
植物園・公園 (時間順）
1994年 02 18 成田空港 1995年 0１ 07 中川公園 東綾瀬公園 舎人公園 谷中公園 西日暮里公園

19 清澄庭園 清澄公園 08 旧芝離宮公園神宮外苑 明治公園 秩父宮ﾗｸﾞﾋﾞｰ場国立競技場
20 新宿御苑 14 城北中央公園浮間公園 池袋熱帯植物展
27 （三木山森林公園） 15 国立競技場 新宿（達洋）

16 篠崎公園 江戸川公園 浅間神社
03 05 国立植物教育園 28 野川公園 武蔵野公園 多磨霊園 浅間山公園

06 六義園 東京都庁 明治神宮 銀座 29 有栖川記念公園青山公園 青山霊園 外濠公園 法政大学
12 国立競技場 神宮球場 信濃町 明治神宮 靖国神社 北の丸公園
原宿 代々木体育館 NHKホール

19 浜離宮公園 02 11 旧古河庭園 名主の滝公園 北区中央公園
20 牧野記念庭園 12 祖師谷公園 蘆花公園
21 小石川植物園 18 武蔵野中央公園殿ヶ谷庭園 善福寺川公園

19 台場公園 １３号地公園 船の科学館 高幡不動 京王百花苑
04 16 神宮球場 多摩センター 25 湯島天神 東京大学 大谷田公園

23 明治記念館 神宮球場 高橋是清記念公園
24 福富川公園 木場公園 03 04 野球博物館 95全国伝統工芸展（ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾎｰﾙ）

05 大井競馬場 都立京浜運河緑道公園 みんとが丘ふ頭公園
05 01 （丹生山、箱木千年屋、帝釈山、岩谷峠） 大井ふ頭公園東京湾野鳥公園

05 （三木山森林公園） 19 多摩川台公園巨人軍ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園
14 神代植物園 深大寺 20 南砂緑道公園猿江恩賜公園 横十間川公園木場公園
15 三社祭（浅草寺、神田神社、　　） 21 小松川境川公園新小岩公園

26 池袋ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ
06 04 小石川植物園 27 東京ドーム

05 猿江恩賜公園 仙台堀川親水公園
18 小石川植物園 04 01 赤塚植物園 東京大仏 光が丘公園

02 東大和南公園玉川上水緑道 都立薬用植物園
07 02 井の頭公園 08 平和の森公園（中野）、新井薬師寺公園、哲学道公園

03 仙台堀川公園 横十間川公園猿江恩賜公園 江古田公園 千鳥が淵公園 戦没者墓苑 日比谷公園 靖国神社
09 水元公園 柴又帝釈天
10 向島百花園 隅田公園 09 星薬科大植物園戸越公園 品川神社
16 等々力渓谷 清澄公園 13 教育の森公園窪町東公園 占有園筑波大学
17 小石川後楽園 上野公園 15 狭山公園 東大和公園 都立狭山緑道東村山中央公園
23 小石川植物園 代々木公園 16 靖国神社（奉納大相撲） 日比谷公園 千鳥が淵戦没者墓苑
24 林試の森公園 目黒不動 22 根津神社 皇居東御苑 岡本公園 静嘉堂緑地 丸子川親水公園

08 06 昭和記念公園 05 05 （稲美中央公園）
07 荒川自然公園 13 おとめ山公園 （新宿）野鳥の森公園 薬王院 落合中央公園
20 駒場野公園 駒場公園 東京大学 行船公園 江戸川平成公園 江戸川球場 大田黒公園
27 牧野記念庭園 石神井公園 西武ﾗｲｵﾝｽﾞ球場 14 池上梅園 本門寺 本門寺公園 洗足池公園 碑文谷公園
28 旧安田庭園 横網公園 錦糸公園 20 新宿遊歩道公園、四季の路、次太夫公園、羽根木公園、北沢川緑道、

世田谷城址公園若林公園 松蔭神社
09 03 砧公園 21 猿江恩賜公園亀戸中央公園 堅川河川敷公園大島小松川公園

04 夢の島公園 仙台堀川公園木場公園
10 国立植物教育園林試の森公園
11 猿江恩賜公園 仙台堀川公園横十間川公園亀戸中央公園 06 03 堀切菖蒲園 見沼代親水公園神領堀親水公園舎人緑道
18 川口ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀ飛鳥山公園 西新井大師 水天宮 明治座 浜町公園 新大橋 清洲橋

10 白山神社 染井霊園 雑司が谷霊園鬼子母神
10 01 葛西臨海公園 夢の島公園 11 夢の島公園 辰巳の森緑道公園有明ｺﾛｼｱﾑ ﾃﾆｽの森公園塩見公園

02 国立植物教育園 17 蹌踉泉園 国分寺万葉植物園国分寺跡 北山公園
西落合公園 上高田公園 落合公園 八国山緑地

11 03 横浜山下公園 中華街 みなとみらい 東京都立大学 18 辰巳海浜公園若洲海浜公園 塩見公園
04 木場公園 日本橋 皇居 明治神宮
神宮外苑 上野公園 浅草 07 01 日枝神社 憲政記念館 清水谷公園 荒川自然公園

05 新宿御苑 箱根湯本 強羅 02 東山貝塚公園世田谷公園 多摩川二子橋緑地 南青山オウム
11 和光樹林公園 大泉中央公園光が丘公園 16 実篤記念公園野草園 神代植物公園
26 戸山公園 甘泉園公園 新江戸川公園早稲田大学 29 隅田公園（隅田川花火大会）
27 府中の森公園 東京競馬場 30 平和の森公園平和島公園 羽田空港 萩中公園 梅屋敷公園

12 10 赤塚植物園 東京大仏 赤塚公園 08 13 拝島公園 都立薬用植物園小平霊園 田無産総徳寺
17 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園馬事公苑
18 善福寺川緑地 和田掘公園
23 小金井公園



植物園・公園　（場所毎）

都立公園 都立公園　 都立公園　以外 都立公園　以外 都立公園　以外

1. 青山公園 （港区） 51. 夢の島公園 （江東区） 18. 不動公園 （目黒区） 16. 新江戸川庭園 （文京区） 66. 青山霊園 （港区）
2. 赤塚公園 （板橋区） 52. 代々木公園 （渋谷区） 19. 萩中公園 （大田区） 17. 駒場野公園 （目黒区） 67. 多摩霊園 （府中市）
3. 井の頭恩賜公園 （武蔵野市） 53. 横網町公園 （墨田区） 20. 平和の森公園 （大田区） 18. 日暮里公園 （荒川区） 68. 小平霊園 （小平市）
4. 上野恩賜公園 （台東区） 54. 林試の森公園 （目黒区） 21. 梅屋敷公園 （大田区） 19. 谷中公園 （足立区） 69. 雑司が谷霊園 （豊島区）
5. 浮間公園 （板橋区） 55. 六義園 （文京区） 22. 宝来公園 （大田区） 20. 菖蒲沼公園 （足立区） 70. 染井霊園 （豊島区）
6. 大泉中央公園 （練馬区） 56. 蘆花恒春園 （世田谷区） 23. 池上公園 （大田区） 21. 宝来公園 （大田区） 71. 本門寺霊園 （大田区）
7. 葛西臨海公園 （江戸川区） 57. 和田掘公園 （杉並区） 24. 岡本公園 （世田谷区） 22. 高橋是清公園 （港区） 72. 谷中霊園 （足立区）
8. 亀戸中央公園 （江東区） 58. 井の頭自然文化園 （武蔵野市） 25. 次太夫堀公園 （世田谷区） 23. 新井薬師公園 （中野区） 73.
9. 旧芝浦離宮恩賜公園（港区） 59. 葛西臨海水族園 （江戸川区） 26. 等々力渓谷 （世田谷区） 24. 江古田公園 （中野区） 74.
10. 旧古河庭園 （北区） 60. 神代植物公園 （調布市） 27. 羽根木公園 （世田谷区） 25. 戸越公園 （品川区） 75. 昭島自然公園 （昭島市）
11. 木場公園 （江東区） 61. 夢の島熱帯植物園 （江東区） 28. 馬事公苑 （世田谷区） 26. 木場親水公園 （江東区） 76. 大船ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ （大船市）
12. 砧公園 （世田谷区） 62. 29. 哲学堂公園 （中野区） 27. 古石場親水公園 （江東区） 77. 多摩川二子橋緑地 （世田谷区）
13. 清澄公園・庭園 （江東区） 30. 大田黒公園 （杉並区） 28. 教育の森公園 （文京区） 78.
14. 小石川後楽園 （文京区） 31. 名主の滝公園 （北区） 29. 窪町公園 （文京区）
15. 小金井公園 （小金井市） 海上公園　 32. 飛鳥山公園 （北区） 30. 占春園 （文京区）
16. 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 （世田谷区） 1. 大井ふ頭海浜公園 （品川区） 33. 荒川自然公園 （荒川区） 31. 根津神社 （文京区）
17. 狭山公園 （東村山市） 2. 東京湾野鳥公園 （大田区） 34. 赤塚植物園 （板橋区） 32. 岡本公園 （世田谷区）
18. 狭山・境緑道 （東大和市） 3. 葛西海浜公園 （江東区） 35. 牧野記念庭園 （練馬区） 33. 静嘉堂緑地 （世田谷区）
19. 猿江恩賜公園 （江東区） 4. 若洲海浜公園 （江東区） 36. 行船公園 （江戸川区） 34. 丸子川親水公園 （世田谷区）
20. 篠崎公園 （江戸川区） 5. みなとが丘ふ頭公園 （品川区） 37. 小松川境川親水公園（江戸川区） 35. 池上梅園 （大田区）
21. 芝公園 （港区） 6. 塩見公園 （江東区） 38. 見沼代親水公園 （足立区） 36. 本門寺公園 （大田区）
22. 石神井公園 （練馬区） 7. 辰巳の森緑道公園 （江東区） 39. 堀切菖蒲園 （葛飾区） 37. 池上本門寺 （大田区）
23. 城北中央公園 （板橋区） 8. 東八潮緑道公園 （品川区） 40. 昭和記念公園 （立川市） 38. 洗足池公園 （世田谷区）
24. 浅間山公園 （府中市） 9. 京浜運河緑道公園 （品川区） 41. 拝島公園 （昭島市） 39. 碑文谷公園 （目黒区）
25. 善福寺緑地 （杉並区） 10. 大井ふ頭緑道公園 （品川区） 42. 武者小路実篤公園 （調布市） 40. 新宿遊歩道公園 （新宿区）
26. 善福寺公園 （杉並区） 11. 夢の島緑道公園 （江東区） 43. 野草園 （調布市） 41. 北沢川緑道 （世田谷区）
27. 祖師谷公園 （世田谷区） 12. 有明ﾃﾆｽの森公園 （江東区） 44. 蹌踉泉園 （小金井市） 42. 世田谷城址公園 （世田谷区）
28. 外濠公園 （千代田区） 13. 辰巳海浜公園 （江東区） 45. 東京都薬用植物園 （小平市） 43. 型川河川敷公園 （江東区）
29. 台場公園 （港区） 46. 国分寺万葉植物園 （国分寺市） 44. 若林公園 （世田谷区）
30. 玉川上水緑道 （福生市、三鷹市） 47. 北山公園 （東村山市） 45. 大島小松島公園 （江東区）
31. 舎人公園 （足立区） 都立公園　以外 48. 46. 鳥山川緑道 （世田谷区）
32. 殿ヶ谷と庭園 （国分寺市） 47. 舎人緑道 （足立区）
33. 戸山公園 （新宿区） 都立公園　以外 48. 毛長緑道公園 （足立区）
34. 中川公園 （足立区） 1. 皇居東御苑 （千代田区） 49. 浜町公園 （中央区）
35. 野川公園 （調布市） 2. 皇居外苑 （千代田区） 50. 東山見塚公園 （目黒区）
36. 浜離宮恩賜公園 （中央区） 3. 国会庭園（憲政記念館（千代田区） 1. 新宿御苑 （新宿区） 51. 世田谷公園 （世田谷区）
37. 光が丘公園 （練馬区） 4. 北の丸公園 （千代田区） 2. 靖国神社 （千代田区） 52. 護国寺 （文京区）
38. 八国山緑地 （東村山市） 5. 千鳥が淵公園 （千代田区） 3. 川口ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ （川口市） 53. 新大塚公園 （文京区）
39. 東綾瀬公園 （足立区） 6. 国立自然教育園 （港区） 4. 多摩川台公園 （大田区） 54. 荒川遊園 （荒川区）
40. 東白鬚公園 （墨田区） 7. 明治神宮外苑 （新宿区、渋谷区） 5. 和光樹林公園 （和光市） 55. 尾久野原公園 （荒川区）
41. 東村山中央公園 （東村山市） 8. 明治神宮内苑 （新宿区、渋谷区） 6. 有栖川記念公園 （港区） 56. 築地川公園 （中央区）
42. 東大和公園 （東大和市） 9. 新宿中央公園 （新宿区、渋谷区） 7. 福富川公園 （江東区） 57. あかつき公園 （中央区）
43. 東大和南公園 （東大和市） 10. おとめ山公園 （新宿区、渋谷区） 8. 横十間川親水公園 （江東区） 58. 天王州公園 （品川区）
44. 日比谷公園 （千代田区） 11. 小石川植物園 （文京区） 9. 南砂緑道公園 （江東区） 59. 横浜こども植物園 （横浜市）
45. 府中の森公園 （調布市） 12. 新江戸川公園 （文京区） 10. 新小岩公園 （江東区） 60. 横浜緑化センター （横浜市）
46. 水元公園 （葛飾区） 13. 隅田公園 （台東区、墨田区） 11. 錦糸町公園 （江東区） 61. 横浜公園 （横浜市）
47. 向島百花園 （墨田区） 14. 旧安田庭園 （台東区、墨田区） 12. 大谷田公園 （足立区） 62. 横浜山下公園 （横浜市）
48. 武蔵野公園 （小金井市） 15. 仙台掘川公園 （江東区） 13. 湯島天神 （文京区） 63. 聖蹟公園 （品川区）
49. 武蔵野中央公園 （武蔵野市） 16. 星薬科大薬用植物園 （品川区） 14. 亀戸天神 （江東区） 64. 東品川公園 （品川区）
50. 明治公園 （新宿区） 17. 駒場公園 （目黒区） 15. 甘泉園 （新宿区） 65.

