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2008/10/13 小野市　きすみの里
ススキと違って純白なところが良い

パンパスグラス

2009/4/5 神戸市　森林植物園

トウダイグサ科　トウダイグサと似ている

ノウルシ

2009/4/5 神戸市　森林植物園

初めて見たのは東京板橋　赤塚植物園

カタクリ
2008/10/13 小野市　きすみの里
タデ科　白い花が普通、赤い花もある

ソバ

2009/4/5 神戸市　森林植物園

イカリソウ

コメント：特になし

2009/4/5 神戸市　森林植物園

キブシ

カバノキ科？　最初に見たときは驚いた



2008/3/16 稲美町　加古大池
他の樹に寄生する　めったに見られない

ヤドリギ

2003/5/9

ナデシコ科　上品な花

ムギセンノウ
小野市　きすみの里 2003/5/16

スイカズラ科　ウツギの中でも美しい

タニウツギ
加西市　玉岡古墳公園

2003/5/27

イネ科　節がねじれ、間隔が短い

ホテイチク
加西市　丸山総合公園

2003/5/27

ホタルブクロ、ジキタリスに似る？

カンパニュラ
北神戸田園ｽﾎﾟー ﾂ公園

2003/5/27

ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ、ｷﾂﾈﾉﾎﾞﾀﾝ、ｳﾏﾉｱｼｶﾞﾀ？

タガラシ
三木市　志染町



2005/12/24 三木市　さつき台
ｷﾝｹｲｷﾞｸ、コスモスに似る　真ん中に赤

ハルシャギク
2005/12/24 神戸北　田園ｽﾎﾟｰﾂ公園
盆の花といわれる　これがほしかったが　まだ

ミソハギ

2003/6/8 加西　古法華自然公園
毒草　深い山道、林によく見かける

タケニグサ

2005/12/24 神戸北　田園ｽﾎﾟｰﾂ公園
秋の七草　自生しているところはほとんど見ない

オミナエシ

2005/12/24 神戸北　田園ｽﾎﾟｰﾂ公園
家の庭にもある　春５月淡い甘さで美味

ユスラウメ

2005/12/24 三木市吉川町　法光寺
東京昭和記念公園で見て、１０年振り

ナツズイセン



2003/6/8 六甲山　ハイキング
山の渓谷、小川の側でよく見かける

コアジサイ

2005/6/24 三木市　善祥寺
善祥寺はハスのお寺　100種？ほどの花が

いっぱい

ハス

2003/8/20 三木市　図書館の近く
テッセンと同じ科　ボタンヅルによく似ている

センニンソウ

2005/8/24 三田　有馬富士公園
真夏の花、百日草と同じ花の期間が長い

サルスベリ



2005/7/24 加西市　いこいの村はりま
水鳥と一緒に撮った

ミソハギ

2003/9/14 神戸市北区　千刈水源地
オオケタデ

鑑賞用が河原や荒地にも

2003/9/10 三田市　有馬高校

ワタノハナ

有馬高校では綿も栽培している？ 2005/11/24 三木市志染町　伽耶院
別名　ﾀﾁﾊﾞﾅﾓﾄﾞｷ、ﾄｷﾜｻﾝｻﾞｼ

ピラカンサ

2005/8/24 三田　有馬富士公園
これはコブシの花でなく、果実

コブシ



2003/9/10 三田市　有馬高校
三田市ではウドを栽培し販売している

ウド

2003/8/20 三木市吉川町
ムクゲ通り？たくさん植栽されている

ムクゲ

2003/6/4 神戸市北区　しあわせの村

ギョリュウバイ

この花の名前を見つけるのに２年近くかかった
2005/9/24 三木市正法寺　古墳傍
この名前も忘れた　覚えていたのに

ゴールデンピラミッド 2004/4/18 加西市　ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀ

カロライナジャスミン

ジャスミン、オウバイ、キソケイ　仲間



2004/3/26 三田市　　深田公園

サンシュユ

庭のさんしゅうの木　～

2005/12/24 三田市　有馬富士公園
別名　ﾀﾁﾊﾞﾅﾓﾄﾞｷ、ﾄｷﾜｻﾝｻﾞｼ

ピラカンサ

2004/3/15 加西市　ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀ
サクラ？　モモ？　西入り口

