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文責：山口 煕 

森の植物調査は、会員の馬場君子さんが数年にわたり地道に継続して行い、 

この秋（2012 年）に植物リストとしてまとめました。 

＜概要のまとめ＞ 

全種のうち帰化種が 32 種、園芸種の逸出とみられるもの 4 種。 

外来植物の占める割合は、18％程度で都市部の植生では平均的な数値。 

草本では、多年草が 75 種で 60％程度、安定した植生。 

人間が手を入れることにより林床植物で増加傾向にあるものや消えつつある

もの、またこの森に入ったころに見かけたオツネントンボは見られなくなり、

ヤマトシリアゲなどの昆虫も少なくなっている。 

哺乳類はタヌキが、鳥類はシジュウカラ、コゲラなど 14～15 種が確認されて

いる。全部を保全することは難しいので、今後はバランスを取りながらの整備

活動を考えなければならない。 

 

植 物  74 科  206 種 

1）シダ植物   9 種 

2）ササ、タケ   2 種 

3）木 本    63 種 

常緑樹    20 種 

針葉樹   3 種 

広葉樹   17 種 

落葉樹    43 種 

4）つる性木本   9 種 

5）草 本   114 種 

6）つる性草本   9 種 

分布、生育状況 

1）千葉県植物ハンドブック（千葉県生物学会編）の分類によると 

少ない（分布が限られているか、生育が少ない） 8 種 

稀（分布がごく限られているか、生育がごく少ない） 2 種 

2）千葉県レッドデータによる分類 

Ｃ 要保護      3 種 

Ｄ 一般保護      2 種 

3）環境省レッドデータによる分類 

絶滅危惧 Ⅱ類     2 種 



 　囲いやまの森  植物リスト
（２０１２年 秋　現在）

調査・編集 ： 馬場君子

№ 種名 科名 生活史・樹形 花期 花色 特徴・生育場所など

1 アオキ ミズキ 常緑低木 春 紫褐色 雌雄異株

2 アオスゲ カヤツリグサ 多年草 春 緑

3 アオツヅラフジ ツヅラフジ 落葉つる性木 夏 黄白 雌雄異株

4 アオミズ イラクサ １年草 夏～秋 緑 みずみずしい菱状卵型の葉・入口通路に

5 アカメガシワ トウダイグサ 落葉高木 初夏 淡黄 雌雄異株・芽が赤い

6 アキノエノコログサ イネ ２年草 夏～秋 緑 エノコログサより花序が長く、垂れるものが多い

7 アキノノゲシ キク １～２年草 秋 淡黄 秋に咲くノゲシ

8 アケビ アケビ 落葉つる性木 春 淡紫 葉の小葉は５個

9 アズマネザサ イネ 常緑木本 関東地方では最も普通に見られるササ

10 アマナ ユリ 多年草 春 白 千葉県ＲＤ「Ｃ要保護」・竹林付近と南東通路に葉のみ群生

11 アメリカイヌホオズキ★ ナス １年草 夏 白 北米原産

12 アメリカオニアザミ★ キク １～２年草 夏 淡紅 ヨーロッパ原産・葉の刺がとても多い

13 アルストロメリア★ アルストロメリア 多年草 春～晩秋 淡紅等様々 南米原産・栽培からの逸出が入口通路に

14 イタドリ タデ 多年草 夏～秋 白・紅 雌雄異株・野外ステージ広場に多い

15 イチゴツナギ イネ 多年草 春 淡緑

16 イヌガラシ アブラナ 多年草 春～秋 黄 果実は細長く曲がっている

17 イヌザクラ バラ 落葉高木 春 白

18 イヌシデ カバノキ 落葉高木 春 黄褐色

19 イヌタデ タデ １年草 夏～秋 紅 別名アカマンマ

20 イヌツゲ モチノキ 常緑小高木 初夏 黄白 雌雄異株

21 イヌビエ イネ １年草 夏～秋 緑

22 イヌムギ★ イネ 多年草 春 淡緑 南米原産・穂は大きくて扁平

23 イヌワラビ イワデンダ シダ