50 41 45 49 10

合計 195



1994.02.19 清澄庭園

1994.02.20 新宿御苑 1994.03.20 牧野記念庭園 門仲ー飯田橋（のりかえ）－池袋　

池袋ー大泉公園（西武池袋線）

シイ モッコク マツ ウメ　　 ツツジ ヒマラヤスギスイセン ｵｵｶﾝｻﾞｸﾗﾐｼﾏｻﾞｸﾗ アセビ クチナシ ゴヨウマツシラカシ
タケ マルヒイラギアオキ ヤツデ ツバキ マンサク イイギリ サワラ ウバメガシサンゴジュﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼハツカリ ムクノキ
ヒノキ　　 サワラ サルスベリナズミモチ モミジ ムクノキ フクジュソウ ヒノキ シキミ リョウブ マンサク ｹﾞｯｹｲｼﾞｭ ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ
カナメ サクラ スギ ツゲ モミノキ ブラシノキ ヒサカキ ウメモドキ ｵｵﾑﾗｻｷ イヌツゲ アカメモチサザンカ ヤマザクラ
クスノキ マサキ カシ ヒバ　 ヒイラギ ソテツ ハナノキ コブシ ヤマツツジツゲ モッコク アオギリ ﾎｿﾊﾞｱｵｷ
シュロ マキノキ キャラ ミカン イチョウ ヤシ ヤナギ チャ ソメイヨシノカリン シュロ トウチャ ﾁｮｳｾﾝﾏｷ
ヤマモモ キョウチクトウヘデラ マテバシイ ユズリハ キンモクセイトチノキ カキ マメツゲ ニッケイ ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ ｱｹﾎﾞﾉｽｷﾞ ヤツデ
クリ ブナ アセビ カシノキ サンゴジュ ユキヤナギサカキ アカマツ ナンテン スダジイ モチノキ ヤマグリ イチョウ
タイサンボクサザンカ カエデ スズカケ セイヨウヒイラギ ユッカ クサギ ノダフジ ネズミモチサンシュユﾊｸﾓｸﾚﾝ ソテツ
ハルニレ タナカビワケヤキ ホウノキ ウバメガシ カツラ ハクモクレン タマサンゴボケ ﾑﾗｻｷｼｷﾌオカメザサクマザサ ジャノヒゲ
ミミジバスズカケノキ マロニエ グミ ヒガンバナカンアオイﾔﾌﾞﾆﾝｼﾞﾝ ｾﾝﾄｳｿｳ ヤブラン ｷﾂﾈﾓｶﾐｿﾘ

カタクリ ホトトギス ナルコユリツワブキ フッキソウヤマモモ
1994.02.27 三木山森林公園 ノジギク マンリョウ ムベ オモト エビネ トクサ

リョウブ カナメモチアラカシ イソノキ ザイフリボク ヒサカキ モチツツジ ヒトツバ ハマユウ ﾍﾋﾞﾉﾈｺﾞｻﾞ ウラボシ ハラン アロエ
クスノキ アカマツ アオハダ コナラ タカノツメ ヤマハギ ネズノキ ｱｵﾉﾘｭｳｾﾞﾂﾗﾝ
イヌツゲ タラノキ ナワシログミイロハモミジ

1994.03.05 国立植物教育園 門仲ー大手町　東京ー目黒 1994.03.21 小石川植物園 門仲ー大手町（のりかえ）－（丸の内線）茗荷谷

しろがねの森、武蔵野台地、シイは５００年 （＝東京大学付属植物園） ４００円

アラカシ シラカシ アカガシ モチノキ クスノキ ナワシログミヤマハゼ ｱｹﾎﾞﾉｽｷﾞ ハマナツメﾌｼﾉﾊｱﾜﾌﾞ ケンポナシｼﾅｳﾘﾉｷ アンズ
アブラチャンニッケイ ユズリハ ヒサカキ コナラ シュロ コブシ マメガキ ソテツ シュロ ｵｷﾅﾜﾊｲﾈｽﾋｻｶｷｻｻﾞﾝｶﾀｲﾜﾝﾔﾏﾂﾊﾞｷ
ツクバネガシスダジイ タブノキ シロダモ シロモジ アオイスミレネズミモチ ﾋﾒﾋｻｶｷ シイ ニワトコ シラカシ ﾔﾌﾞｻﾝｻﾞｼ ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ
シキミ カヤ ツガ クロマツ アカマツ リョウブ シキミ コウヤマキナンテン ソメイヨシノヒメツゲ トウジュロ ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ
モミ イヌザクラソメイヨシノイヌツゲ ヒイラギ ソテツ マンサク ｱｹﾎﾞﾉｱｾﾋピラカンサフジ ｱﾄﾗｽｼｰｻﾞヤマナシ タマイブキ
ムクノキ エノキ ケヤキ チャ ヤマツバキ エゴノキ イヌビワ モッコク ハナマキ ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ イチョウ クスノキ リョウブ
マンリョウ ヤブコウジヤツデ カクレミノ ヤブラン ビロウ クマザサ サカキ マサキ モクレン キャラボクｺﾉﾃｶﾞｼﾜ ﾋﾒｱｽﾅﾛ
キチジョウソウサルトリイバラネムノキ アオキ ミズキ イロハモミジベニシダ イチハツ ニッケイ ﾋﾏﾗﾔﾔﾏﾎﾞウバメガシサザンカ ｹﾞｯｹｲｼﾞｭ
ニワウルシエビネ リョウメンシダ ヒガンバナ タチツボスミレ アオギリ ムクゲ ｵｵｶﾈﾒﾓﾁ モモ トチノキ エノキ

カクレミノ ツバキ ボダイジュヘラノキ ﾓﾐｼﾞﾊﾞｽｽﾞイイギリ
1994.03.06 六義園 都庁 門仲ー高田馬場ー駒込 ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳｱﾃﾂﾏﾝｻｸ ユリノキ ヤマモモ ケヤキ ムクロジ

すごく美しい 元禄15年(1702) 柳沢出羽守吉保

六儀：中国詩から　賊、比、興、風、雅、頌

モッコク ツバキ ツツジ アオキ カシ マテバシイﾀｲｻﾝﾎﾞｸ ｵｶﾞﾀﾏﾉｷ シロマツ ミズメ ヒメコマツ クマシデ ｳﾗｼﾞﾛﾊｺﾔﾅｷﾞ
ヤツデ ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝヒサカキ ヒノキ　 マキノキ ヤブラン タマリュウ オリーブ サンシュユﾎｿﾊﾞﾀｲｻﾝﾎﾎｿﾊﾞﾀﾌﾞﾉｷシキミ アセビ
クロマツ ツゲ シイ カシノキ シュロ ｷﾝﾓｸｾｲ アカマツ イスノキ コバンモチｻﾈﾌﾞﾄﾅﾂﾒ ﾁﾘﾒﾝｶﾞｼ ﾂｸﾊﾞﾈｶﾞｼ ｶﾅﾒﾓﾁ
サルスベリジャノヒゲ ムクノキ クスノキ ベニシダ コナラ ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁマロニエ ｼﾅﾋｲﾗｷﾞﾓﾁタラヨウ ﾊｸﾓｸﾚﾝ カイノキ
ウメ モモ キリ アセビ カンツバキ マユミ コブシ ｶﾋﾞﾊﾅﾐｽﾞｷｼｬｼｬﾝﾎﾞ ヤマボウシﾌｲﾘｻｶｷ

ｼﾘﾌﾞｶｶﾞｼ カリン カシワ サイカチ ヒノキ スギ
1994.03.19 浜離宮庭園 門仲ー大手町（のりかえ）－JR新橋 シロダモ センダン ヒムロ カヤ ハリモミ ムクノキ

モッコク アオキ ウメモドキ ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ ヤツデ ユキノシタ ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ ﾒｸﾞｽﾘﾉｷ イヌガヤ ヤブデマリオニグルミヒメグルミ
シュロ ヤマツツジツバキ クロマツ ウメ ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ メタセコイヤサンゴジュイヌビワ ﾁｬﾝﾁﾝﾓﾄﾞｷコマユミ ネコノチチ
シイ アセベ クスノキ マテバシイ ウバメガシ サザンカ ｱｵﾉﾘｭｳｾﾞ ｾﾝｼｭﾗﾝ キンポウゲキミガヨランハラン ﾑﾗｻｷｸﾝｼﾗﾝ
イチョウ ネズミモチベニシダ トベラ ムクノキ スズラン ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗテイカカズラムベ ユキヤナギヒトツバ トクサ
ヤマモモ カシノキ クマザサ ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ ｷﾝﾓｸｾｲ キャラ ミズバショウオニブキ
マキノキ ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ カナメ サカキ グミノキ サカキ
モモ ユキヤナギヒバ カイズカ ツゲ ﾁｭｳｾﾞﾂﾗﾝ 1994.06.11 神鋼海運（市川＝千葉） ﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ



ヒノキ バラ トベラ サンゴジュ ビワ アセビ 1994.06.16 海外研修ｾﾝﾀｰ（OVTA） ﾊｲﾋﾞｽｶｽ ｻﾙﾋﾞｱ
ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝアカマツ ヤマブキ ムクゲ シキミ

1994.04.19 東陽町公園（図書館） 1994.06.12 猿江恩賜公園

タブノキ ハナミズキトチノキ ﾌｻｱｶｼｱ マテバシイ コナラ カスミソウ ﾔｸﾞﾙﾏｿｳ ｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎ ﾆｵｲｱﾗｾｲﾄｳﾊﾅﾋﾞｼｿｳ ｴｿﾞﾑﾗｻｷ
スダジイ ユズリハ モクセイ シラカシ ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ モチノキ ﾊﾙﾐﾔｷﾞｸ ﾋﾒｷﾝｷﾞｮｿｳヒヨクヒバ ヒメユズリハミズキ ヒマラヤスギ
ソメイヨシノレンギョウヤマモモ スダジイ シンジュ メタセコイヤﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ アキニレ サンシュユ

ヤマモモ アカシデ ﾊｸｳﾝﾎﾞｸ ハンノキ ヤマボウシナツツバキ
1994.04.21 木場公園 （門前仲町ー木場－東陽町） ｷｮｳﾁｸﾄｳ キンシバイアベリア

ﾊｳﾋﾞｬｸｼﾝ アベリア スダジイ ﾊｸﾁｮｳｹﾞ アオイ ﾋﾛﾊｳｼﾉｹﾞｸﾞｻ
ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷトサミズキカツラ マテバシイ ネムノキ サイカチ 仙台堀公園
エンジュ メタセコイヤスズカケ ハマヒサカキボダイジュ ｾｲﾖｳﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞ シモツケ ヒバ ライラック タニウツギマンサク ﾚﾝｹﾞツツジ
ユリノキ エゴノキ ヤマボウシカリン コブシ イヌシデ ﾔﾅｾｽｷﾞ タケニソウタケニグサ
ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼｵｵﾑﾗｻｷ ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ エニシダ トウカエデ
トネリコ ヤマグワ ノムラモミジサワラ ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ アキニレ 1994.07.02 井の頭公園 門前仲町ー九段下－中野　（JR）中野ー吉祥寺

シラカバ シナノキ カクレミノ ハナノキ ﾔﾏﾆｯｹｲ ｽﾀﾞｼﾞｲ（関東）

タブノキ ｵﾄｷﾞﾘｿｳ キンシバイシャガ マンサク ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲ（関西）

1994.04.30 緑が丘東小＆今村部長宅 1994.07.09 水元公園 門前仲町ー大手町　（千代田線）ー北千住（松戸行）ー金町

シャクナゲハナミズキｹﾞｯｹｲｼﾞｭ イボタノキ ヤマボウシ マユミ ラクウショウミソハギ スカシユリｼﾛﾂﾒｸｻ ｱｶﾂﾒｸｻ アキニレ
ｳﾝﾘｭｳﾔﾅｷウツギ エニシダ ハンノキ ホルトノキ ﾆｾｱｶｼｱ

矢切の渡し/柴又帝釈天
1994.05.04 稲美中央公園/万葉の森

エゴノキ ニワトコ タブノキ グズ ﾍｸｿｶｽﾞﾗ アカメガシワ 1994.07.10 向島百花園 門前仲町ー日本橋　（銀座線）ー浅草　（東武伊勢崎線）ー東向島

フジバカマｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ ノカンゾウ ﾋﾒﾋｵｳｷﾞｽｲｾﾝｽｲｾﾝﾉｳ ﾊﾅﾄﾗﾉｵｳ ﾁｮｳｾﾝﾖﾒﾅセキチク
ﾊﾝｹﾞｼｮｳ オミナエシフジバカマﾋﾖﾄﾞﾘﾊﾞﾅ ﾉｳｾﾞﾝｶｽﾞﾗｵｲﾗｸｿｳ

1994.05.14 深大寺、神代植物園 門前仲町ー九段下－（都営新宿線）調布 ５００円 ﾄｳｺﾞｳｷﾞｸ キキョウ ｼｭｳﾒｲｷﾞｸ タニウツギﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞ シャガ

ムクロジ タブノキ キイチゴ モミジイチゴｹﾞｯｹｲｼﾞｭ ボダイジュ シモツケ トモエソウ ﾑﾗｻｷｼｷﾌ ｶｲｺｳｽﾞ ボケ ヒトリシジカ
クマシデ イヌシデ ユズリハ コナラ サワラ ヒメヒムロ ｺｳﾗｲｳﾝﾅﾝタラヨウ サワフタギミツデカエデザイフリボクヌルデ
ヒムロ イブキ アスナロ ﾐﾔﾏﾋﾞｬｸｼﾝカヤ ｵｳｺﾞﾝｸｼﾞｬｸﾋﾊﾞ ヤブニッケイハリエンジュウメモドキ オドリコソウシジミバナオシロイバナ
イチイ キャラボクメタセコイヤモミノキ カラマツ カシワ ベンケイソウアブラギク
サイカチ アキニレ ペカン ミズナラ ユリノキ モチノキ
ハクモクレンﾋﾒﾀｲｻﾝﾎﾞ ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ ｵｶﾞﾀﾏﾉｷ エンジュ ｼﾅﾚﾝｷﾞｮｳ 1994.07.16 等々力渓谷 門前仲町ー茅場町　（日比谷線）ー中目黒　（東急東横線）ー自由が丘

ニシキギ マユミ コマユミ ボケ カマツカ ガマズミ （東急大井町線）ー等々力

イスノキ トウグミ ノグルミ ハマビワ ｱｵﾆｼﾊﾞﾘ ヤマツツジ サワグルミｼﾅﾋｲﾗｷﾞ ナギイカダﾊﾏﾋｻｶｷ
モチツツジタラヨウ スダジイ シキミ ﾊｸｳﾝﾎﾞｸ ホオノキ 1994.07.17 小石川後楽園 門前仲町ー大手町　（丸の内線）ー後楽園

ｼﾀﾞﾚｴﾝｼﾞｭイボタノキネジキ トチノキ ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾄﾁﾉｷﾊﾅﾉｷ モチノキ ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ スダジイ タラヨウ カシワ ホルトノキ
アオハダ （以下草木） ナナカマド ﾉｳｾﾞﾝｶｽﾞﾗ ﾍﾞﾆｻﾝｻﾞｼ ｻﾝｼｮｳﾊﾞﾗ １４：４０分　ミンミンゼミ
ﾎｳﾁｬｸｿｳ ゼンマイ ヒメシダ アケビ ムベ ﾔｸﾞﾙﾏｿｳ
フッキソウ ヒトリシズカフタリシズカフタバアオイミズヒキ クマワラビ 1994.07.22 木場
ベニシダ イラクサ コゴメウツギウツギ キリンソウ ラベンダー イイギリ ﾊｸｳﾝﾎﾞｸ ﾅﾝﾝｷﾝﾊｾﾞエドヒガン ホソバヒイラギナンテン
ツルマサキヤマハギ ｱﾒﾘｶﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞ ﾘｭｳｷｭｳﾂﾂｼｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞｸﾙﾒﾂﾂｼﾞ ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ ウツギ ｾｲﾖｳﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞ

カヤ ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ コウヤマキｷﾞﾝﾖｳｱｶｼｱモミ
1994.05.29 (日本の野草より）

ハハコグサチチコグサヒメジオン ハルジオンﾀﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾛｷﾞｸ ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ ﾔｸﾞﾙﾏｿｳ イワレンゲｷﾂﾈﾉﾎﾞﾀﾝフクジュソウイタドリ イラクサ
フキ ｻﾜｵｸﾞﾙﾏ ハタザオ ミコシギク ノジギク ﾘｭｳﾉｳｷﾞｸ シュンラン シャガ ヒガンバナノギラン ﾃﾝﾅﾝｼｮｳ スズラン
オニタビラコﾍｸｿｶｽﾞﾗ ガガイモ イケマ ヤエムグラ オオバコ イグサ ツユクサ ホシクサ ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ ヒデリコ ｽｽﾞﾒﾉﾃｯﾎﾟｳ
イヌノフグリホオズキ ｼﾞｭｳﾆﾋﾄｴ ニガクサ ヤブジラミ シャク
ミツバ ﾏﾂﾖｳｸﾞｻ ヒメスミレ ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ クララ ｶﾗｽﾉｴﾝﾄﾞｳ
ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ キンポウゲキリンソウオドリコソウｼﾛﾂﾒｸﾞｻ ｱｶﾂﾒｸﾞｻ



ユキノシタチダケサシアブラナ ナズナ オダマキ ナデシコ
ギシギシ スイバ ヒメスイバ ドクダミ エビネ ミョウガ
オニドコロ ホトトギス ナルコユリアマドコロ ミコシギク アゼナ