ハナモモ

2004/3/19 明石市　石が谷公園
マメ科　ミモザ　ｷﾞﾝﾖｳｱｶｼｱ

フサアカシア

2004/4/1 稲美町　天満大池

ボケ

春先花の中でも一番早く咲く
2004/4/10 加古川　みとろ農園

ミツバツツジ

春の訪れとともに里山にみごとに・・・・



2005/4/24 加西市　古法華自然公園
タンポポ

ごく普通の野原、荒地に咲く

2004/4/7 小野市　ひまわり公園

ベニバナトキワマンサク

宝塚市の街路樹にあり、？　１年つづく

2005/春 我が家　裏庭はな畑

春　花　爛漫　

チューリップとﾜｽﾚﾅｸﾞｻ

2005/9/27 神戸北区　ハイキング
タイワンフウ

カエデ科　？　アメリカフウノキもある 2005/4/3 自宅まわり　My花畑

ウンナンオウバイ

黄色の花があざやか　ｷｿｹｲ、ｵｳﾊﾞｲの仲間

アジサイ



2005/春 神戸市　森林植物園
黄色があざやかで日本的な美

ヤマブキ

2004/5/12 小野市　ひまわり公園

ベニバナトチノキ

高い木に赤い大きな花　なごやむ

2004/5/2 三木市　志染町
御坂サイフォン　志染川にて

ヤマフジ
2005/春 神戸北　田園ｽﾎﾟｰﾂ公園

きれいな花　と　アゲハチョウ

花の名前？　ｱｹﾞﾊﾁｮｳ



2004/5/3 三木市細川町瑞穂

瑞穂農園で毎年さつま芋を植える

カルフォルニアポピー

2004/10/12 三木市　くるみ町
コスモス

秋を代表するかれんな花

2004/4/21 神戸北区　ハイキング
七重八重 花は咲けども山吹の蓑一つだになきぞ悲しき

ヤエヤマブキ
2005/5/24 六甲山　ハイキング
一時　　クガイソウと間違っていた

フサフジウツギ
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神戸市北区　田園スポーツ公園

？？？

いつこの花の名前が判るのか？

2008/7/13 神戸市北区　田園スポーツ公園

ノリウツギ

ウツギ（うのはな）　純白できれい

2008/7/13 神戸市北区　田園スポーツ公園

ヒメコウゾ

この樹の名前も長い間わからなかった

2005/12/24 稲美町　桜の園公園

シュウメイギク

おしとやかな花と言って良い

2003/7/15 神戸市北区　田園スポーツ公園

いつこの花の名前が判るのか？

？？？

2003/9/15 三田市　有馬富士公園

花はみな綺麗

ﾊﾅﾐｽﾞｷ　ﾔﾏﾎﾞｳｼ　ｻﾝｼｭﾕは　ミズキ科で

ヤマボウシの実



2003/7/15 神戸市北区　田園スポーツ公園

サブクランドのフェンス際に植栽されていた

イチイガシ
2005/12/24 加古川市　権現池サイド
ﾅﾅｶﾏﾄﾞ、ﾆｼｷｷﾞと同様　紅葉がきれい

ヤマウルシ　？
2005/11/20 加古川市　志方東公園

枝に翼があるのと紅葉が特徴

ニシキギ

2004/3/15 神戸市西区　雌岡山
ツバキ

雌岡山　　近いので毎年観梅に

2004/3/26 神戸市北区　田園スポーツ公園

２０年間　見たことがない

ﾋﾒｵﾄﾞﾘｺｿｳ　と　ｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ

オドリコソウはどの図鑑にも載っている

2004/3/26 三田市　　深田公園
タムシバ、ハクモクレン　と似る

コブシ



2004/3/26 神戸市北区　田園スポーツ公園

ジューンベリー

ザイフリボク 2005/春 稲美町　桜の園公園
まばゆい　くらいきれいで印象に残った

キンセンカ

2004/4/1 稲美町　天満大池

