月 7月 9月
キク目 キク科 ブタクソ属 ブタクサ 7-9月

キク目 キク科 シオン属 ノコンギク 8-12月 9月 10月 11月
キク目 キク科 センダングサ属 アメリカセンダングサ 9-10月

キク目 キク科 センダングサ属 タウコギ 8-10月 10月
キク目 キク科 アザミ属 ノアザミ 5-7月 6月
キク目 キク科 イズハハコ属 オオアレチノギク 7-10月 8月 9月
キク目 キク科 イズハハコ属 ヒメムカシヨモギ 7-10月 8月 9月
キク目 キク科 タカサブロウ属 アメリカタカサブロウ 7-10月 8月 9月
キク目 キク科 ムカシヨモギ属 ハルジオン 4-7月 4月 5月
キク目 キク科 ムカシヨモギ属 ヒメジョオン 5-10月 6月 7月
キク目 キク科 コゴメギク属 ハキダメギク 6-11月 6月 11月
キク目 キク科 ハハコグサ属 ハハコグサ 3-6月

キク目 キク科 ヒマワリ属 キクイモ 9-10月 9月 10月
キク目 キク科 エゾコウゾリナ属 ブタナ 5-10月 6月
キク目 キク科 ニガナ属 ニガナ 4-6月 5月
キク目 キク科 ヨメナ属 ユウガギク 7-10月

キク目 キク科 ヨメナ属 ヨメナ 7-10月

キク目 キク科 アキノノゲシ属 アキノノゲシ 8-10月 8月 10月
キク目 キク科 フキ属 フキ 3-5月

キク目 キク科 コウゾリナ属 コウゾリナ 5-10月 7月
キク目 キク科 キオン属 ノボロギク 3-12月 11月 12月 3月
キク目 キク科 アキノキリンソウ属 セイタカアワダチソウ 9-10月

キク目 キク科 ノゲシ属 オニノゲシ 4-10月 5月 12月
キク目 キク科 ノゲシ属 ノゲシ 4-10月 4月 5月 8月 11月 12月
キク目 キク科 タンポポ属 セイヨウタンポポ 3-11月

キク目 キク科 オニタビラコ属 オニタビラコ 5-10月 5月
22 46 39 34 25 43 38 25 9 0 1 17
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