1994.07.24 林試の森公園 門前仲町ー茅場町　（日比谷線）ー恵比寿 1994.08.14 緑が丘/志染
（JR山の手線）ー目黒　（東急目蒲線）武蔵小山

ﾗﾝｼﾝﾎﾞｸ（別名ｶｲﾉｷ）ニオイドロ ハナカガシ サンシュユ マンサク クズ ﾒﾏﾂﾖｲｸﾞｻ ヤブガラシｷﾂﾈﾉﾏｺﾞ イヌビエ ｱﾒﾘｶｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ
ｼﾏｻﾙｽﾍﾞﾘノグルミ イヌブナ ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳﾆｾｱｶｼｱ ニワウルシ カズノコグサｱﾚﾁﾉｷﾞｸ メヒシバ オヒシバ スズメノヒエブタクサ
ノカンゾウ ｺｳﾖｳｻﾞﾝ キリ イスノキ ヒノキ キハダ コアカザ アリタソウ イノコズチ ヤマゴボウスベリヒユコニシキソウ
ｼﾅﾕﾘﾉｷ アカガシ スモモ ｱﾒﾘｶﾄﾈﾘｺ ブナ タラヨウ ｼﾛﾊﾞﾅｲﾅﾓﾘｿｳ ﾀﾁｲﾇﾉﾌｸﾞﾘｵｵｲﾇﾉﾌｸﾞﾘノミノツヅリ
ニワウルシイヌビワ ﾋﾏﾗﾔｺﾞﾖｳ ﾎｿﾊﾞﾀｲｻﾝﾎﾞｸ ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ
ｶﾗｺﾞｷｶｴﾃ ﾂｸﾊﾞﾈｶﾞｼ トチュウ ツガ イチイガシ アカシデ 1994.08.15 緑が丘小学校
アカメヤナギアベマキ ゴヨウマツヤマグワ クサギ ユサン ナツハゼ アカメヤナギシャシャンボゲッケイジュイヌエンジュｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ
ホオノキ ヨコグラノキユーカリ ハルニレ ヒムロ チャボヒバｱﾒﾘｶｷｻｻｹウノハナ ｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁﾉｷ

1994.08.06 昭和記念公園 門前仲町ー三鷹　（JR中央線）ー立川 1994.08.20 東大駒場野公園
（JR青梅）ー西立川

モッコク ツバキ ケヤキ タブノキ ウバメガシ クスノキ サイカチ ﾀﾞﾝｺｳﾊﾞｲ ｼﾅｻﾜｸﾞﾙﾐﾆﾝｼﾞﾝﾎﾞｸ ハリグワ ヤマグワ
マテバシイコブシ ﾔﾏﾆｯｹｲ アセビ コナラ ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ
ウメ アラカシ シラカシ ユズリハ カシワ トチノキ
カツラ ニワトコ ヒノキ サワラ ｷﾘｼﾏﾂﾂｯｼﾞ ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 1994.08.27 牧野記念庭園
ﾔｴﾔﾏﾌﾞｷ ﾄﾞﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ トサミズキ カマズミ アビリア ウツギ タマサンゴﾄｳｺﾞｳｷﾞｸ ハマユウ ミツバ ハグロソウヤブミョウガ
ボケ ハマヒサカキオウバイ ハナズオウｹﾞﾝｶｲﾂﾂｼﾞ ムクゲ マユミ ウバユリ フジバカマﾍﾋﾞﾉﾈｺﾞｻﾞ ﾋﾖﾄﾞﾘﾊﾞﾅ ﾋﾒﾋｵｳｷﾞｽｲｾﾝ
エンジュ ブナ ハナミズキネズミモチ スダジイ ヒイラギ ﾌｲﾘﾔﾌﾞﾗﾝ アイリス ｷﾂﾈﾉｶﾐｿﾘｾｲﾖｳｻﾝｻﾞﾁｮｳｾﾝﾏｷ ヒメジオン
イチョウ ピラカンサﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝｵｵﾑﾗｻｷ アオキ シャクナゲ
ベニカネメヒトツバタゴカルミア ｾｲﾖｳﾊﾞｲｶｳﾂｷﾌｲﾘｱｼﾞｻｲ ｵｳｺﾞﾝｲﾎﾞﾀ 1994.08.27 石神井公園
ﾍﾞﾆﾊﾞｽﾓﾓ ハマナス ｸｼﾞｬｸｼﾀﾞ ﾊﾝｹﾞｼｮｳ ﾏﾂﾑﾗｿｳ ｱｶﾒｶﾞｼﾜ
ﾊﾙｼﾞｵﾝ オミナエシマンサク ヤブガラシ ﾒﾏﾂﾖｲｸﾞｻ シャガ
ヘデラ アシタバ ﾋﾞﾖｳﾔﾅｷﾞ ﾋﾒﾗｲﾗｯｸ イチハツ シラン 1994.08.28 旧安田庭園

ｷﾁｼﾞｮｳｿｳクララ ﾏﾙﾊﾞｼｬﾘﾝﾊﾞｲ
1994.08.07 荒川自然公園 門前仲町ー大手町　（千代田線）ー町屋

タブノキ アラカシ ヤマモミジクヌギ サワラ モチノキ 1994.08.28 錦糸町公園
ホルトノキ シラカシ スダジイ ハンノキ サワフタギ センリョウ タラヨウ
シキミ オカメザサシュロ ハナカイドウﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ サザンカ
イボタノキ ハアザミ ハラン ｸﾂﾒﾂﾂｼﾞ ｾｲﾖｳﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞ 1994.08.28 横網公園 復興記念館（関東大震災、第２次世界大戦）
ビラカンサシャリンバイカラタチ ヤブコウジ マンリョウ ジンチョウゲ
クチナシ エニシダ ミズキ ハマナス アジサイ マンサク エニキグサカラスノマゴｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ ｺﾏﾂﾅｷﾞ メドハギ イヌゴマ
カマズミ ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ ミチヤナギノササゲ イヌビユ カラムシ ノブドウ カラスウリ
ｱﾒﾘｶﾊﾅﾐｽｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ タラヨウ モッコク カマツカ アオギリ ｱｶﾂﾒｸﾞｻ ヒメヒマワリキクイモ ﾄｳｺﾞｳｷﾞｸ ヒゴタイ ﾋﾒﾋｺﾞﾀｲ
クサギ ヤマモモ エノキ クヌギ ケヤキ イヌシデ ｱﾏﾁｬｽﾞﾙ カナムグラエビズル カタバミ ﾑﾗｻｷｶﾀﾊﾞチヂミザサ
ナナカマドネムノキ トチノキ サンゴジュ ネズミモチ カクレミノ ｽｲｾﾝﾉｳ ﾊﾅﾄﾗﾉｱｳ アカベ ﾔﾏﾈｺﾉﾒｿｳソグズ ﾋﾒﾋｵｳｺﾞｽｲｾﾝ
アセビ ｱｶﾒｶﾞｼﾜ ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ ﾊｸｳﾝﾎﾞｸ クルミ ムクゲ イワレンゲｲﾜﾍﾞﾝｹｲｿｳ
エゴノキ シンジュ ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ ヤマボウシアキニレ ホオノキ
イチジク カリン クリ サワラ リョウブ ソヨゴ
ザクロ ビワ ウメ ナツツバキ タブノキ ユズリハ 1994.09.03 砧公園
ﾋﾒﾕｽﾞﾘﾊ コナラ トサミズキ ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ カワヤツデ アオキ エンジュ ユリノキ ホオノキ ﾊｸｳﾝﾎﾞｸ ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ トウジュロ
ウメモドキ ルルデ ﾑﾗｻｷｼｷﾌニシキギ カルミア ハアザミ ヒノキ メギ ｼﾏｻﾙｽﾍﾞﾘトチノキ イチイガシコブシ
ハラン ﾘｭｳﾉｳｷﾞｸ ヤブラン ヒトツバ ミズヒキ ヤブソテツ トネリコ ギンナン クルミ
ｵｵﾊﾞｷﾞﾎﾞｳｼアシタバ ヨメナ ホトトギス シャガ アマドコロ
フッキソウウド ヒトリシズカホオズキ フクジュソウヤマユリ 1994.09.04 夢の島公園
スカシユリコオニユリゼンテイカﾆｯｺｳｷｽｹﾞ ﾑﾆﾝﾉﾎﾞﾀﾝ ｵｵｼﾏﾀﾆﾜﾀﾘﾌｲﾘﾁﾄｾﾗﾝｹｱﾘﾀｿｳ チャイブ フジバカマ

クコ 大トベラ デイコ ハトムギ コンフリー ｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁﾉｷ



1994.08.12 神鋼海運（市川）
クズ ﾒﾏﾂﾖｲｸﾞｻ ｴﾉｺﾛｸﾞｻ ヤブガラシ ｷﾂﾈﾉﾏｺﾞ ｱﾒﾘｶｲﾇﾎｵｽﾞｷ
ヒメジオン クサヨシ ハマスゲ イヌビエ ｱﾚﾁﾉｷﾞｸ メヒシバ
オヒシバ ｽｽﾞﾒﾉﾋｴ ﾋﾅﾀｲﾉｺｽﾞﾁオニノゲシ ｱﾒﾘｶｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ

1994.09.10 国立植物教育園 1994.12.17 駒沢オリンピック公園 東京都立大学　深沢校舎
林試の森公園 本数 本数
有楽町、銀座 モッコク 550 スダジイ 321

ケヤキ 500 サンゴジュ 296
1994.09.11 猿江恩賜公園 ルドベキアﾌｲﾘﾂﾙﾆﾁﾆﾁｿｳ サクラ 416 ネズミモチ 272

亀戸天神 イヌツゲ 393 サザンカ 260
亀戸中央公園 ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ 322 ヤマモモ 208

1994.10.02 国立植物教育園 キンガイカﾋﾄﾂﾊﾞﾀｺﾞ ｳｽｷﾞﾓｸｾｲｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ ﾏﾙﾊﾞﾏﾝｻｸﾋﾟﾝｵｰｸ
カマズミ シモバシラﾏﾂｶｾﾞｿｳ モミジガサ ウバユリ ﾖｳｼｭﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ ヒイラギ ﾏﾙﾊﾞﾋｲﾗｷｼﾛﾀｴｷﾞｸ ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ
ミズヒキ ﾎｳﾁｬｸｿｳ ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ ｵｵﾊﾞｷﾞﾎﾞｳｼｺﾊﾞﾉｷﾞﾎﾞｳｼ ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ
ヒトリシズカシロヨメナ ヤブタバコヒメシダ ノブドウ イヌショウマ
カリガネソウタカトウダイワルナスビチョウジソウｷﾝﾐｽﾞﾋｷ タイアザミ 1994.12.17 JRA馬事公苑
イカリソウ フタバハギヤブマオ ハグロソウ ｾﾝｼﾞｭｶﾞﾝﾋﾞ カラタチバナ ﾆｵｲｼｭﾛﾗﾝリョウブ ﾌｲﾘﾔﾌﾞﾗﾝ ﾘｭｳｾﾞﾂﾗﾝ タマイブキサザンカ
ｷﾁｼﾞｮｳｿｳｾﾝﾄﾘｭｳ シュンラン マンサク ソバナ ﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ ｷﾐｶﾞﾖﾗﾝ アジサイ ニッケイ ｹﾞｯｹｲｼﾞｭ バラ キャラボク
チゴザサ ヒメシダ ワレモコウコブナグサ サワヒヨドリ ﾅｶﾞﾎﾞﾉｼﾛ スミレ ニワトコ クヌギ カルミア
クワイ ユウガギクｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ ｵｶﾄﾗﾉｵ ｼﾗﾔﾏｷﾞｸ ﾐﾂﾊﾞｳﾂｷﾞ
ミゾソバ ツリフネソウミツガシワチカラシバ オニスゲ ｱｷﾉｳﾅｷﾞﾂｶﾐ
クサフジ ｲﾇｺﾘﾔﾅｷﾞチダケサシﾉﾊﾗｱｻﾞﾐ ｼﾛﾊﾞﾅｻｸﾗﾀﾃノイバラ 1994.12.18 大宮天満宮 力石（２７～５０貫　１４コ）

クスノキ ヒノキ サカキ イチョウ カヤ 照らしツツジ
1994.11.12 和光樹林公園 1994.11.12 都立戸山公園

光が丘公園 ハラン 多し 1994.12.18 和田堀公園
ﾎｿﾊﾞﾀﾌﾞﾉｷクスノキ マサキ タブノキ カルミヤ ウバメガシアベリア ｵｵﾑﾗｻｷ トベラ ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ
マテバシイホルトノキゲッケイジュ

1994.12.18 杉並区立　善福寺川公園
エンジュ ヒノキ アキニレ ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ トウカエデ

1994.11.26 新宿区立　甘泉園公園 1994.11.26 新江戸川公園
スミレ ﾀｶｻﾌﾞﾛｳ カヤ ｶﾝﾉﾝﾁｸ 1994.12.18 善福寺川緑地

桜並木 カヤ モチノキ サワラ コデマリ シモツケ
1994.11.27 府中の森公園 1994.11.27 東京競馬場 ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ カナメモチニシキギ ハナミズキトウカエデ ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ

シモツケ シラカシ スダジイ ジャパンカップ ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ ｵｵﾔｴｸﾁﾅｼサツキ メギ ハンノキ ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ
コスモス（黄色・柿色） マーベラス・クラウン ヒメシャガ ヤマモモ ヤマハギ ツバキ カクレミノ マサキ

パラダイス・クリーク ﾒﾀｾｺｲﾔ ピラカンサコナラ ハナズオウラクウショウｵﾄﾒﾂﾊﾞｷ
1994.12.10 赤塚植物園 ナツツバキクスノキ サンゴジュマテバシイコブシ ボケ

ケイトウ オケラ メハジキ サワヒヨドリクサボケ トコロ ノカンゾウ タブノキ ｼﾛﾔﾏﾌﾞｷ ヤツデ ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ ケヤキ ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ
ﾔﾌﾞｶﾝｿﾞｳ アマドコロ スベリヒユヨメナ ウツボグサ イタドリ マユミ シラカシ ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷシャガ ウバメガシｷｮｳﾁｸﾄｳ ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ
アヤメ センダン ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ ｶﾜﾗﾅﾃﾞｼｺ アキニレ ｶﾗﾏﾂｿｳ モッコク ユリノキ ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼｼﾅﾚﾝｷﾞｮ ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷユズリハ
ニラ ニワトコ ヤブツバキカンアオイ ﾌﾀﾘｼｳｽﾞｶ モミノキ ツガ ムクノキ ソロノキ
ヒオウギ ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ ヤマブキ オミナエシ ハルニレ コナラ エニキ
カタクリ イヌタデ ムラサキ ワレモコウ シオン キクイモ ツワブキ
チョウジソウカツラ クチナシ キンミズヒキジャノヒゲ ヒノキ ヒトリシズカ 1994.12.23 小金井公園
ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ カシノキ ﾐｼﾏｻｲｺ カキドオシ ユキノシタ ガンピ ウツギ シラカシ アオギリ チャ マサキ カクレミノ ニッケイ
ﾌｸｼﾞｭｿｳ ヤブコウジカキドオシシラン ｼﾛﾔﾏﾌﾞｷ ｳﾗｼﾞﾛﾓﾐ キリ モッコク ツゲ ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ ヘデラ アラカシ ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲ
ナギイカダアカンサスシロダモ ヤマグルマ（トリモチノキ）サカキ イシイガシ ヒムロ レンギョウ ツバキ ヒサカキ ｷﾐｶﾞﾖﾗﾝ スダジイ
アラカシ シラカシ シキミ カラタチ サイカチ キハダ ドクダミ ボケ サンゴジュモミノキ ツバキ ｵｵﾑﾗｻｷ カンツバキ
クロベ アスナロ ナギ イノモトソウシナノキ チャンチン ｼｬｼｬﾝﾎﾞ カナメモチ ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝヒイラギ ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ サツキ ヒヨクヒバ
ﾋﾄﾂﾊﾞﾀｺﾞ（ﾅﾝｼﾞｬﾓﾝｼﾞシャガ クヌギ エゴノキ アセビ ヤブコウジ ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼツワブキ サワラ イチョウ ﾌｲﾘﾔﾌﾞﾗﾝ ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ



ヒガンバナアシ オギ トモエソウ サルスベリヒノキ サクラ マテバシイモチノキ トベラ
カヤ アベリア ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ カルミア イチイ ﾎｿﾊﾞﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ

1994.12.10 都立赤塚公園 タブノキ シャガ ノシラン ヤマモモ 梅林 アカマツ
イチョウ ヤマモモ ケヤキ マテバシイ テイカカズラ シャクネゲネズミモチクマザサ イスノキ クスノキ クロマツ

1994.12.23 小金井公園（つづき） 1995.01.28 武蔵野公園 植木園

桜の園 1995.01.28 多磨霊園 沢山の樹木
主にｻﾄｻﾞｸﾗｶﾝﾋｻﾞｸﾗ ヤマザクラ ｶｽﾐｻﾞｸﾗ ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ
ﾏﾒｻﾞｸﾗ 1995.01.28 浅間山公園

宿根草園 コナラ クヌギ エゴノキ ブナの林
シバザクラサクラソウバーベナ ﾐﾔｺﾜｽﾚ キキョウ
ﾄﾞｲﾂｽｽﾞﾗﾝミソハギ ｼｬｽﾀｰﾃﾞｰｼﾋﾒﾏﾂﾊﾞｷﾞｸ ｱｽﾁﾙﾍﾞ
ｵｵｷﾝｹｲｷﾉｺｷﾞﾘｿｳ ｻﾜｷﾞｷｮｳ ユリｵﾌﾟｽﾃﾞｰｼﾍﾒﾛｶﾘｽ 1995.01.29 有栖川記念公園
ｼｭｳｶｲﾄﾞｳ ノシラン ﾀﾂﾀﾅﾃﾞｼｺ イソギク スイセン 港区立 ﾏﾙﾋｲﾗｷﾞ ツバキ 大モッコク
ナルコユリ

1995.01.29 青山公園
1995.01.07 中川公園

ネスミモチヤマモモ ハナミズキｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ ﾊﾏﾋｻｶｷ クチナシ 1995.01.29 青山霊園
モッコク サツキ ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ ユズリハ ｷﾝﾓｸｾｲ カクレミノ

1995.01.29 外濠公園
1995.01.07 東綾瀬公園 ｹﾔｷ並木 ウバメガシハラン シャクナゲｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙキンシバイ

ｵﾀﾌｸﾈﾝﾃﾝ珍しいﾋｲﾗｷアベリア トベラ カイズカ クスノキ シュロ ベニコブシスズカケ ﾃｲｶｶｽﾞﾗ サクラ並木シャガ
クサトベラ ナギイカダ多行松 サンゴジュ マサキ

1995.01.29 靖国神社/法政大学
1995.01.07 舎人公園

1995.01.29 北の丸公園
1995.01.08 旧浜離宮庭園 カクレミノ 環境庁 日本武道館シャクナゲ国立文書館科学技術ｾﾝﾀｰ

タブノキ スダジイ トベラ ヤマモモ マツ ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ 国立近代美術館 （以下　ｸﾞﾘｰﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ）
モチノキ マサキ モッコク ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ チャ トベラ スダジイ ツゲ イチョウ アオキ

コブシ コナラ ヤマツツジサザンカ ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ マキ
ヒイラギ マテバシイシュロ アセビ ユズリハ ウツギ

1995.01.11 木場公園 オオケタデ アキニレ クチナシ ウバメガシスズカケ クスノキ ヤツデ
1995.01.12 東陽図書館 ヒメウズ ｱｽﾞﾏｲﾁｹﾞ （YMCAの川沿い） ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ ケヤキ ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼヤマモモ サンゴジュモッコク

1995.01.14 城北中央公園 1995.02.11 東白鬚公園
ﾀﾁｼｬﾘﾝﾊﾞｲアオギリ ﾀﾁｶﾝﾂﾊﾞｷトベラ アラカシ ﾃｲｶｶｽﾞﾗ トベラ コブシ サザンカ ヤマモモ シラカシ ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ
ヤマモモ ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁケヤキ クスノキ サクラ マテバシイﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼサンゴジュアベリア ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ
ﾎﾞｹ マテバシイツバキ カンツバキクチナシ タブノキ ハナミズキｼﾅｶﾞﾜﾊｷﾞ スダジイ

イタジイ ﾊﾏﾋｻｶｷ ケヤキ ﾐﾔｷﾞﾉﾊｷﾞ ツバキ サクラ
1995.01.14 浮間公園 レンギョウ

ﾎﾞｹ（咲く） ケヤキ サンゴジュマテバシイ サツキ ハンノキ
サクラ ハナミズキイスノキ ヤマモモ ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 1995.02.11 旧古河庭園

ハラン ｷﾐｶﾞﾖﾗﾝ ﾘｮｳﾒﾝｼﾀﾞ イタジイ ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾌｸｼﾞｭｿｳ
1995.01.16 篠崎公園 イヌマキ ウメ モチノキ ヤブソテツｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝムクノキ

カイズカ ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ ヒバ サクラ ナワシログミツツジ 大ｶｸﾚﾐﾉ クサソテツツズリハ イチハツ
マテバシイニオイヒバサワラ ヤマモモ ツルマサキ 凧揚げ
ウバメガシネズミモチｷﾝﾓｸｾｲ サザンカ スダジイ 1995.02.11 名主の滝公園

シュロ シロダモ ヒサカキ モチノキ ヤブソテツハゼ
1995.01.28 野川公園 サザンカ シロカシ ﾑﾗｻｷｼｷﾌハラン ノシラン シャガ

サクラ マサキ シラカシ クスノキ ジュズダマ スズカケ マテバシイﾑﾗｻｷｶﾀﾊﾞスダジイ アオキ ヤダケ ｷﾁｼﾞｮｳｿｳ
ニシキギ ｷﾝﾓｸｾｲ ブナの林 ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ ツゲ ケヤキ ほたるの里 ﾔﾏﾎﾄﾄｷﾞｽハナミズキベニシダ ヤツデ ヤブソテツイヌシデ



1995.02.11 北区中央公園
ﾀﾁｼｬﾘﾝﾊﾞｲモチノキ サンゴジュマテバシイｼｬﾘﾝﾊﾞｲ（別名ﾊﾏﾓｯｺｸ）

1995.02.12 蘆花恒春公園 1995.02.19 百草園
ヒヨクヒバ ﾓｳｿｳﾁｸ クスノキ ｿﾛ＝ｲﾇｼﾃﾞ カルミア ｱｽﾞﾏﾈｻﾞｻ ｹﾞﾝｶｲﾂﾂｼサザンカ ﾀﾁｶﾝﾂﾊﾞｷ
アオギリ トウカエデシャクナゲアキニレ エノキ ユズリハ

1995.02.12 祖師谷公園 1995.02.25 湯島天神
シャガ ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ ﾊｸﾁｮｳｹﾞ アスナロ カルミア ｱｽﾞﾏﾈｻﾞｻ
アオギリ トウカエデシャクナゲアキニレ エノキ ウズリハ 1995.02.25 東京大学（本郷）
ビナンカズラ＝サネカズラ

1995.02.25 大谷田公園
1995.02.17 神鋼海運　花壇 クロッカス サンシュユロウバイ ブンゴウメ

1995.02.25 菖蒲沼公園＝足立区
1995.02.18 武蔵野中央公園

ｾｲﾖｳﾍﾞﾆｶﾅﾒﾓﾁ カルミア チョボヒバ サンゴジュ ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ
イヌツゲ アベリア ヒイラギ オウゴンヒバヒノキ ピラカンサ 1995.02.28 清澄公園 　 シナマンサク
ヤマブキ サワラ ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷレンギョウ カナメモチ ウバメガシ
ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ ツゲ モチノキ イヌマキ ソヨゴ マサキ
ボケ ヒサカキ イボタノキ シラカシ ナンテン ハクチョウゲ 1995.03.05 大井競馬場 バクチノキ
ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ アラカシ イチイ マサキ ｲﾌﾞｷ＝ﾋﾞｬｸｼﾝ
ｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎ カスミソウ ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ クロッカス ﾔｸﾞﾙﾏｿｳ ナノハナ 1995.03.05 東京都立　運河緑道公園
ヒアシンスヒナゲシ アキニレ ロウバイ モミジバフウユズリハ ｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ ホトケノザ ﾁﾛﾘｱﾝﾏﾂ ミヤコグサハコベ
スダジイ ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ ハナミズキサンシュユ マンサク マテバシイ （L.ﾊｲﾋﾞｬｸｼﾝ）
ﾄｳﾈｽﾞﾐﾓﾁ クヌギ コナラ ブナ キンモクセイモクセイ
コブシ ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ リョウブ ｼﾏｻﾙｽﾍﾞﾘ エゴノキ シモツケ 1995.03.05 みなとが丘ふ頭公園
ボダイジュヤマボウシナツツバキ アシ トベラ ユズリハ ツバキ シナヒイラギ

シャリンバイユキヤナギウバメガシイブキ
1995.02.18 殿ヶ谷と庭園

ナツツバキワジュロ ﾌｸｼﾞｭｿｳ ボケ ススキ ガマズミ 1995.03.05 大井ふ頭中央公園 ハマビワ タラヨウ
サルスベリｼｭｳﾒｲｷﾞｸ ﾄﾞｲﾂｱﾔﾒ ハギ ビヨウヤナギｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ
ツルボ ベニシタンワレモコウフッキソウ ミヤギノハギノカンゾウ 1995.03.05 東京港野鳥公園
ﾋﾞﾅﾝｶｽﾞﾗ ツワブキ トロロアオイノコギリソウﾔﾏﾉｶﾝｱｵｲ サンザシ
オミナエシオトコエシ ｺｺﾞﾒｳﾂｷﾞ ニリンソウ ﾋﾏﾗﾔﾕｷﾉｼﾀキキョウ
リンドウ ﾕｷﾜﾘｿｳ ﾑﾗｻｷﾏﾑｼｸﾘｭｳｾﾞﾂﾗﾝ クツメツツジ ヒガンバナ 1995.03.19 多摩川台公園
ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞヒトリシズカクラマシダフジバカマ シュロラン ﾌﾀﾊﾞｱｵｲ ｶｸﾄﾗﾉｵｳ　コバイモ キキョウ グガイソウﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷマツバギク
アスナロ ﾌﾕﾉﾊﾁﾜﾗﾋナデシコ カタクリ エビネ ｷﾂﾈﾉｶﾐｿﾘ ｶﾜﾗﾅﾃﾞｼｺフジバカマﾑﾂﾑｼｿｳ マンサク ハナニラ リンドウ
マンリョウ イブキ ｵﾗﾝﾀﾞｶｲｳヤマユリ ベニシダ マルバハギ オミナエシｼﾓﾂｹｿｳ トサミズキ
キンラン ホトトギス ｳﾒﾊﾞﾁｿｳ ヤブコウジ クマガイソウヤブレガサ
ﾑﾗｻｷｼｷﾌ ｹﾞｯｹｲｼﾞｭ イノモトソウヤブソテツ　　カンノンチク ﾘｮｳﾒﾝｼﾀﾞ 1995.03.19 巨人軍　多摩川グランド
ﾎｳﾁｬｸｿｳ ハラン

1995.03.19 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 サンシュユﾏﾙﾊﾞﾏﾝｻｸ
1995.02.18 善福寺公園

ハンノキ ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ ヤブソテツクワイチゴ トウカエデ ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ
サンゴジュジュリアン ﾉｰｽﾎﾟｰﾙ フリージャ 1995.03.20 南砂緑道公園／猿江恩賜公園／横十間川親水公園／仙台堀川公園

キブシ ミツマタ ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷユキヤナギモモ ｷﾞﾝﾖｳｱｶｼｱ
1995.02.19 台場公園、１３号地公園、船の科学館

（'1995.03.20は地下鉄サリン事件が発生）
1995.02.19 高幡不動 あじさい祭り（６月中旬～７月初旬）



ヒメシャラ チャボヒバシノブ イチハツ イロハモミジ野田フジ
アジサイ エゴノキ ヤブソテツボケ ｺﾞｰﾙﾄﾞｸﾚｽﾄ ﾊﾙｺｶﾞﾈﾊﾞﾅ（別名ｻﾝｼｭﾕ）
ヘデラ キャラボク

1995.03.21 小松川境川親水公園 1995.04.09 星薬科大学薬用植物園
アセビ エドヒガン （以下　GR:ｸﾞﾘｰﾝｳｵｯﾁﾝｸﾞ） ﾆｵｲｲﾘｽ ワレモコウｲﾌﾞｷﾄﾗﾉｵ ﾌｸｼﾞｭｿｳ シデコブシヒゴタイ
イチョウ ポプラ アオギリ キウイ ゲッケイジュウメ ﾔﾏﾄﾘｶﾌﾞﾄ ﾋﾞｯﾁｮｳﾌｳﾛシラン アシタバ ジキタリスヒヤシンス
ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ ネムノキ ｲﾄﾊﾓﾐｼﾞ コブシ クスノキ カシワ ﾔﾏﾄﾚﾝｷﾞｮｳシシウド ツルグミ スイカズラアカンサスイボタノキ
ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ ケヤキ ハナミズキヤマモモ スズカケ ｻﾙｽﾍﾞﾘ シロダモ ﾍﾞﾝｹｲｿｳ アマチャ ﾃﾘﾊﾉｲﾊﾞﾗ ソクズ ラベンダー

ｶﾜﾗﾅﾃﾞｼｺニワトコ ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ タチアオイクンシラン ﾑﾗｻｷｵﾓﾄ
1995.03.21 新小岩公園 きれいなコブシの花 サトウキビバニラ ﾅﾝﾊﾞﾝｻｲｶﾁオウレン ﾃｲｶｶｽﾞﾗ クコ

ﾐﾔﾏｷﾘｼﾏ カミヤツデニッケイ ハナイカダキリンソウﾘｭｳｾﾞﾂﾗﾝ
ﾌｳﾄｳｶｽﾞﾗ シモバシラ

1995.04.01 赤塚植物園
カタクリ ヤマグルマﾑﾙﾁｺｰﾚ ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ ノリナ アカンサス 1995.04.09 戸越公園 桜 日本庭園 雨 少年野球
イノモトソウ 品川神社 包丁塚 大キブシ 記念碑 雨

1995.04.02 東大和南公園
ボケ ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷレンギョウ アセビ

1995.04.13 小石川植物園
1995.04.02 玉川上水緑道 ﾄｻﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾃｲｶｶｽﾞﾗ ｼﾛﾀｴｷﾞｸ キブシ ﾄﾞｲﾂｱﾔﾒ ｼﾅﾐｽﾞｷ

クサボケ エビネ アオキ ツゲ サカキ ヤブソテツ ﾄｳｺﾞｸ　〃 ﾊﾁｼﾞｮｳｷﾌツルボ ﾅﾂｽﾞｲｾﾝ ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏｵﾆﾂﾙﾎﾞ
シュロチク ノイバラ ヤマブキ ヘデラ ヤツデ イヌザクラ ﾅﾝｺﾞｸ　〃 ﾁﾘﾒﾝｶﾞｼ ｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁﾉｷﾂﾘｶﾞﾈｶｽﾞﾗﾆｼｷｶｽﾞﾗ ｾﾝｼﾞｭﾗﾝ
オモト ツルマサキカマズミ ネズミモチ ヤブラン ｻｲｺﾞｳ　〃サネカズラ

1995.04.02 都立薬用植物園 1995.04.13 （文京区）教育の森公園
ネズ アネモネ ヒメウツギ ﾋﾏﾗﾔﾕｷﾉｼﾀツクシ キジムシロ ハナミズキ（ﾄﾞｯｸﾞｳｯﾄﾞサトザクラ ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾊﾅﾐｽﾞｷ
ﾐﾐｶﾞﾀﾃﾝﾅﾝｼｮｳ コムラサキシキミ マユミ ニリンソウ