24 イロハモミジ（植樹） カエデ 落葉高木 春 淡紅 野外ステージ広場に３本

25 ウグイスカグラ スイカズラ 落葉低木 春 淡紅 赤い実は生食できる

26 ウシハコベ ナデシコ ２年・多年草 春～秋 白 メシベの先が５本に分かれる

27 ウマノミツバ セリ 多年草 夏 白 竹林付近に

28 ウラシマソウ サトイモ 多年草 春 紫褐色 花から伸びる糸状のものを浦島太郎の釣り糸にたとえた

29 ウラジロチチコグサ★ キク 多年草 夏 淡褐色 南米原産・葉の裏や茎に真っ白の毛が多い

30 ウワミズザクラ（植樹） バラ 落葉高木 春 白 野外ステージ広場に３本、その上の台地に１本

31 エゴノキ エゴノキ 落葉小高木 初夏 白 下向きにぶら下がる花

32 エノキ ニレ 落葉高木 春 淡黄 果実は生食できる

33 エノコログサ イネ １年草 夏～秋 緑 別名ネコジャラシ

34 オオアレチノギク★ キク ２年草 夏～秋 淡黄 南米原産

35 オオイヌノフグリ★ ゴマノハグサ ２年草 春～秋 淡青 ユーラシア、北アフリカ原産

36 オオエノコログサ イネ １年草 夏～秋 緑 大きい花穂で、穂の中が枝分かれしている

37 オオバコ オオバコ 多年草 春～秋

38 オオバジャノヒゲ ユリ 多年草 夏 淡紫・白 ジャノヒゲより葉の幅が広い

39 オオハナワラビ ハナヤスリ シダ 秋から冬に緑の葉を広げる

40 オカウコギ ウコギ 落葉低木 初夏 黄緑 雌雄異株

41 オッタチカタバミ★ カタバミ 多年草 初夏 黄 北米原産・花はカタバミとそっくりで、茎が立ち上がる

42 オニタビラコ キク １～２年草 春～秋 黄

43 オニドコロ ヤマノイモ 多年草 夏 淡緑 雌雄異株・ヤマノイモに似た葉で幅が広く互生

44 オヒシバ イネ １年草 夏～秋 緑 茎は扁平

45 オモト ユリ 多年草 初夏

46 オヤブジラミ セリ ２年草 初夏 白 果実はカギ状に曲がった刺でくっつく

47 カキドオシ シソ 多年草 春 淡紫 茎や葉をもむと良い香りがする

48 カクレミノ ウコギ 常緑小高木 夏 淡黄緑

49 カゼクサ イネ 多年草 夏～秋 紫緑

50 カタバミ カタバミ 多年草 初夏 黄 シュウ酸を含むので酸味がある

種名の後の★は帰化種を表す



№ 種名 科名 生活史・樹形 花期 花色 特徴・生育場所など

51 カナムグラ クワ １年草 夏～秋 雌雄異株・茎や葉柄の刺でからみつく

52 カマツカ バラ 落葉小高木 春 白 材が丈夫で鎌の柄などに使われた

53 カモジグサ イネ 多年草 初夏 紫緑

54 カヤツリグサ カヤツリグサ ２年草 夏～秋 黄褐色

55 カラスウリ ウリ 多年草 夏 白 花は日が暮れてから開き、夜明け前にしぼむ

56 カラスノエンドウ マメ ２年草 春 淡紅

57 カントウヨメナ キク 多年草 秋 淡紫 秋の野原に咲く野菊の仲間

58 キクイモ★ キク 多年草 秋 黄 北米原産・ヒマワリノような花・熊野神社近くに群生

59 キヅタ ウコギ 常緑ツル性木 秋 黄緑

62 クコ ナス 落葉低木 初夏～秋 淡紫 若葉、果実は食べられる

63 クサボケ バラ 落葉小低木 春 朱赤 樹高はとても低く、這うように伸びる

64 クズ マメ 多年草 夏～秋 淡紅 根から葛粉が採れる

65 クヌギ ブナ 落葉高木 春 黄褐色

66 クマノミズキ ミズキ 落葉高木 初夏 白 若木が１本・ミズキに似るが葉は対生。冬芽は裸芽。

67 クリ ブナ 落葉高木 初夏 黄白

68 クロモジ（植樹） クスノキ 落葉低木 春 黄 雌雄異株・野外ステージ上の台地に

69 ケヤキ ニレ 落葉高木 春 淡黄

70 コセンダングサ★ キク １年草 夏～秋 黄 熱帯アメリカ原産・果実は刺でくっつく