ユキヤナギ

一面の花、ボケの花の横で
2004/4/1 稲美町　天満大池

においはもう一つだが、　可憐な花

ハナニラ

2003/11/2 加西市　丸山総合公園
枯れた後の茎を束ねて「ほうき」に利用している

ホウキグサ



2005/春 神戸北　田園ｽﾎﾟｰﾂ公園

紅葉がきれい　北海道、乗鞍のとは少し違う

ナナカマド

2004/4/1 稲美町　桜の園公園

ナノハナ と カイドウ

ナノハナは満開、ﾊﾅｶｲﾄﾞｳはつぼみ

2004/4/1 稲美町　桜の園公園

　　昔のﾎﾄｹﾉｻﾞ（春の七草）とは異なる

ホトケノザ

ヒメオドリコソウとよく似ている

2004/4/18 加古川市　志方東公園
？？？

この花の名前は　？

2004/4/5 加東町　加東中学前

シダレザクラ

コスミックホールのシダレザクラは素晴らしい

2004/4/10 小野市　ひまわり公園
ピンク、シロ、ムラサキ、色とりどり

シバザクラ



2004/4/1 稲美町　天満大池

レンギョウ

春を黄色でそめる　あざやかである

2004/5/3 三田　有馬富士公園
大きな白い手鞠のような花

オオデマリ

2006/11/29 三木市緑が丘町　自宅付近
イチョウの紅葉は黄葉と書く

イチョウ
三木市　総合運動公園

ﾇｽﾋﾞﾄﾊｷﾞ　畑に根を張るし、実がくっつく

マルバハギ

マメ科　秋の七草　始末の悪いのもある

2007/9/17 自宅

どうしてか夜に咲く、一夜で咲き・すぐしぼむ

月下美人 2005/春 神戸市　森林植物園

モッコクの実

２０年前三木の里山でモッコクの樹を探し回った

2005/11/28 自宅まわり　My花畑
ｷﾝﾊﾞｲﾀｳｺｷﾞ

１０月末～１２月花の少ない時咲く



2007/10/9 自宅まわり　My花畑
秋ぐち　上品な花が咲く　色はムラサキ、白

シュウメイギク

2007/10/14 三木市　瑞穂農園
時計の文字盤、長短針そっくり

トケイソウ

2006/10/22 三木市　三木山森林公園

ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ、ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ等　紅葉の仲間

カエデ科　カエデ、ウルシ、ナナカマド、ニシキギ

アメリカフウ

2007/10/9 自宅まわり　My花畑
ムラサキシキブ

大きくなり花がいっぱいつくとなおきれい

2005/9/27 加古川市　日岡の民家で

ベゴニアは　シュウカイドウ科である

シュウカイドウ

京都鞍馬寺で最初に見たことがある



2007/10/28 六甲山ハイキング

リンドウ

青く可憐で小さなめだたない花

2007/10/28 兵庫県　砥峰高原

ススキ

イネ科　秋の七草　高原の野原、お月さん

2005/7/24 自宅まわり　My花畑

黄色、柿色、赤などある

ｷﾊﾞﾅｺｽﾓｽ

この花もきれい　柿色の花が好き

2004/10/12 小野市　きすみの里
コスモス畑

いつ見ても素晴らしい　毎年楽しみ2007/10/9 自宅まわり　My花畑
ﾏﾝｼﾞｭｼｬｹﾞ（ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ）白

ｼﾛﾊﾞﾅﾏﾝｼﾞｭｼｬｹﾞ

2003/5/9 小野市　きすみの森公園

自生しているのは、はじめて見た

サワオグルマ



2007/10/9 自宅まわり　My花畑
ﾏﾝｼﾞｭｼｬｹﾞ（ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ）白