1995.04.13 （文京区）窪町東公園／占春園（筑波大学）
サクラ ｻﾗｼﾅｼｮｳﾏﾔﾏﾌﾞｷがきれい

1995.04.08 平和の森公園（中野区）
ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼコマユミ モッコク レンギョウ ムクゲ ケヤキ
モクレン リョウブ ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ カイドウ トサミズキ ウバメガシ 1995.04.15 狭山公園／多摩湖
ﾉﾑﾗﾓﾐｼﾞ ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ ﾑﾗｻｷｼｷﾌトベラ ヒイラギ ソメイヨシノ サクラが最高にきれいイヌノフグリトサミズキ ヒキオコシ
マツ エゴノキ ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ スダジイ ユズリハ アオキ
サザンカ ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ アジサイ クスノキ メタセコイヤ クチナシ 1995.04.15 東大和公園
ニシキギ アベリア サンシュユヒメシャラ サンゴジュ ネズミモチ ニワトコ カマズミ ヤマガキ マユミ エゴノキ シャガ
ウメ ヤマグワ ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ サツキ トチノキ ヒサカキ ヤブラン ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ スイカズラ
タブノキ コブシ エノキ ｵｵﾑﾗｻｷ マテバシイ ヤツデ
ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ コナラ クヌギ アカシデ ヤマブキ ヤマハギ 1995.04.15 都立　狭山・境緑道
キンモクセイアセビ ムクゲ ツバキ ジンチョウゲｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ 1995.04.15 東村山中央公園
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ アラカシ ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ イチョウ サクラ ユキヤナギリョウブ レンギョウ ヤマブキ ボケ

ﾑｰﾁｺｰﾚ ムスカリ
1995.04.08 新井薬師寺公園 さくら

哲学堂公園 さくら
江古田公園 さくら 1995.04.16 靖国神社　奉納大相撲
千鳥が渕公園 さくら
　　〃　　戦没者墓苑 さくら ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ 1995.04.16 日比谷公園
日比谷公園 さくら シャガ（花） ムスカリ ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏ ウメモドキ ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏｱﾃ（石川　ｱｽﾅﾛ） ﾊｼﾌﾞﾄｶｽﾞﾗキランソウ

クガイソウ



1995.04.21 江東区立　豊住公園 1995.05.14 （大田区）池上梅園／本門寺
ハルジオンﾊﾅｽﾞｵｳ フジの花 ｷｮｳﾁｸﾄｳ ノゲシ ｾｲﾖｳｶﾞﾝﾎﾟﾎﾟ ウメ キショウブｷﾁｼﾞｮｳｿｳベニシダ セリ ユキノシタ
ノボロギク ﾋﾒｵﾄﾞﾘｺｿｳヤマブキ ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞサツキ ドクダミ ﾘｮｳﾒﾝｼﾀﾞ シャクヤクボタン ツワブキ フキ

ゼンマイ カンノンチクマンリョウ ニキシノブハハコグサニガナ

1995.04.22 根津神社 つつじ祭り 1995.05.14 （大田区）本門寺公園

1995.04.22 皇居東御苑 1995.05.14 （大田区）洗足池公園
シャガ ハナミズキﾋﾊﾞ（ﾋﾉｷｱｽﾅﾛ：青森） サトザクラ フキ カラマツ イヌガラシ ﾊｺﾈｳﾂｷﾞ コブシ クヌギ ｼｮｶﾂｻｲ
ヤマブキ ゴンズイ ｺﾊﾞﾉｶﾏｽﾞﾐﾊｸｳﾝﾎﾞｸ エンジュ ﾑﾗｻｷｶﾀﾊﾞオオケダデｹﾞｯｹｲｼﾞｭ ミズキ ヌルデ

ｱｶﾒｶﾞｼﾜ エゴノキ ウバメガシハンノキ サンザシ ノウルシ
1995.04.22 （世田谷）岡本公園／静嘉堂緑地／丸子川親水公園

ｷﾂﾈﾉﾎﾞﾀﾝｵﾗﾝﾀﾞｶﾞﾗｼ 1995.05.14 （目黒区）碑文谷公園
ﾂﾙｷｷｮｳ ｺﾞｼｷｶｽﾞﾗ メタセコイヤキンシバイﾋﾞﾖｳﾔﾅｷﾞ ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄ ｷﾐｶﾞﾖﾗﾝ ミズキ

カツラ アオギリ オオケタデ

1995.05.05 稲美中央公園 オキナグサ
1995.05.20 新宿遊歩道公園　四季の路

ﾀﾁｼｬﾘﾝﾊﾞｲニシキギ コナラ トベラ サンゴジュﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ
1995.05.13 新宿　おとめ山公園 セッコク ウメモドキ ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ メタセコイヤボダイジュイスノキ

ｷﾁｼﾞｮｳｿｳﾔﾌﾞﾗﾝ イヌダデ イノモトソウシャガ シュロチク コブシ ユズリハ リョウブ エゴニキ マテバシイカンツバキ
エゴノキ エノキ ムクノキ ﾊｸｳﾝﾎﾞｸ トウカエデ 子供ｻﾞﾘｶﾞﾆ フジ カツラ ハナミズキソロノキ オトギリソウカヤ

1995.05.13 新宿　野鳥の森公園 1995.05.20 次太夫堀公園
オカメザサツユクサ モチノキ サツキ アカシデ ヤマボウシキショウブミズナラ エゴノキ ツキミソウ ワレモコウ

キンポウゲウツギ セリ ハナズオウナツツバキ
1995.05.13 薬王院

ボタンの名所 ヤブソテツﾘｮｳﾒﾝｼﾀﾞ シダレウメ ボタン 1995.05.20 羽根木公園
シャクナゲ大ケヤキ 大イチョウ ﾏﾙﾊﾞﾏﾝｻｸハクモクレンｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁﾉｷｻﾝｼｭﾕ ロウバイ オオデマリ

ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾄﾁﾉｷﾂｷﾇｷﾆﾝﾄﾞハナミズキトウカエデヒメシャラ 大エゴノキ梅園
1995.05.13 せせらぎの里

エゴノキ ナナカマドｼｸﾓｸﾚﾝ ﾌｲﾘｱｼﾞｻｲ カツラ 1995.05.20 北沢川緑道（世田谷）
ﾂﾙﾆﾁﾆﾁｿｳマツバギクｱﾒﾘｶﾌｳﾛ ギボウシ コクマザサﾕｷﾔﾅｷﾞ

1995.05.13 落合中央公園／東京都水道局 シラン ﾊｸﾁｮｳｹﾞ ﾋﾙｻﾞｷﾂｷﾐｿｳ
ハルジオンヒメジオンポピー カツラ ケヤキ

1995.05.20 豪徳寺
1995.05.13 （杉並・萩窪）大田黒公園

ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼシャクナゲﾓｳｿｳﾁｸ 1995.05.20 世田谷城址公園／烏山川緑道
大ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐハンノキ アカマツ 大ｸﾜｲﾁｺﾞ ﾆﾜﾅﾅｶﾏﾄﾞアキニレ

1995.05.13 （江戸川）行船公園 ユズリハ クヌギ シロザ イラクサ イノコズチ オオケタデ
ラクウショウアカシア ライラック キズタ ドイツアヤメ

1995.05.13 （江戸川）平成庭園・源心庵 1995.05.20 世田谷若林公園 川崎製鉄　労政部　管理
キショウブシラン チドメグサオトギリソウ白いﾕｷﾔﾅｷﾞに似た草 ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ

1995.05.13 江戸川球場／スポーツの森 1995.05.20 松陰神社
ノコギリソウｵｵｷﾝｹｲｷﾞｸ



1995.05.21 猿江恩賜公園 1995.06.11 夢の島公園
ｵｵｷﾝｹｲｷｷﾐｶﾞﾖﾗﾝ エゴノキ ｺﾏﾂﾖｲｸﾞｻ ワルナスビシロザ イヌムギ ﾒﾏﾂﾖｲｸﾞｻ ヒメジオン

ﾍｸｿｶｽﾞﾗ タケニグサカモガヤ ヘラオオバコ
1995.05.21 亀戸中央公園

ｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁﾉｷポピー ﾔｸﾞﾙﾏｷﾞｸ カルミア テイカカズラスイカズラ 1995.06.11 辰巳の森緑道公園
ｷﾐｶﾞﾖﾗﾝ ｷｮｳﾁｸﾄｳ ビワ サクランボ

1995.05.21 堅川河川敷公園
キリンソウフヨウ ワルナスビ 1995.06.11 都立　有明テニスの森公園

ウツギ ﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ ｱｶﾂﾒｸﾞｻ
1995.05.21 大島･小松川公園

ツキミソウ ﾏﾂﾖｲｸﾞｻ シャクヤク 1995.06.11 木場公園
ﾋﾚﾊﾘｿｳ ｵｵﾊﾝｺﾞﾝｿｳﾃﾝﾆﾝｷﾞｸ ｺﾄﾈｱｽﾀｰ ヤチツツジﾋﾞﾛｳﾄﾞﾓｳｽﾞｲｶ

1995.05.21 横十間川親水公園

1995.06.17 滄浪泉園
ナギイカダフジ ﾔﾏｻﾞﾝｼｮｳツワブキ

1995.06.03 堀切菖蒲園
ｽｲｾﾝﾉｳ ｱﾌﾘｶﾊﾏﾕｳミソハギ ハマユウ ﾑﾗｻｷﾂﾕｸｻ ギボウシ 1995.06.17 国分寺万葉植物園
ｼﾛﾔﾏﾌﾞｷ ﾌｲﾘｷﾞﾎﾞｳｼ オケラ ハルニレ ノビル メハジキ マユミ ツボスミレ

サワヒヨドリショウブ アシ ヒメユリ ｶﾗﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾞﾅﾝｶｽﾞﾗ
1995.06.03 見沼代親水公園 大ﾅﾂﾂﾊﾞｷノカンゾウ ヒシ ﾋﾄﾘｼｽﾞｶ コウゾ ヤマハゼ

ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ トクサ セキショウセキショウモヒツジグサ ミズバショウ イノモトソウノキシノブ カナムグラテイカカズラアカメガシワ大タラヨウ
マダケ シノタケ センダン サイカチ サカキ マンサク

1995.06.03 神領堀親水公園(足立区） イチイガシミズメ シキミ ガクウツギボダイジュニワトコ
舎人緑道公園 タブノキ ハギ ﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷユズリハ 国分寺跡（大ｴﾉｷ4本、大ﾏﾕﾐ1本）
毛長川緑道公園

1995.06.17 北山公園（東村山市）
1995.06.03 西新井大師 ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ ｼｮｳﾌﾞ祭り ｷﾞﾝｾﾝｿｳ ｶﾗｽﾋﾞｼｬｸ ギボウシ ﾃｲｶｶｽﾞﾗ

ｷﾝﾎﾟｳｼﾞｭ ﾋﾒﾂｷﾐｿｳ ｼﾛﾊﾞﾅﾂｷﾐｿｳﾌﾗﾝｽﾂｷﾐｿｳコスモス ロベリア キジムシロﾉｺｷﾞﾘｿｳ ｽｲｾﾝﾉｳ ﾏﾂｶｾﾞｿｳ ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ ﾏﾏｺﾉｼﾘﾇｸﾞｲ
シモツケ ボタン ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ タチアオイ

1995.06.03 水天宮／浜町公園／明治座／新大橋／清洲橋／隅田川
シモツケ ﾃｲｶｶｽﾞﾗ ツルマサキアベリア ハマヒルガオキンシバイ 1995.06.18 辰巳の森海浜公園
ネムノキ スイカズラオオケタデライラック

1995.06.18 若洲海浜公園
ｷﾝｹｲｷﾞｸ ﾃﾝﾆﾝｷﾞｸ ナデシコ ポピー ﾋﾙｻﾞｷﾂｷﾐｿｳ
ミコシギク ｵｵﾊﾝｺﾞﾝｿｳアジサイ ミヤコグサﾏﾂﾖｲｸﾞｻ エニシダ

1995.06.10 白山神社 アジサイ ﾋﾞﾅﾝｶｽﾞﾗ
1995.06.18 潮見公園

1995.06.10 染井霊園 トサミズキヤマモモ ｻﾙｺｺｯｶ
雑司が谷霊園

1995.06.10 鬼子母神 タラヨウ ボダイジュ 1995.07・01 憲政記念館（国会前庭園）　（千代田区） アベリア ｶﾞｸｱｼﾞｻｲ

1995.07・01 清水谷公園（千代田区）
ヤブソテツﾋﾞﾖｳﾔﾅｷﾞ 大久保利通の墓



1995.07・01 荒川自然公園 1995.08.13 拝島公園　（昭島市）
ﾏﾂｻｶｼﾀﾞ クガイソウｸﾘﾅﾑﾎﾟｳｴﾘノーカンゾウ ゼンテイカ＝ﾆｯｺｳｷｽｹﾞ ﾁｮｳｾﾝﾖﾒﾅフヨウ カンナ セキショウﾃｲｶｶｽﾞﾗ（日吉神社）
ｽﾉｰﾌﾚｰｸ ハナニラ アサツキ カライトソウミソハギ アスチルベ
キキョウ ﾄﾞｲﾂｱﾔﾒ オキナグサｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗホタルブクロチダケサシ 1995.08.13 都立薬用植物園　（小平市）
ハッカ ﾑﾗｻｷﾂﾕｸｻマンサク ボダイジュ シナノキ ウメモドキ サネカズラﾐｼﾏｻｲｺ ニッケイ ｻﾈﾌﾞﾄﾅﾂﾒトモエソウ ホオズキ
シロダモ ｻﾗｻﾄﾞｳﾀﾞﾝｼﾝｼﾞｭ＝ﾁｬﾝﾁﾝ ﾋﾒﾕｽﾞﾘﾊ ミヤマシキミ ハマビシ シオン ハマゴウ オミナエシフジバカマワレモコウ
タラヨウ イボタノキエゴノキ ｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁﾉｷホルトノキ ｸﾙﾒﾂﾂｼﾞ オオケダデﾍﾞﾝｹｲｿｳ ｺｳﾓﾘｶｽﾞﾗ マツブサ ｶﾜﾗｹﾂﾒｲ キリンソウ
ヤマハギ ネジバナ カマツカ サクラタデ アカシデ イヌシデ ﾋﾚﾊﾘｿｳ ﾊｸｳﾝﾎﾞｸ ウコン ニオイイリスオオアマチャシロネ
ハルニレ アキニレ ｺｺﾞﾒｳﾂｷﾞ ガマズミ ニセアカシア コンニャク ｵﾉｴｲﾀﾄﾞﾘ ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏ

1995.08.13 小平霊園　（小平市）／田無山層徳寺（田無市）

1995.07.02 東山見塚公園
イヌシデ アカシデ 貝塚 縄文式住居

1995.07.02 世田谷公園
D51機関車トウカエデ

1995.07.02 多摩川二子橋緑地
ヒメジオン ｱｶﾂﾒｸﾞｻ メドハギ アシ アレチウリ ﾊﾙｼｬｷﾞｸ

1995.07.16 実篤公園／野草園／深大寺水生植物園　（調布市）
クワイ ミツガシワﾍﾒﾛｶﾘｽ ｵｵﾊﾞｷﾞﾎﾞｳｼカンスゲ ミソハギ
ショウブ

1995.07.30 平和の森公園　（大田区）
ムクゲ ユズリハ ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ ユリノキ タブノキ エンジュ
ヤマモモ マテバシイハナミズキウバメガシ 垣根の群
モッコク ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ ｷﾝﾏｻｷ ｵｳｺﾞﾝﾋﾊﾞ マサキ サカキ
トウカエデチャボヒバウバメガシイボタノキ アキニレ シャリンバイ
イヌマキ イチョウ ヒイラギ ツバキ レッドロビン イヌツゲ
ﾄｷﾜｻﾝｻﾞｼムクゲ ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾀﾁﾊﾞﾅﾓﾄﾞｷ ネズミモチ サザンカ
ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲニオイヒバ ｶﾅﾘｰｷﾂﾞﾀ ｱｽﾞﾏﾈｻﾞｻ
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷニシキギ ﾃｲｶｶｽﾞﾗ アラカシ マンサク

1995.07.30 平和島公園 少年野球 キャンプ場 1995.07.30 聖蹟梅屋敷公園
フジ 伊藤博文 木戸充中 徳川家康 明治天皇

1995.07.30 羽田空港 アオギリ ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ ウメ ｽｽﾞｶｹﾉｷ ヤマブキ
シモツケ サンゴジュ（花） 山本忠佐衛門