71 コナスビ サクラソウ 多年草 初夏 黄 果実を小さなナスにたとえた・駐車場に

72 コナラ ブナ 落葉高木 春 黄褐色

73 コハコベ★ ナデシコ １年草 春～秋 白 ユーラシア大陸原産・市街地ではハコベより多い

74 コブシ モクレン 落葉高木 春 白

75 コメヒシバ イネ １年草 夏～秋 メヒシバに似ているが全体に小さく花の枝も少ない

76 ゴンズイ ミツバウツギ 落葉小高木 初夏 黄緑 果実は赤い皮に包まれ、中に黒い種子がある

77 サネカズラ マツブサ 常緑つる性木 夏 黄白 雌雄異株または同株

78 サルビア・グアラニティカ★ シソ 常緑亜低木 夏～秋 濃紫 南米原産・別名メド－セージ・西側道路沿いに

79 サワフタギ ハイノキ 落葉低・小高木 春 白

80 サワラ ヒノキ 常緑高木 春 褐色

81 サンショウ ミカン 落葉低木 春 淡黄緑 雌雄異株・刺が対生

82 シケシダ イワデンダ シダ

83 シソ★ シソ １年草 夏 白・淡紅 中国原産・栽培からの逸出が外周道路沿いに

84 ジャノヒゲ ユリ 多年草 夏 淡紫 別名リュウノヒゲ

85 ジュウニヒトエ シソ 多年草 春 淡紫 千葉県ＲＤ「Ｄ一般保護」・ハリギリの小広場に

86 シュロ ヤシ 常緑高木 初夏 黄白 雌雄異株

87 シュンラン ラン 多年草 春 淡黄緑

88 ショウキズイセン ヒガンバナ 多年草 秋 黄 2012年開花・暖地に自生種もあるが栽培も多い

89 ショカツサイ★ アブラナ ２年草 春 淡紫 中国原産・別名ハナダイコン、オオアラセイトウなど

90 シラカシ ブナ 常緑高木 初夏 黄褐色

91 シロダモ クスノキ 常緑高木 晩秋 黄 雌雄異株・雌株は赤い実と黄色い花が同時に見られる

92 スイカズラ スイカズラ 半常緑つる性木 初夏 白 花色は白から黄色に変化する

93 スギ スギ 常緑高木 春 淡黄

94 スギナ トクサ シダ ツクシに胞子を付ける

95 ススキ イネ 多年草 秋 熊野神社近くに

96 スズメノカタビラ イネ １～２年草 春～秋 緑白

97 スノーフレーク★ ヒガンバナ 多年草 春 白 ヨーロッパ中南部原産・２０１１年栽培からの逸出が通路に

98 セイタカアワダチソウ★ キク 多年草 秋 黄 北米原産・花粉症の原因というのは濡れ衣

99 セイヨウタンポポ★ キク 多年草 春～秋 黄 ヨーロッパ原産

100 センダン センダン 落葉高木 初夏 淡紫 栽培からの逸出が多い・野外ステージ広場南に

101 セントウソウ セリ 多年草 春 白

102 ゼンマイ ゼンマイ シダ

103 ソクズ スイカズラ 多年草 夏 白 熊野神社近くの低地に大群生

104 ソメイヨシノ　 バラ 落葉高木 春 淡紅 北東角に１本



№ 種名 科名 生活史・樹形 花期 花色 特徴・生育場所など

105 タチイヌノフグリ★ ゴマノハグサ ２年草 春 青 ユーラシア、北アフリカ原産

106 タチツボスミレ スミレ 多年草 春 淡紫

107 タネツケバナ アブラナ ２年草 春 白 種もみを水に漬ける頃に花が咲く

108 ダンドボロギク★ キク １年草 秋 淡黄 北アメリカ原産

109 チヂミザサ イネ 多年草 夏～秋 果実は粘液でくっつく

110 チャノキ★ ツバキ 常緑低木 秋 白 中国西南部～インド周辺原産・栽培からの逸出が多い

111 ツタ ブドウ 落葉つる性木 夏 黄緑

112 ツユクサ ツユクサ １年草 夏 青

113 ツルウメモドキ ニシキギ 落葉つる性木 初夏 緑白 雌雄異株

114 ツルボ ユリ 多年草 夏 淡紅紫

115 トキワハゼ ゴマノハグサ １年草 春～秋 紫白色 ほぼ１年中花が見られ、果実がはぜることから

116 ドクダミ ドクダミ 多年草 初夏 白

117 トボシガラ イネ 多年草 初夏 緑