ｼﾛﾊﾞﾅﾏﾝｼﾞｭｼｬｹﾞ

2007/10/9 自宅まわり　My花畑
ヒガンバナ

別名　ヒガンバナ　秋のお彼岸の頃咲く

2006/9/29 自宅まわり　My花畑
ハナトラノオ

ｶｸﾄﾗﾉｵともいう　虎の尾　茎が四角　

2004/5/3 三田市　有馬富士公園

ハルジオン

ヒメジオンは多いが　ハルジオンは珍しい

2004/4/1 稲美町　桜の園公園

ショカツサイ

ｼｮｶﾂｻｲ　ｵｵｱﾗｾｲﾄｳ　ﾑﾗｻｷﾊﾅﾅ



2003/5/30 神戸市北区　無動寺
神鉄ハイク　で

ノコギリソウ

2003/5/9 小野市　きすみの森公園

自生しているのは、はじめて見た

サワオグルマ 2005/5/24 自宅　植栽
キンポウゲ科　クレマチス

テッセン

2004/4/21 六甲山　穂高湖
黄色の花の中でも一際美しい

ヤエヤマブキ

2008/7/13 神戸市北区　田園スポーツ公園

ブルーサルビア

ブルーセージ　？
2003/5/9 小野市　きすみの森公園

そういえば　アベリアに似ている

ツクバネウツギ



2004/4/1 稲美町　天満大池

トサミズキ

マンサク科　ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷより大きい

2004/5/12 三田市　武庫川沿い
マメ科　シロツメクサ（クローバ）に似

アカツメグサ 2005/7/18 小野市　ひまわり公園
ヒマワリ

夏の大輪咲き　＆　ひまわり畑　素晴らしい

2006/4/24 三木市　三木山森林公園
ﾔﾏﾌﾞｷ､ﾔｴﾔﾏﾌﾞｷ､ｼﾛﾔﾏﾌﾞｷ　あり

シロヤマブキ

2004/11/14 三木市　グリーピア三木
？？？

秋　野原　山

2006/4/26 小野市　ひまわり公園
いろいろの花や樹もある　遊園地

シバザクラのじゅうたん
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2007/7/26 神戸メリケンパーク公園
クルミの花、これが実になり食べられる

オニグルミ

2005/4/24 三田市　深田公園
ツクシ

毎年１回はつくし取りに行く　わらびも

2007/10/28 六甲山ハイキング
葉がきれいでかわいらしい　いろいろ種がある

ウコギ

2007/4/1 三木市　志染町御坂

シダレザクラ

この桜は毎年必ず見に行く、そばを通る

2006/4/30 神戸市　両度公園
みごとに群集、色あいもgood

ミツバツツジ

2004/5/3 三木市瑞穂　瑞穂農園

ハナビシソウ

ケシ科　カルフォルニアポピー



2007/5/24 三木市　総合防災公園
アセビに似ているが　もっと優雅

カルミア

2004/5/12 小野市　ひまわりの丘公園
ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾄﾁﾉｷ

夏の花、高木の割りにきれいな花

2007/5/7 加東市　ｺｽﾐｯｸﾎｰﾙ庭園

フジ

みごとな藤棚　ひとも少なく満喫できた

2006/11/23 自宅　庭
タデ科　庭園のグランドカバーとして見かける

ヒメツルソバ

2007/2/26 加古川市　みとろ公園温室
ハナキリン　？

普通温室などの花は載せないのだが

2004/4/28 六甲山ハイキング
シソ科　アジュガ（ｼﾞｭｳﾆﾋﾄｴ)　と同じ仲間

キランソウ

2007/5/24 　自宅　玄関脇

バラ

毎年咲いていたが　今年は？



2007/5/2 自宅　ガレージ

家庭の庭、生垣に多い、トゲない

モッコウバラ

2004/4/28 六甲山ハイキング
シソ科　アジュガ（ｼﾞｭｳﾆﾋﾄｴ)　と同じ仲間

キランソウ

2006/5/28 自宅裏　花畑

アヤメ

アヤメ科　ｱﾔﾒ､ｶｷﾂﾊﾞﾀ､ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ見分けつかず

2004/4/28 六甲山ハイキング

ﾑﾗｻｷｹﾏﾝ

ケシ科　毒草　黄色はキケマン



2006/7/3 自宅裏　花畑

ヒメミマワリ

キク科　私が最も好きな花の一つ2006/7/3 自宅

アジサイ

ﾕｷﾉｼﾀ科　六甲山、箱根などの群集が有名

2006/4/26 小野市　ひまわり公園

ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾄｷﾜﾏﾝｻｸ

バニバナ、シロバナ　同一の樹なのに



ﾕｷﾉｼﾀ科　六甲山、箱根などの群集が有名

2005/5/24 三木市　細川町善祥寺
ウド

ウド　自生しているのを見たのは初めて

2005/7/18 小野市　ひまわり公園
ヒマワリ

夏の大輪咲き　＆　ひまわり畑　素晴らしい

2007/7/26 神戸メリケンパーク公園
オニグルミ

クルミの花、これが実になり食べられる

2006/4/30 加西市　丸山総合公園
シャクナゲ

ツツジ科　豪華絢爛



2006/4/29 　　　自宅

ハナミズキ

青（若）葉、紅葉、実と楽しめる

2006/5/3 加東市　安国寺
白　と　ピンク　桜満開の　１週間あと

ハナミズキ

2007/6/17 三木市　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ三木

ササユリ

最近は山野でも見られるのは少ない

2008/1/6 三木市　総合防災公園

若い葉が赤いためこの名がある

ベニカナメ



2006/5/3 三木市　グリーンピア三木

マメ科　白、青とも美しい

フジ

2006/5/28 三木市緑が丘町　街路樹（低木）
シャリンバイ

バラ科　？　最初モッコクと間違えた

2006/4/29 　　　自宅　裏花畑
ﾅﾃﾞｼｺ科　ﾌﾗﾝﾈﾙｿｳ　黄色はｷﾝｹｲｷﾞｸ

スイセンノウ

2006/4/29 　　　自宅　裏花畑
キク科　ルドベキア

アラゲハンゴンソウ

2007/3/28 三木市　総合運動公園
フサアカシア　家庭ではｷﾞﾝﾖｳｱｶｼｱが多い

アカシア



2007/6/29 自宅　裏花畑

グラジオラス

きれいだが、花の期間が短い

2007/6/29 自宅　裏花畑

ｱｶﾞﾊﾟﾝｻｽ　と　ﾓﾝﾄﾌﾞﾚﾁｱ

和名で　ﾑﾗｻｷｸﾝｼﾗﾝ　と　ﾋﾒﾋｵｳｷﾞｽｲｾﾝ

2007/6/29 自宅　裏花畑
マメ科　夏７月山道に多く見られる

ネムノキ
2007/7/18 三木市　善祥寺
善祥寺では　多くの種類のハスをはじめ

アサザ、ガガブタ、スイレンなどの水草あり

アサザ

2008/1/6 三木市　総合防災公園

葉、花、実ともgood　庭・街路樹に適す

ナンテン（実）

2003/7/18 　但馬高原植物園
オトギリソウを見たのははじめて

オトギリソウ



2007/7/18 三木市　善祥寺
善祥寺では　8月にハスまつりが催される

ハス

2005/10/28 自宅裏　花畑

キンバイタウコギ

１１月は　さくらの紅葉と併せ絶景

2007/7/23 自宅裏　花畑

ノウゼンカズラ

真夏に勢いよく咲く、年々大きくなる



2007/5/24 三木市　グリーピア三木
バラ

近場でバラ園がありがたい
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2005/4/24 加古川市　高御位山