1995.07.30 萩中公園



散策記録

1995 10.10 神戸森林植物園 1996 4.30 稲美中央公園 1996 11.01 三宮東遊園 1997 11.3 摂津峡
大阪中の島公園

10.18 倉吉 4.29 東はりま水辺の里公園 11.8/9 白浜・和歌山城
～ 神戸市立自然教育園 11.03 阪急岡本 高野山ｽｶｲﾗｲﾝ
10.19 5.2 尼崎市都市緑化植物園

11.13 大阪万博記念公園 11.24 箕面公園、勝尾寺
10.22 生野銀山 5.3 神戸森林植物園

布引ﾊｰﾌﾞ園 11.23 西宮北山緑化植物園

10.28 武庫川河川敷 甲山・甲山森林植物園

5.6 姫路城、バラ園 仁川ﾋﾟｸﾆｯｸｾﾝﾀ
10.29 兵庫県ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀ 書写山園教寺 1998 3.29 須磨浦離宮公園

須磨浦公園・山上公園

4.5 播磨中央公園
11.03 三木山森林公園 5.23 ARIC 1997 2.23 岡本保倉山 西脇公園、西林寺

大阪城公園 日本のへそ公園
11.08 中の島公園 5.24 長居植物園 尼崎市緑化植物園

4.11 大阪大泉緑地
11.12 第６回加古川 6.2 淡路ﾌｧｰﾑﾊﾟｰｸ 4.13 播磨中央公園 大仙公園

　　ﾂｰﾃﾞｲﾏｰﾁ 大鳴門橋 加西ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀ 久宝寺緑地

11.20 大阪靱公園 6.6 大阪　住の江公園 4.20 大阪鶴見緑地 4.29 大台が原
　　天王寺公園 造幣局

4.29 京都府立植物園 5.4 ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ
1996 1.4 京都　大徳寺 6.22 幕張海浜公園 京都御苑、梅小路公園 昆陽池

金閣寺、仁和寺、龍安寺 東・西本願寺、東寺

7.5 尼崎市緑化植物園 6.7 城北菖蒲園
1.13 井の頭公園 5.4 宍粟郡・山崎　千年藤 久宝寺緑地

井の頭自然文化園 8.19 逆瀬川 天滝
6.14 西脇西林寺

2.2 粟生 9.16 豊岡 6.15 神戸森林植物園 平池公園
9.22 御坂サイフォン

2.29 西宮神社 8.11 熊本水前寺公園 ？ 大阪天神祭り
10.10 三木市民ﾊｲｷﾝｸﾞ

3.24 県立播磨中央公園 山陽自動車道 8.14 別府　温泉熱花きｾﾝﾀ 8.16 有馬くろがね荘
4.11 メリケンパーク 　　ｳｵｰｷﾝｸﾞ

9.23 服部緑地 8.17 明石大橋、
4.14 県立播磨中央公園 10.26 飛騨、下呂温泉 淡路島公園

27 明治村 10.12 倉敷ﾁﾎﾞﾘ公園
4.28 大阪鶴見緑地 8.22 尼崎農業公園



1998 9.26 江の島植物園 6.5 尼崎農業公園 2000 5.10 淡路 2001 5.19 有馬富士公園
鎌倉大仏 伊丹荒牧バラ園 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾛｰﾗ2000 北神協

伊丹市南本町
9.27 ｱﾘﾀｷｱｰﾎﾞﾚｰﾀﾑ 1999 6.13 稲美町天満大池 5.14 千刈水源地 5.20 播磨中央公園

お台場海浜公園 　　神鉄ﾊｲｷﾝｸﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ三木
7.24 広島市植物園

11.8 三木金物祭り 6.16 しあわせの村
9.12 四国祖耶渓谷 8.26 結婚式

11.23 京都鞍馬、貴船寺 　　　かずら橋 麹町会館 7.14 乗り鞍
四谷　上智大学 平湯温泉

9.19 平安神宮 目黒　碑文谷 上高地
渋谷、浅草、上野

10.23 三木山森林公園 9.23 ﾌｫﾙｸｽｶﾞｰﾃﾞﾝ黒田庄

1999 1.24 淡路黒岩水仙峡 9.25 六条八幡秋祭り 日時計丘公園
10.30 雌岡山・雄岡山 北播磨余暇村公園、

3.14 綾部山梅林 10.01 三田天満神社 薬草薬樹公園
世界の梅公園 11.21 香嵐渓、足助屋敷 大歳神社秋祭り
赤穂海浜公園 10.06 （大和ご両親と）

12.12 ルミナリエ 10.22 花山院、有馬富士 淡路花さじき
3.22 松江、安来 明石海峡大橋

出雲大社、大根島 2000 2.11 近江寺鬼わらいハイク 11.05 赤目四十八滝 震災記念公園

4.4 奈良　興福寺 3.8 麹町会館 11.23 六甲山 10.07 神戸総合公園
春日大社、東大寺 日比谷公園、お台場 有馬温泉ﾍﾙｽｾﾝﾝﾀｰ コスモス
万葉植物園 瑞宝寺公園

3.12 加古川　見土呂農園 10.14 郷子　出産（双子）
4.10 中国　天津 平荘湖 2001 1.02 初詣（西宮神社）

生田神社 10.20 福岡市植物園
4.11 北京、万里の長城 3.29 免許更新・明石公園

3.18 加古川見土呂梅園 11.17 中山寺、清荒神
4.8 京都　北の天満宮

5.1 加古川日岡山公園 平野神社、御所 3.20 雄岡山・雌岡山
二条城

5.2 六甲高山植物園 4.1 播磨中央公園
仁川甲山森林公園 4.9 明石公園
蓬莱峡、三田屋 稲美町　桜の園 4.29 神奈川県

中央林間
5.3 長居植物園 4.16 神奈川県　大和市

大仙公園 　　（結納） 5.3 江の島植物園
鎌倉

5.16 保津川下り 4.23 雄岡山・雌岡山
5.13 中山寺

？ 播磨中央公園 4.30 三木山森林公園 北野異人館



2002 1.14 神鉄ﾊｲｷﾝｸﾞ 2003 1.12 山陽ハイク 2003 5.24 小野　夢の森公園 2003 7.5 神戸ｳｲﾝｸﾞｽﾀﾃﾞｨｱﾑ
近江寺ー住吉神社ー 鉢伏山、栂尾山、須磨寺 　　　水辺の楽校 兵庫大仏、清盛塚
性海寺

2.1 衝原湖 5.27 丸山総合公園 7.12 但馬高原植物園
3.20 菊水山 玉岡史跡公園

2.15 三木霊園、防災公園 7.15 北神戸田園ｽﾎﾟｰﾂ公園

3.25 農業公園 5.28 播州　清水寺
3.2 栄霊園、みとろ農園 7.22 加古川　日岡山公園

4.28 宇治　平等院 5.29 神鉄ハイク
植物公園、太陽が丘公園 3.23 雄岡山、呉錦池 藍那古道、六条八幡 7.23 甲子園　阪神ーﾔｸﾙﾄ

無動寺
5.12 神鉄ﾊｲｷﾝｸﾞ 4.2 小野　やなせ苑 7.27 神鉄　文化ｾﾐﾅｰ

　　農村歌舞伎、丹生山 ひまわり公園、広渡寺公園 6.4 しあわせの村 和田岬砲台
清盛塚・兵庫運河

6.12 有馬富士公園 4.6 阪神高速７号北神戸線 6.5 北神戸田園ｽﾎﾟｰﾂ公園

開通記念ﾊｲｸ 道場、三田 8.7 第85回全国高校野球
6.26 藍野あじさい園 小泉総理　始球式

永沢寺花しょうぶ 4.7 衝原湖、千年家 6.7 やしろの森公園
8.15 小野、加西

9.7 東広野、衝く原湖 4.8 西鈴 6.8 地獄谷、逢山峡
大池、唐櫃台 8.20 吉川　よかたん

9.15 小野ひまわり丘公園 4.9 雲龍寺、三木山森林公園
6.10 いなみの森 8.31 松宮台　地鎮祭

11.23 千丈岩神鉄ハイク 4.10 衝原湖、千年家 天満大池
9.10 三田市街

12.01 よかたん、有馬富士公園 4.13 丸山ダム、金仙寺湖 6.13 湊川　会下山公園 金心寺、心月寺
有馬温泉、（駅長ハイク） 　　　　荒田公園

12.23 神戸ルミナリエ 9.14 神鉄ハイク

4.15 ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ 6.15 神鉄　歴史ハイク 千刈水源地
天狗岩、ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ 淡河疎水
（火曜ﾊｲｸ） 9.15 有馬富士公園

6.21 西脇　あじさい祭り
4.15 小野古墳公園 皇子山公園 9.18 大倉山公園

梁瀬苑 西脇公園

5.9 小野きすみ見晴らしの森 6.25 平池公園 9.26 北海道旅行
状が池公園 ～ 函館、大沼、洞爺湖

5.16 小野　水辺の楽校 千鳥川堤公園 9.28
やしろの森公園

5.18 小野　ひまわり公園 10.01 ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ
播磨中央公園 三木山森林公園

5.20 三木歴史ハイク 10.16 神戸　中突堤



2003 10.19 みずほ農園　いも堀 2004 1.14 小野市　図書館 2004 4.01 石が谷公園　桜 2004 4.28 まるごとハイク
小野市　こだまの森 天満大池、加古大池 大池ー地獄谷ー記念碑台

来住　コスモス 1.19 東条 さくらの園 ー六甲ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽー

極楽茶屋ー紅葉谷ー有馬

10.22 北神協　10.23　朝井宅 1.31 吉川町　ﾊｲｷﾝｸﾞ 4.05 小野　やなせ苑
　　匠台公園、榊公園 4.29 第２回　ワラビ

10.25 天満大池 2.17 小野　ひまわり公園 　　東条　健康の森
東条川、ｺｽﾐｯｸﾎｰﾙ 5.03 瑞穂農園

11.2 加古川　権現ダム 2.26 確定申告、三木山森林公園 吉川町　北谷川 有馬富士公園
志方東公園 （尾崎さんと会う）

加西　丸山総合公園 2.28 みとろ梅園 4.07 まるごとハイク
古法華自然公園 湊川ー会下山公園ー 5.04 神戸新開地

11.6 三木市平田で柿 笠松山 ひよどり展望公園ー

烏原貯水池ー菊水山ー 5.12 小野　ひまわり公園

11.07 別府・大分 3.3 丹波篠山 鈴蘭台

～11.11 いわや・牡丹鍋 5.15
4.08 箱木千年屋、衝原湖

11.14 猪名川、川西，能勢町 3.15 雌丘山　観梅 北鈴蘭台 5.15 甲子園球場
神１－０中

11.16 伽耶院、金剛寺、蓮花寺 3.16 三木山森林公園 4.10 古法華自然公園
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ三木、教海寺 志方東公園、来住 5.18 ヤフーBBｽﾀｼﾞｱﾑ
匠台公園 3.17 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ オリー西武

（拓・美紅） 4.14 まるごとハイク
11.23 有馬温泉 鈴蘭台ー菊水山ー鍋蓋山 5.21 竹の子、高御位山

3.19 墓参り、石が谷公園 ー再度公園ー洞川湖ー

11.30 有馬温泉 みとろ公園 谷川駅 5.29-30 高松　栗林公園
　　　屋島　小林さんに会う

12.14 よかたん、有馬富士公園 3.20 大分・別府 4.17 第１回　ワラビ

～3.21 ・別府観光港（矢川） 5.31 ﾘﾌｫｰﾑ　契約
12.18 三木ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ ・大分工業高校（新・旧） 4.18 やなせ苑、志方東公園

ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ（拓・美紅） ・サッカー場（ビッグアイ） フラワーセンター
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ忘年会 ・大分ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ 6.22 朝日小中同窓会

4.21 まるごとハイク 6.23 太閤園、新阪急ホテル

12.19 丹波篠山・いわや 3.21 防災記念公園 谷上駅ー炭ケ谷ー穂高湖 北新地、北野坂、南京町

ーﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄー
2004 1.04 呑吐ダム、防災公園 3.23 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ三木 ー地獄谷ー大池駅 6.28 仮住いへ　引越し

1.11 神戸青少年公園 3.26 神戸田園ｽﾎﾟｰﾂ公園 4.22 やなせ円、ひまわり公園 7.15 神戸　三宮
三田　人と自然の博物館

1.13 やなせ苑、権現ダム 4.25 神戸、元町、三宮 7.24 神戸　ﾊｰﾊﾞﾗﾝﾄﾞ
さくらの園、加古大池 3.28 加東市 ｲﾝﾌｫﾗｰﾀ神戸2004 矢田正道君会う

三草山、朝光寺
やしろの森、道の駅 8.13 仮住から元に



2004 8.16 三木山森林公園 2005 1.01 伽耶院　初詣 2005 5.03 瑞穂農園、有馬富士公園 2006 1.01 伽耶院

洋翔、小桃

1.10 加古大池 5.14 竹の子　第１回 1.16 神戸（三宮）
8.22 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾏﾗｿﾝ ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞ、道の駅みき

野口みずき　優勝 6.08 別府（きみこ） 2.01 シス管ⅡOB会
1.22 加古大池

8.26 防災公園 高御位山 8.13 別府（きみこ） 2.16 シス管本社OB会
拓・美紅 法華山一乗寺

古法華自然公園 9.17 高松、ひろと幼稚園 3.19 石が谷公園
9.19 白塔会　総会 権現湖・ダム 金毘羅神社

3.21 世界の梅公園
10.04 ｲﾁﾛｰ　262安打 2.13 西神　ｵﾚﾝｼﾞｼﾈﾏ 9.27 日岡山公園

北の零年 ﾊﾟｿｺﾝ　ﾘﾆｭｰｱﾙ 3.25 千が峰
10.11 みずほ農園

2.14 囲碁の会　　第１回 9.29 タイガース　優勝 3.27 三木総合防災公園
10.20 台風２３号　大被害

2.27 観梅　（石が谷公園） 10.09 神戸市立森林植物園 4.24 三木山森林公園
（拓・美紅　運動会）

10.23 熊本　島原 3.09 一杯会 4.26 小野　やなせ苑
10.24 　普賢岳 10.16 防災公園　ｻｯｶｰ観戦 ひまわり公園

3.19 栗木さん囲む 加世堂さんに会う

11.06 竹谷山、なかやちよの森 10.22 伍代夏子

3.21 鹿嶋神社、高御位山 4.30 神戸森林植物園
11.14 高御位山 みとろ、 10.29 五木ひろし 再度公園

11.20 湊川神社　七五三 3.27 衝く原湖、千年屋 10.30 黒豆収穫 5.3 瑞穂農園
三津田公民館 吉川　北谷川ー東条

11.21 有馬温泉、紅葉 11.03 王子動物園 ｺｽﾐｯｸﾎｰﾙ－こだまの森

4.03 神戸ラン展 ー道の駅東条ー安国寺

11.22 伽耶院、金剛寺、滋眼寺 11.05 七五三（拓・美紅） ーｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ三木

4.05 お宮参り（小夢）
11.23 神戸市森林植物園 11.11 カンチロ会（熱海）

再度公園 4.10 東条川　コスミックホール 5.04 千が峰
朝光寺、健康の森 11.28 三木山森林公園 八千代町

11.26 よかたん、道の駅東条 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ、御坂しだれ 三人会
こだまの森 5.21 総合防災公園

12.23 高松 4.12 三木東中、三木山総合公園 12.01 箱木千年屋、衝原湖

玉藻公園、五色台 5.25 神戸（HAT神戸）
4.13 衝原湖　さくらｳｵｰｸ 12.07 一杯会

神戸市役所　屋上 6.3-5 熊本結婚式
4.24 高御位山、志方東公園 菊池渓谷、花園

やなせ苑 12.20 免許更新（明石）
きみこ 7.03 三人会



2006 9.17 白塔会　総会 2007 5.20 播磨中央公園 2008 3.16 石が谷梅園 2009 4.05 神戸市森林植物園

9.18 しあわせの村 5.23 窟屋金水 3.24 岡山 4.2 小野　やなせ苑
　　　　ぶらっと来住

9.25 安倍新総裁 6.10 平荘湖 3.30 大阪空港
生石(ｵｵｼｺ)神社 海山ビル 4.29 北播磨余暇村公園

9.29 天皇陛下　来三木 石の宝殿 なかやちよの森公園
（自宅前通る） 4.06 歓送迎会 翠明湖サイクリング

7.07 北海道 （原田氏、藤田氏） 小野　ひまわり公園
10.15 志方町高畑（ｺｽﾓｽ) ～ 利尻ー礼文ー稚内

志方東公園 7.10 4.09 衝原湖 5.03 吉川総合公園
小野来住町（ｺｽﾓｽ) ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ三木