118 ナガバジャノヒゲ ユリ 多年草 夏 淡紫 葉が３０～４０㎝とジャノヒゲより長く、先が垂れる

119 ナガバハエドクソウ ハエドクソウ 多年草 夏 白・淡紅 根を煮詰めた汁でハエ取り紙を作った

120 ナキリスゲ カヤツリグサ 多年草 夏～秋 淡黄緑

121 ナズナ アブラナ ２年草 春 白 別名ペンペングサ・春の七草のひとつ

122 ナルコユリ ユリ 多年草 春 緑白色 葉だけあり未開花

123 ナンテン★(?) メギ 常緑低木 初夏 白 栽培からの逸出が多いので自生は疑問ともいわれる

124 ニガキ ニガキ 落葉高木 春 黄緑 雌雄異株・樹皮も葉も苦い

125 ニワトコ スイカズラ 落葉低・小高木 春 黄白

126 ヌカキビ イネ １年草 夏～秋 緑 糠のように小さな花穂が横に広がる

127 ヌスビトハギ マメ 多年草 夏～秋 淡紅 果実は表面の細かいカギ状の毛でくっつく

128 ヌルデ ウルシ 落葉小高木 夏 黄白 雌雄異株

129 ネズミモチ モクセイ 常緑小高木 初夏 白 果実がネズミの糞に似ている

130 ノイバラ バラ 落葉低木 春 白

131 ノゲシ キク ２年草 春～初夏 黄 開花の盛りは初夏頃だが晩秋まで見られる

132 ノビル ユリ 多年草 初夏 白

133 ノボロギク★ キク １年草 ほぼ通年 黄 ヨーロッパ原産

134 ハキダメギク★ キク １年草 夏 黄白 熱帯アメリカ原産・外周道路沿いに

135 ハコベ ナデシコ １～２年草 春～秋 白 別名ミドリハコベ・春の七草のひとつ

136 ハナイカダ ミズキ 落葉低木 春 淡緑 雌雄異株・葉の中央に花が咲くので葉を筏にたとえた

137 ハナタデ タデ １年草 夏～秋 紅～淡紅 イヌタデに似るが葉先が尾状にとがる・外周道路に

138 ハリエンジュ★ マメ 落葉高木 初夏 白 北米原産・別名ニセアカシア

139 ハリギリ ウコギ 落葉高木 夏 淡黄緑 大きいカエデのような葉で、枝には刺がある

140 ハルジオン★ キク 多年草 春 白・淡紅 北米原産

141 ヒイラギ モクセイ 常緑小高木 冬 白 雌雄異株・花は芳香・老木になると葉の刺は無くなる

142 ヒイラギナンテン★ メギ 常緑低木 早春 黄 中国原産・栽培からの逸出が多い

143 ヒカゲイノコヅチ ヒユ 多年草 夏～秋 淡緑 外周道路沿いに多い

144 ヒゴクサ カヤツリグサ 多年草 春 白

145 ヒサカキ ツバキ 常緑低～小高木 春 黄白 雌雄異株

146 ヒナタイノコヅチ ヒユ 多年草 夏～秋 淡緑 外周道路沿いに

147 ヒメアシボソ イネ １年草 秋 緑 北側道路沿いに点在

148 ヒメオドリコソウ★ シソ ２年草 春 淡紅 ヨーロッパ原産

149 ヒメコウゾ クワ 落葉低～高木 春 白・紅紫 雌雄同株で雄花と雌花は別々

150 ヒメジソ シソ １年草 秋 白・紅紫 シソのような花が咲くが香りはない

151 ヒメヒオウギズイセン★ アヤメ 多年草 夏 朱赤 南アフリカ原産・栽培からの逸出が西側道路沿いに

152 ヒメムカシヨモギ★ キク ２年草 夏 白 北米原産

153 ヒメリュウキンカ★ キンポウゲ 多年草 春 黄 英国、ヨーロッパ大陸原産・栽培からの逸出が野菜屑置き場付近に

154 ヒヨドリジョウゴ ナス 多年草 夏 白 ややつる性・丸く赤い果実の方が目に付きやすい

155 ヒルガオ ヒルガオ 多年草 夏 淡紅 西側道路付近に

156 フジ マメ 落葉つる性木 初夏 淡紫



№ 種名 科名 生活史・樹形 花期 花色 特徴・生育場所など

157 ブタクサ★ キク １年草 夏～秋 北米原産・花粉症の原因のひとつ

158 フタリシズカ センリョウ 多年草 春 白 花穂が２個のものが多いので