５月ごろ低い山に　真っ白く咲く
ﾓｸｾｲ科　別名　コバノトネリコ　

アオダモ

2006/3/21 御津町　梅園
梅園風景

ウメ

2004/4/5 加東市　健康の森公園

レンギョウ

ｼﾅﾚﾝｷﾞｮｳ､ﾁｮｳｾﾝﾚﾝｷﾞｮｳもある
2005/4/24 加古川市　志方東公園

サトザクラ

ヤエザクラともいう　種別　楊貴妃



2007/3/30 加古川市　みとろ梅園
毎年この梅園に行くが　アンズの花は初めて

アンズ

2004/4/5 加東市　ｺｽﾐｯｸﾎｰﾙ　　　
ここのシダレは一見の価値がある

ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ　と　ﾕｷﾔﾅｷﾞ

2007/2/11 淡路島　黒岩水仙峡

スイセン

海岸に群集

2006/3/21 御津町　梅園
梅園風景

ウメ

2007/5/20 加東市　播磨中央公園
トチノキ

高い木なので花を見る機会は少ない

2004/3/19 明石市　石ケ谷公園
ウメとサンシュユが同じ季節

サンシュユ



2007/5/20 加東市　播磨中央公園
スイカズラ科　つる状できれいな花が咲く

ツキヌキニンドウ
2007/5/20 加東市　播磨中央公園
スイカズラ科　つる状できれいな花が咲く

ツキヌキニンドウ

2004/3/19 明石市　石ケ谷公園
近くの梅園といえば、雌岡山とここ

ウメ

2003/6/4 三木　三木山総合運動公園

梅雨時　アジサイとともに潤う

ハナショウブ
2003/4/20 三木　三木山総合運動公園

ここの桜、アカシアは素晴らしい

フサアカシア



2005/5/25 三木市　三木山森林公園

タイサンボク

モクレン科　大木となる　白い花

2005/5/25 三木市　三木山森林公園

スイレン　亀

池にて

2003/5/30 　　自宅　裏花畑
黄色がキリンソウ

フランスギク　キリンソウ

2008/3/9 三木市　青山

手入れが大変　？

シダレウメ
2007/6/27 三木市　三木山森林公園

つる性植物で　つぎつぎに花が咲く

ノウゼンカズラ



2003/5/30 　　自宅　裏花畑
キンケイギク

春　とにかく沢山咲く　花畑・台地一面に

2006/5/21 三木市　総合防災公園
カルミア

ツツジ科　アセビに似ている　低木　街路樹

2003/5/29 神戸市北区　藍那古道
神戸電鉄ハイキングにて

スイカズラ　テイカカズラ



2005/5/4 神戸市北区　しあわせの村

オオムラサキ

ヒラドツツジ　

2003/6/8 六甲山　地獄谷

神戸電鉄ハイキングにて

ヤマボウシ

2006/4/30 神戸市北区　森林植物園
シャクナゲ

ツツジの王様みたい　大輪
2006/4/30 六甲山　修法が原

ガマズミ

スイカズラ科　白い花、秋には真っ赤な実が美しい



2006/4/30 神戸市北区　森林植物園
ハナカイドウ

バラ科　カイドウ

2008/10/15 兵庫県　稲美町

ブラシノキ

フトモモ科　ブラシに似ている　美しい

2008/10/19 加東市　東条町南山

フウ

カエデ科　紅葉が美しい　ユリノキに似

2008/11/6 　　自宅　庭、花畑
オキザリス

カタバミ科　カタバミに似　ｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾊﾞｰgood

2008/12/7 三木市　総合防災公園
ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ　ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ

メギ科　特にｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝの紅葉は四季を通して

2007/2/11 淡路島　淡路花桟敷
淡路島は島中花のだらけ

ストック　　ポピー



2007/8/2 　　自宅　＆　裏花畑

フヨウ　　ムクゲ

2005/4/19 　　自宅玄関横
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ　ｻｸﾗｿｳ

やはり　この時期がはなやか？

2007/11/3 三木市　総合防災公園

日の峰３丁目・伽耶院・上の丸公園

イチョウ

イチョウ　印象的場所：公民館・さざんか公園・
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2008/9/22 自宅前　台地下　花壇
ハナトラノオ

シソ科　別名　カクトラノオ　茎は四角
2008/11/6 自宅横　　花壇

オキザリス

マメ科　カタバミに似ている

2009/4/2 三木市　総合防災公園

トサミズキ

マンサク科　ヒュウガミズキと似ている

2009/3/21 三木市　総合防災公園

？？サクラ

普通のサクラとはすこし早く咲いていました

2009/5/11 六甲山山頂　道路わき

マムシグサ

サトイモ科　ヒトツバテンナンショウに似ている



2008/12/13 三木市　総合防災公園
オタフクナンテン

メギ科　ﾅﾝﾃﾝ　ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ　ﾎｿﾊﾞﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ

2009/5/11 六甲山山頂　道路わき
キリシマツツジ

ツツジ科　ミヤマキリシマ似ている

2009/5/15 　　　自宅にて
アヤメ

アヤメ科　ニオイイリス　ｶｷﾂﾊﾞﾀ　ｼｮｳﾌﾞ　ｲﾁﾊﾂ

2009/5/15 　　　自宅にて
イチハツ

アヤメ科　ニオイイリス　ｶｷﾂﾊﾞﾀ　ｼｮｳﾌﾞ　ｱﾔﾒ



2009/5/15 　　　自宅にて
シラン

ラン科　

2009/11/15 三木市　青山２丁目
コウテイダリア

キク科　いつもｳｵｰｷﾝｸﾞするコースで見うけられる

2009/5/15 　　　自宅にて
ヒペリカム

オトギリソウ科　ｵﾄｷﾞﾘｿｳ　ｶﾘｼﾅﾑ　ﾋﾞﾖｳﾔﾅｷﾞ　ｷﾝｼﾊ

2010/3/17 　　　自宅にて
クンシラン

ヒガンバナ科　３年ほど前近所の友人からもらった