9.19 岡山　後楽園 4.13 北谷川　
10.22 三木山総合公園 　　さくらｳｵｰｷﾝｸﾞ 5.05 小野アルプス 来住、紅山

9.22 鳥取砂丘、なし狩り
11.20 金剛寺、滋眼寺、伽耶院 4.21 くじゅう花公園 5.11 六甲山

9.24 なんばｸﾞﾗﾝﾄﾞ花月
11.23 有馬温泉 9.15 伊勢湾めぐり 5.31 三田

10.06 神戸市森林植物園
11.26 湊川神社　（拓・七五三） 10.19 ひまわり公園 7.15 花畑　水設備

10.28 ｴﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大河内 来住ひまわり、加西
11.28 一杯会 発電所、砥の峰高原 コスモスまつり 9.12-13 カンチロ会in六甲

白塔会４５周年
11.03 志方町　城山 11.03 なかやちよの森公園

翠明湖・糀屋ダム 10.04 小野　来住み
2007 2.10 黒岩水仙峡 11.18 有馬温泉、瑞宝寺公園

11.3 加西　五百羅漢 10.18 黒豆、三田大川瀬ダム

2.23 シス管ⅡOB会 11.25 法華山一条寺 姫路　藤木自然公園 有馬富士公園
古法華自然公園 加西　古法華自然公園

2.25 カンチロ会　兵庫会 矢田正道君に 11.01 小野　ひまわり公園
12.07 吉川　長谷、よかたん

2.26 石が谷梅園 12.02/03カンチロ会　有馬 淡河道の駅、 11.03 西脇　エコﾐｭｲｼﾞｱﾑ
みとろ梅園 　　六甲、北野、神戸港 三木総合防災公園 へそ公園、播磨中央公園

五峯山光明寺
4.01 しだれ桜 ひまわり公園

志染町、伽耶院、東条 2008 1.07 神戸国際会館 2009 1.01 神戸　長田神社 初詣　
（よしもとﾊﾞﾗｴﾃｨｰｼｮｳ) 11.29 古法華自然公園

4.05 小野　匠台、水辺の楽校 2.11 加古大池 善防池親水公園
三木山総合公園 2.11 新型　デミオ

2.15 五峯山　光明寺 12.06 黒豆収穫（桾原農園）
4.11 総合防災公園 2.20 シス管LMOB会 道の駅淡河

3.29 石峯寺（しゃくぶじ） 衝原湖
4.15 ﾎｰｽﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 3.01 仙台　転勤 大護摩法要



散策記録　（植物名）

1995 10.10 神戸森林植物園キソケイ ﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｽﾞﾗ ハマクサギモチツツジ 1995 11.08 中の島公園 ﾊｸﾁｮｳｹﾞ ﾋﾒﾑｶｼﾖﾓｷビャクシン ホトケノザ ノボロギク
ｽｽﾞﾒﾉﾋｴ ｼﾛﾂﾒｸﾞｻ ｱﾒﾘｶｲﾇﾎｵｽﾞｷ モッコク

10.18 倉吉 シオン　 コウゾリナコスモス バラ ジャノヒゲ ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ イノコズチ アラカシ ハラン
ﾋｬｸﾆﾁｿｳ カヤ ｷｮｳﾁｸﾄｳ サンゴジュ

10.22 生野銀山 ﾋｶｹﾞﾂﾂｼﾞ 1996 1.4 京都　大徳寺 ビャクシン
金閣寺、仁和寺、龍安寺セキショウｾﾝﾘｮｳ（白）

10.28 武庫川河川敷 コスモス ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ ウバメガシモッコク
セロペキアエノキ ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ 1.13 井の頭公園 サワラ ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ コクチナシﾃｲｶｶｽﾞﾗ アイビー

ゲッケイジュﾋﾞﾅﾝｶｽﾞﾗ ｻｻﾞﾝｶ園 フッキソウ タラヨウ
10.29 兵庫県ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀサルビア キンバイカｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏクロバイ ｲﾜｶﾞﾈｿｳ ナギイカダサワフタギスダジイ ｿﾛの林群

アオハダ ﾗｸｳｼｮｳ　：互生 ｵﾗﾝﾀﾞｶｲｳ
ﾒﾀｾｺｲﾔ：対生

11.03 三木山森林公園 ｶﾜﾗｹﾂﾒｲ ｷﾝｹｲｷﾞｸ
2.2 粟生 ｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ ヒガンバナホトケノザ スイバ

11.08 中の島公園 ｼﾀﾞﾚﾔﾅｷﾞ ケヤキ クスノキ ﾎﾟｲﾝｾﾁｱ
ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞサルビア ｼﾛﾀｴｷﾞｸ ネズミモチ 2.29 西宮神社 大ﾃｲｶｶｽﾞﾗﾓﾁﾉｷ･ｿﾖｺハラン ウバメガシ大ｸｽﾉｷ
バラ リンドウ ベゴニア ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ ムクノキ スダジイ ウメ カクレミノ ﾋﾒﾕｽﾞﾘﾊ
アキニレ ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ 大トベラ ﾋﾒｸﾁﾅｼ ヤマモモ
ﾉｳｾﾞﾝｶｽﾞﾗｷﾐｶﾞﾖﾗﾝ マサキ ユキヤナギ
大ヘデラ シュロ イチョウ ウバメガシ 3.24 県立播磨中央公園ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ ウバメガシトベラ ヤマモモ ニシキギ
アラカシ エンジュ ﾆｾｱｶｼｱ ｷｮｳﾁｸﾄｳ ｵｵﾑﾗｻｷ ｵﾄｷﾞﾘｿｳ ロウバイ サンシュユﾃｲｶｶｽﾞﾗ
ツブラジイ ヒムロ カイズカ サザンカ サクラの園バラ園 モチツツジユキヤナギカクレミノ
モッコク タムシバ ハナミズキｵｵﾑﾗｻｷ ﾊｲﾋﾞｬｸｼﾝ ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ モッコク ケヤキ マキ
サツキ サンゴジュムクゲ シャクナゲ サザンカ カナメ ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲｼﾝﾁｮｳｹﾞ
オリーブ ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝツワブキ ﾗｸｳｼｮｳ
ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ ヤツデ ｹﾞｯｹｲｼﾞｭ ﾎｿﾊﾞﾀﾌﾞﾉｷ 4.11 メリケンパーク シャガ ﾋﾒｸﾁﾅｼ ﾌｲﾘﾊﾗﾝ ﾌｪｲｼﾞｮｱ ブラシノキ
ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ ウズリハ ヒメヒムロ イブキ エニシダ キソケイ ハナキリンセダム ｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁﾉｷ

11;12 加古川ﾂｰﾃﾞｲﾏｰﾁカンツバキソテツ ｱｶﾞﾊﾟﾝｻｽ ｸﾙﾒﾂﾂｼﾞ
ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝシクラメン 4.14 県立播磨中央公園 ムスカリ ハナニラ アジュガ ﾍﾒﾛｶﾘｽ ｱｶﾝｻｸﾓｰﾘｱ

11.20 大阪靱公園 ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ ケヤキ ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ バラ園 4.28 大阪鶴見緑地 ムスカリ ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ スイセン ハナミズキ

スミレ ﾆﾁﾆﾁｿｳ クスノキ シイ ｷﾝｷﾞｮｿｳ ﾑﾙﾁｺｰﾚ サルビア ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄ ｼﾛﾔﾏﾌﾞｷ
ハゼ キク ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ シャガ ガーベラ シャガ モクレン ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷトサミズキ
ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ スギ アオギリ ﾒﾀｾｺｲﾔ マンサク ギボウシ サネカズラリョウブ カツラ
ﾎﾟｲﾝｾﾁｱ ハナスオウシラカシ タブノキ ﾉﾑﾗﾓﾐｼﾞ ｵﾄｷﾞﾘｿｳ ｹﾞｯｹｲｼﾞｭ キソケイ ヤマボウシ

マテバシイウバメガシサルビア 大ソテツ ライラック ｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁﾉｷ菊桃 ﾁｼｵﾓﾐｼﾞ 羽衣モミジ
ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝﾎｿﾊﾞﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ サンタンカホクシャ ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ 蚊連草 クレマチス

ｵｵﾑﾗｻｷ ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ ユリノキ ﾀﾁｼｬﾘﾝﾊﾞｲ
カンツバキサザンカ キリ マサキ 4.30 稲美中央公園 ミツマタ ﾃｲｶｶｽﾞﾗ ムラサキ オキナグサフジバカマ
ヤブラン ﾊﾏﾋｻｶｷ トベラ カイズカ キキョウ ハマユウ ｱﾐｶﾞｻﾕﾘ マユミ ヤマブキ

シバザクラエニシダ ﾔｴﾔﾏﾌﾞｷ ハナミズキフジ



1996 4.29 東はりま水辺の里公園ヒペリカム ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ ナギイカダノボロギク 1996 10.26 飛騨、下呂温泉 カンナ 黄花コスモスナナカマド（紅葉）
シロザ コマツナギ オウバイ ｼｭｳｶｲﾄﾞｳ

5.2 尼崎市都市緑化植物園ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾊﾅﾐｽハナミズキポピー チューリップ 11.01 大阪中の島公園バラ園 ﾎﾟｲﾝｾﾁｱ
サトザクラ ツリバナ ニガキ シャガ
ﾊｸｳﾝﾎﾞｸ ブナ クヌギ アベマキ 11.03 阪急岡本 コニファー ｼﾄﾀｴｷﾞｸ ｱｷﾗﾝｻｽ
ﾂｸﾊﾞﾈｶﾞｼ ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼ ﾀｲﾜﾝｷﾞｸ ｱｹﾞﾗｰﾀﾑ
ｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ ユキヤナギナツツバキ 11.13 大阪万博記念公園 コスモス（大）いっぱい

5.23 ARIC ｺﾄﾈｱｽﾀｰ ヤマボウシエニシダ アベリア 11.23 西宮北山緑化植物園ﾒｷｼｶﾝﾌﾞｯｼｭｾｰｼﾞ（メキシコサルビア）
カルミア ピンク

5.24 長居植物園 ノシメラン サフィニア ﾋﾞﾝｶﾐﾉｰﾙ

6.2 淡路ﾌｧｰﾑﾊﾟｰｸ ｷﾝｹｲｷﾞｸ ベゴニア　　ｱｹﾞﾗｰﾀﾑ ブラシノキ
ｾﾝﾄﾎﾟｰﾘｱ ﾊｲﾋﾞｽｶｽ 1997 4.13 播磨中央公園 サクラ ハナズオウ

大鳴門橋 ﾊﾏﾋﾙｶﾞｵ アシタバ
4.13 加西ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀ チューリップハナモモ

6.6 天王寺公園・谷町筋 ｼﾅｻﾜｸﾞﾙﾐ
4.20 大阪鶴見緑地 ﾔｴｻﾞｸﾗ(ｻﾄｻﾞｸﾗ) ﾚﾊﾟﾝﾃﾞｨｱ

6.22 幕張海浜公園 サルビア ｱﾒﾘｶﾌｰ ｷｮｳﾁｸﾄｳ ﾋﾞﾖｳﾔﾅｷﾞ 造幣局 ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾁｬﾝﾁﾝ
マテバシイタブニキ

4.29 京都府立植物園クリンソウ ｻﾜｵｸﾞﾙﾏ ｵｵﾊﾞﾍﾞﾆｶﾞｼﾜ
7.5 尼崎市緑化植物園 チャイブ ﾔｸﾞﾙﾏｶｯｺｳﾀｲﾏﾂﾊﾞﾅ ツリバナ 京都御苑、梅小路公園ネモヒラ ﾊｸｻﾝﾎﾞｸ アメリカギク

ニガキ バクチノキキリ コリウス 東・西本願寺、東寺

ハナタバコｲﾝﾊﾟﾁｪﾝｽ ｼﾅｻﾜｸﾞﾙﾐ
5.4 宍粟郡・山崎　 千年藤

8.19 逆瀬川 ﾏﾂﾖｲｸﾞｻ ｵｼﾛｲﾊﾞﾅ アサガオ ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ
ツユクサ サイカチ ニシキソウブタクサ 5.4 天滝 シャガ ﾀﾂﾅﾐｿｳ ﾗｼｮｳﾓﾝｶｽﾞﾗ
フヨウ ｺﾆｼｷｿｳ オナモミ ムクゲ ｱｹﾓﾉﾌｳ ﾎｳﾁｬｸｿｳ キランソウｼﾞｭｳﾆﾋﾄｴ
クズ ヨモギ キクイモ メヒシバ ヤブレガサタケニグサハナミズキﾗﾖｳﾓﾝｶｽﾞﾗ
ﾍﾗｵｵﾊﾞｺ エノキ オヒシバ ｱｷﾉﾉｹﾞｼ
ススキ ﾍｸｿｶｽﾞﾗ ﾊﾅﾄﾗﾉｵ ヒユ 6.15 神戸森林植物園アジサイ スイレン
ﾃｲｶｶｽﾞﾗ ミソハギ イヌビユ スイカズラ
ハギ エビヅル ｱﾒﾘｶｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ 8.11 熊本水前寺公園ナナミノキ タブノキ カヤ ノキシノブ
ﾋﾒﾑｶｼﾖﾓｷコアカザ ギシギシ イヌタデ タラヨウ

9.16 豊岡 ツリフネソウコスモス 8.14 別府　温泉熱花きビロードモウズイカ ｵｵｶﾅﾒﾓﾁ フクロモチ

9.22 御坂サイフォン ｷﾂﾈﾉﾏｺﾞ ﾐﾔﾏﾖﾒﾅ クサネム クリ 9.23 服部緑地 トレニア ｺﾊﾞﾉﾗﾝﾀﾅ ウメモドキ ﾋﾒﾕｽﾞﾘﾊ
オミナエシ ﾈｺﾉﾒｿｳ キキョウ ススキ ｲﾇｻﾌﾗﾝ
タムラソウ ヒガンバナガマズミ ハギ
タウコギ



1997 10.12 倉敷ﾁﾎﾞﾘ公園 ｻﾙﾋﾞｱﾚｳｶﾝｻトリトマ ｺﾞｳ¥-ﾙﾃﾞﾝﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ 1999 4.4 奈良　興福寺 ミツマタ ﾑﾗｻｷﾊﾅﾅコブシ モクレン
ｼｭｳﾒｲｷﾞｸ ハゲイトウオキザリスｱﾒﾘｶﾌｳ 春日大社、東大寺

サンタンカ ﾋｵｳｷﾞﾔﾅｷコルチカムキンレンカ
ハイネズ ｷﾞﾝﾖｳｱｶｼｱ

4.10 中国　天津 ｵｳﾊﾞｲ（迎春花） アカシア ポプラ
11.3 摂津峡 バラ ヒバ ヤナギ ﾗｲﾗｯｸ

4.11 北京、万里の長城 ﾊｲﾋﾞｬｸｼﾝ オボタノキｴﾉｺﾛｸﾞｻ ﾊｷﾀﾞﾒｷﾞｸ
レンギョウキリ ナズナ マサキ
タンポポ ツゲ オオバコ ﾊｸﾁｮｳｹﾞ
イワヒバ