159 フユノハナワラビ ハナヤスリ シダ 秋から冬に緑の葉を広げる

160 ヘクソカズラ アカネ 多年草 夏～秋 灰白色 つる性・花の中央は紅紫色

161 ヘビイチゴ バラ 多年草 春 黄

162 ヘラバヒメジョオン★ キク １～２年草 春～夏 白 北米原産・ヒメジョオンに似るが緑色が濃い

163 ホウチャクソウ ユリ 多年草 春 緑白色

164 ホオズキ★ ナス 多年草 初夏 白 アジア原産・栽培からの逸出が西側道路沿いに

165 ホトケノザ シソ ２年草 春 淡紅 春の七草のホトケノザは別の植物

166 マサキ ニシキギ 常緑低木 初夏 淡黄緑 栽培が多い・かなり大きい木が北側に

167 マスクサ カヤツリグサ 多年草 春 緑

168 マツｓｐ（植樹） マツ 常緑高木 初夏 野外ステージ広場に１本

169 マヤラン ラン 多年草 夏 白（中紅） 千葉県ＲＤ「Ｃ要保護」・絶滅危惧Ⅱ類・10年8月４株以後見られず

170 マユミ ニシキギ 落葉小高木 春 緑白

171 マンリョウ ヤブコウジ 常緑低木 夏 白

172 ミズキ ミズキ 落葉高木 初夏 白 葉は互生

173 ミズヒキ タデ 多年草 夏～秋 紅白 花穂を上から見ると赤、下から見ると白なので水引にたとえた

174 ミゾイチゴツナギ イネ １～２年草 春 緑白色

175 ミゾシダ ヒメシダ シダ

176 ミチヤナギ タデ １年草 春～秋 白・淡紅 葉がヤナギの葉に似ている・外周道路に

177 ミツバアケビ アケビ 落葉つる性木 春 紅紫 葉の小葉は３個

178 ミドリヒメワラビ ヒメシダ シダ

179 ムクノキ ニレ 落葉高木 春 淡黄 果実は生食できる

180 ムラサキケマン ケシ ２年草 春 紅紫 入口通路周辺に

181 ムラサキシキブ クマツヅラ 落葉低木 初夏 淡紅紫

182 メアオスゲ カヤツリグサ 多年草 春 緑

183 モウソウチク★ イネ 常緑木本 中国原産・薩摩藩に最初に移入されて国内に広がった

184 モミジイチゴ バラ 落葉低木 春 白

185 ヤエムグラ アカネ １～２年草 初夏 淡黄緑

186 ヤツデ ウコギ 常緑低木 冬 白 花の少ない冬に開花

187 ヤブガラシ ブドウ 多年草 夏 緑 つる性で、藪を枯らすほど繁茂する

188 ヤブカンゾウ ユリ 多年草 夏 朱赤 西側道路沿いに

189 ヤブコウジ ヤブコウジ 常緑小低木 夏 白 赤い果実

190 ヤブニッケイ クスノキ 常緑高木 初夏 淡黄緑 幼木が１本ある

191 ヤブニンジン セリ 多年草 春 白

192 ヤブマオ イラクサ 多年草 夏 淡緑白 野外ステージ広場に

193 ヤブマメ マメ １年草 秋 淡紫 西側道路付近に

194 ヤブラン ユリ 多年草 夏～秋 淡紫

195 ヤマイタチシダ オシダ シダ

196 ヤマウコギ ウコギ 落葉低木 初夏 黄緑 雌雄異株・オカウコギより大きくなる

197 ヤマグワ クワ 落葉低木 春 淡黄緑 雌雄異株・果実は生食できる

198 ヤマコウバシ クスノキ 落葉低木 春 淡黄 雌雄異株だが、雌株のみで結実

199 ヤマザクラ（植樹） バラ 落葉高木 春 淡紅 野外ステージ広場に１本

200 ヤマノイモ ヤマノイモ 多年草 夏 白 雌雄異株・葉は対生

201 ヤマハゼ ウルシ 落葉小高木 初夏 黄緑 雌雄異株

202 ヤマブキ バラ 落葉低木 春 黄 栽培からの逸出と思われるものが西側道路沿いに

203 ヤマユリ ユリ 多年草 夏 白 ２０１２年５月通路に1株出たが、虫害で枯死

204 ヨウシュヤマゴボウ★ ヤマゴボウ 多年草 夏 白 北米原産・野外ステージ広場に多い

205 ヨモギ キク 多年草 秋

206 ラッパズイセン★ ヒガンバナ 多年草 春 黄 地中海沿岸原産・２０１１年栽培からの逸出が通路に