1998 3.29 須磨浦離宮公園カゴノキ ｼｬｼｬﾝﾎﾞ
5.3 長居植物園 ビグノニア（ノウゼンカズラ）

4.11 大阪大泉緑地 オウバイ ノカンゾウ ガジュマルｱﾒﾘｶﾌｳﾛ 大仙公園
ｷﾁｼﾞｮｳｿｳ ガマズミ カンツバキザイフリボク
トサミズキ シロヤマブキﾋﾞﾝｶﾐﾉｰﾙ ｵｶﾞﾀﾏﾉｷ 6.5 尼崎農業公園 ワタチョロギ
ｶﾛﾗｲﾅｼﾞｬｽﾐﾝﾓﾝｽﾃﾗ テイカカズラｲﾀﾋﾞｶｽﾞﾗ
ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼアセビ ツバキ ｵｵﾑﾗｻｷ 7.16 岡本 ｴﾝｾﾞﾙｲﾔﾘﾝｸﾞ プリペット
サクラ モモ イスノキ ヤブソテツ
ニッケイ ハラン ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞキソケイ 7.24 広島市植物園 オミナエシｼｬｽﾀｰﾃﾞｰｼﾌﾗﾝｽｷﾞｸ ｵｵﾊﾝｺﾞﾝｿｳﾕｰｾﾞﾝｷﾞｸ
クヌギ タラヨウ ムクノキ ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ ﾁｬﾝﾁﾝﾓﾄﾞｷﾁﾄﾞﾘﾉｷ ブナ ミズナラ ｻｲｺﾞｸｲﾎﾞﾀ
ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ エンジュ ホオノキ エゾマツ トドマツ サワフタギイチイガシ

カンコノキ ﾊｸｻﾝﾎﾞｸ ユズリハ タブノキ ホルトノキ
4.29 大台が原 ウラジロモミトウヒ ミミズバイ リンボク ﾊｸｳﾝﾎﾞｸ ゴンズイ

ジュンサイコウホネ オニバス フクシア
6.7 城北菖蒲園 ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ クチナシ コクチナシオモダカ

コウホネ 9.19 平安神宮 ナギ（梛）
6.7 久宝寺緑地 ｷﾝｹｲｷﾞｸ ﾋｬｸﾆﾁｿｳ ﾊﾙｼｬｷﾞｸ クチナシ

10.23 三木山森林公園 タカノツメ
6.14 西脇西林寺 アジサイ ホオノキ ﾊﾙｼｬｷﾞｸ

平池公園
スイレン ハス ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ

9.26 江の島植物園 ｱﾒﾘｶﾃﾞｲｺ イトラン ﾂｶﾐﾋｲﾗｷﾞ ｱｵﾉﾘｭｳｾﾞﾂﾗﾝ
ランタナ ガジュマルﾏｷﾊﾞﾌﾞﾗｼﾉｷ
ヤタイヤシｶﾅﾘｰﾔｼ ﾍﾞｯｺｳﾏｻｷオジギソウ
大　ﾀﾌﾞﾉｷ

11.14 キンバイタウコギ

1999 1.24 淡路黒岩水仙峡

3.14 世界の梅公園 カクレミノ モッコク林ヤマモモ



2000 5.10 淡路 アメリカザイフリボク ﾅｽﾀﾁｳﾑ ﾌｸﾛﾅﾃﾞｼｺ 2002 4.28 宇治　平等院 カゴノキ ハナイカダﾆｵｲﾊﾞﾝﾏﾂﾘﾊｸｳﾝﾎﾞｸ ﾆｾｱｶｼｱ
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾛｰﾗ2000ﾑｷﾞｾﾝﾉｳ ﾃﾞﾙﾌｨﾆｳﾑ 植物公園、太陽が丘公園アリエンジュﾅﾝｼﾞｬﾓﾝｼﾞｬﾉｷ

5.14 千刈水源地 ｱｶﾂﾒｸﾞｻ ノビル クララ ヒメシャガ 5.12 神鉄ﾊｲｷﾝｸﾞ ニカナ ジシバリ ヒトリシズカフタリシズカ
ｷﾝｹｲｷﾞｸ モチツツジホオノキ トチノキ 　　農村歌舞伎、丹生山 ﾋﾄﾂﾊﾞﾃﾝﾅﾝｼｮｳ

10.22 花山院、有馬富士コスモス 12.01 よかたん、有馬富士公園ヤマナラシ

2001 4.1 播磨中央公園 コブシ サクラ ﾍﾞﾆﾊﾞｽﾓﾓ
2003 4.02 三津田公民館 ツクシ

5.20 播磨中央公園 バラ園　 最高に綺麗

6.16 しあわせの村 ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ ﾉｳｾﾞﾝｶｽﾞﾗシモツケ 薬草園 4.06 阪神高速７号北神戸線ガンピ ノガリヤス
果樹園 ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ 開通記念ﾊｲｸ

7.14 乗り鞍 ホオノキ シラカバ 花ウド ヤナギ 4.13 丸山ダム、金仙寺湖桜　満開 ﾊｸﾓｸﾚﾝ ユキヤナギモクレン ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ
平湯温泉 カヤ タツナミソウﾏﾂｶｾﾞｿｳ ﾆｯｺｳｷｽｹﾞ 有馬温泉、（駅長ハイクコブシ ヒアシンスタムシバ レンギョウ

スズラン ｵﾆﾉﾔｶﾞﾗ
4.15 ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞシデコブシ

9.23 ﾌｫﾙｸｽｶﾞｰﾃﾞﾝ黒田庄栗 ｼｭｳﾒｲｷﾞｸ 天狗岩、ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ

（火曜ﾊｲｸ）
10.20 福岡市植物園 コスモス ｼﾞｭｳｶﾞﾂｻﾞｸﾗ ナナミノキ

ヤマモモ ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏチャンチンマンサク 5.9 小野 ｻﾜｵｸﾞﾙﾏ ｾﾝﾆﾝｿｳ イラクサ ﾑﾗｻｷｻｷﾞｺコムギ
シノブヒバ イオイヒバイスノキ ヒノキ きすみ見晴らしの森ウツギ ナツハゼ ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ

サルビア ネズミモチｱﾒﾘｶﾌｳ ﾄﾛﾛｱｵｲ ﾏﾕﾐﾋｲﾗｷﾞﾓﾁ ﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ
ﾒﾗﾝﾎﾟﾃﾞｨｳﾑ ｻﾙｺｺｯｶ ハマボウ ｶﾛﾗｲﾅｼﾞｬｽﾐﾝ
ｱｷﾗﾝｻｽ ゴンズイ サイカチ エンジュ ｳﾝﾅﾝｵｳﾊﾞｲ 5.16 小野　水辺の楽校カシワ ムクロジ イタチハギキショウブカキツバタ
ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ （イケガキ） ﾊｺﾈｳﾂｷﾞ タニウツギﾃｲｶｶｽﾞﾗ ﾑｷﾞｾﾝﾉｳ ﾏﾂｶｾﾞｿｳ
ベゴニア トベラ サザンカ キンマサキｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ アキニレ ノリウツギ

サツキ ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾊｸﾁｮｳｹﾞ イヌマキ
ヤブツバキウバメガシベニカナメﾎﾞｯｺｽｳｯﾄﾞ 5.18 小野　ひまわり公園バラ トチノキ ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾄﾁﾉｷﾏﾂﾊﾞｳﾝﾗﾝﾏﾂｶｾﾞｿｳ
アラカシ ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ 播磨中央公園
カラタチ ムクゲ ボケ ﾄｷﾜｻﾝｻﾞｼ
タマイブキアベリア ニシキギ ﾋﾏﾗﾔｼｰｻﾞ 5.20 三木歴史ハイク セントソウ ﾔﾌﾞﾆﾝｼﾞﾝ イタチハギﾏﾂﾊﾞｳﾝﾗﾝモロコシ
ﾎｳﾗｲﾁｸ ｵｳｺﾞﾝｸｼﾞｬｸﾋﾊﾞ ヒムロ ｻﾝｼﾞｬｸﾊﾞｰﾍﾞﾅ タラノキ ミヤコグサ
サカキ ムベ

5.21 しあわせの村 コンフリー ホタルブクロスイレン ヤマナラシﾔｸﾞﾙﾏｷﾞｸ
シャクナゲワレモコウシオン スペアミント

5.22 グリーピア三木 ﾀﾞﾝｺｳﾊﾞｲ ｱﾌﾞﾗﾁｬﾝ スイカズラバラ園（満開）



2003 5.22 グリーピア三木 ヌカキビ ｲﾁｺﾞﾂﾅｷﾞ ｶｽﾞﾉｺｸﾞｻ カモガヤ 7.12 但馬高原植物園鳥足ｼｮｳﾏ ウリノキ コシアブラタムシバ ﾖﾂﾊﾞﾋﾖﾄﾞﾘ
カゼクサ ノガリヤスネズミムギホソムギ ｼﾗｲﾄｿｳ ｶﾗｲﾄｿｳ イヨシボリ ﾂﾙｷﾞﾉﾏｲ ｷﾚﾝｹﾞｼｮｳﾏ

イチャクソウクサレダマ
5.24 小野　夢の森公園 クララ（はじめて見た）

　　　水辺の楽校 7.15 北神戸田園ｽﾎﾟｰﾂ公園クガイソウﾊﾙｼｬｷﾞｸ ナナカマドソバの花 ﾊｸﾁｮｳｿｳ
イチイガシルドベキアニッケイ ミソハギ オミナエシ

5.27 丸山総合公園 クサノオウホテイチクタニウツギノリウツギ ｱｶﾂﾒｸﾞｻ ｷﾝｹｲｷﾞｸ ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ ﾀｲﾏﾂﾊﾞﾅ ﾌｻﾌｼﾞｳﾂｷﾞ
玉岡史跡公園 ﾊｺﾈｳﾂｷﾞ

9.14 神鉄ハイク ｱｷﾉﾀﾑﾗｿｳタケニグサﾂﾘｶﾞﾈﾆﾝｼソバナ ヒメシャガ
5.28 播州　清水寺 ﾂｸﾊﾞﾈｶﾞｼ ウラジロ ユリノキ 千刈水源地

5.29 神鉄ハイク モチツツジウツギ ノリウツギ スイカズラ 9.15 有馬富士公園 コブシ（実）
藍那古道、六条八幡エゴノキ
無動寺 9.18 大倉山公園 ホルトノキ ｼﾏﾎﾙﾄﾉｷ コバンモチ

6.4 しあわせの村 ｷﾞｮﾘｭｳﾊﾞｲｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ ショウブ

6.5 北神戸田園ｽﾎﾟｰﾂ公園ネデシコ ﾐﾔｷﾞﾉﾊｷﾞ ｸﾛﾊﾞﾅﾛｳﾊﾞｲ
ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ ユルラ 2004 3.26 神戸田園ｽﾎﾟｰﾂ公園イチイガシﾛｰｽﾞﾏﾘ^ ｺｳｺﾞﾝｺﾉﾃ ニオイヒバｼﾞｭｰﾝﾍﾞﾘｰ

三田　

6.7 やしろの森公園 ササユリ ヤーコン ネジキ ハンノキ 人と自然の博物館
コウホネ タラノキ コシアブラ

3.28 加東市 サンシュユトサミズキボケ
6.8 地獄谷、逢山峡 コアジサイｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ ウツギ タケニグサ 三草山、朝光寺 ウバメガシ多い

大池、唐櫃台 やしろの森、道の駅アズキナシﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ

6.10 いなみの森 キササゲ ネムノキ ﾔﾌﾞｶﾝｿﾞｳ ﾊﾅｼｮｳﾌﾞ 4.01 石が谷公園　桜サクラ ユキヤナギﾊｸﾓｸﾚﾝ
天満大池 アジサイ ﾎﾀﾙﾌﾞｸﾛ ギボウシ 天満大池、加古大池

ｻﾝｼﾞｬｸﾊﾞｰﾍﾞﾅ アサザ さくらの園

6.13 湊川　会下山公園アオギリ シシガシラ（ﾂﾊﾞｷ） タチアオイ 4.07 まるごとハイク シロダモ ｼｬｼｬﾝﾎﾞ ﾊﾅｿﾞﾉﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ
　　　　荒田公園 ﾋﾞﾛｰﾄﾞﾓｳｽﾞｲｶ ゼニアオイｵｼﾛｲﾊﾞﾅ ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾄｷﾜﾏﾝｻｸ

ﾑｷﾞｾﾝﾉｳ オダマキ ｵﾆｻﾜｸﾞﾙﾐﾋﾒﾋｵｳｷﾞｽｲｾﾝ
ﾍﾞﾋﾞｰｻﾝﾛｰｽﾞ ｼﾅｻﾜｸﾞﾙﾐ 4.14 まるごとハイク キケマン クガイソウﾌｻﾌｼﾞｳﾂｷｺﾌﾞｼ･ﾀﾑｼﾊﾞ

6.15 神鉄　歴史ハイクｻｶｷｶｽﾞﾗ 4.21 まるごとハイク ﾑﾗｻｷｹﾏﾝ○○ｳﾂｷﾞ
淡河疎水

4.28 まるごとハイク ﾑﾗｻｷｹﾏﾝヤマウコギ



2004 5.03 瑞穂農園 ヒメウツギ ミズキ ﾊﾈﾐｲﾇｴﾝｼﾞｭ 2007 2.10 黒岩水仙峡 ﾅﾙﾄｻﾜｷﾞｸハマウド
有馬富士公園

5.20 播磨中央公園 ギンドロ ﾍﾞﾆﾊﾞｽﾓﾓ バラ園
5.21 竹の子、高御位山 ｻﾞｲﾌﾙﾘﾎﾞｸニワトコ ﾔﾏﾄｱｵﾀﾞﾓトネリコ

6.10 平荘湖 アジサイ ハゼノキ モチノキ
生石(ｵｵｼｺ)神社

11.14 高御位山 ニワトコ トネリコ キガンピ 石の宝殿 帰り：土砂降り

12.23 高松 ｼｬｼｬﾝﾎﾞ 7.07 利尻・姫沼 ﾖﾂﾊﾞﾋﾖﾄﾞﾘ ｺｳﾘﾝﾀﾝﾎﾟﾎﾐﾔﾏﾏﾀﾀﾋﾞ ﾐｽﾞﾊﾞｼｮｳ ﾏｲｽﾞﾙｿｳ
玉藻公園、五色台 ザゼンソウチシマザサｼﾛﾊﾞﾅｴﾝﾚｲｿｳ ﾂﾊﾞﾒｵﾓﾄ

ｵﾆﾉﾔｶﾞﾗ ｵｵﾊﾞﾕﾘ ﾘｼﾘﾋﾈｹﾞｼ

利尻・沓形岬公園 ハマウド ﾊﾏﾋﾙｶﾞｵ ハマナス ﾍﾗｵｵﾊﾞｺ ｱﾙﾒﾘｱ
2005 3.21 鹿嶋神社、高御位山 ヤマモモ サクラソウ ﾊﾏﾍﾞﾝｹｲ ｺﾞｾﾞﾝﾀﾁﾊﾞﾅタケカンバﾔﾏﾌﾞｷｼｮｳﾏ

みとろ、 ﾊﾏｶﾝｻﾞｼ 時雨音羽 ｲﾜﾍﾞﾝｹｲ ｶﾝﾁｺｳｿﾞﾘﾅｶﾗﾌﾄﾊﾅｼﾉﾌﾞ
ｾﾝﾀﾞｲﾊｷﾞ ﾚﾌﾞﾝｳｽﾕｷｿｳ ﾚﾌﾞﾝｷﾝﾊﾞｲﾚﾌﾞﾝｼｵｶﾞﾏ

4.10 東条川　コスミックホール ﾑﾗｻｷｹﾏﾝ ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ エゾニュー
朝光寺、健康の森

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ、御坂しだれ 9.22 鳥取砂丘、なし狩フジバカマヒガンバナオミナエシ

4.24 高御位山、志方東公園アオダモ サトザクラ 10.06 神戸市森林植物園サンザシ
やなせ苑

10.28 ｴﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ大河内コンロンカ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ ｱﾒｼﾞｽﾄｾｰｼﾞ
9.27 日岡山公園 ネズミサシﾀｲﾜﾝﾌｳ ヌルデ ヤマウルシ 発電所、砥の峰高原 ﾒｷｼｶﾝﾌﾞｯｼｭｾｰｼﾞ フジバカマ

ｼｬｼｬﾝﾎﾞ

10.09 神戸市立森林植物園ﾆｼｷﾌｼﾞｳﾂｷマルバノキｲｲｷﾞﾘの実ツリバナ

2008 4.21 くじゅう花公園 ｼﾚﾈ（ﾌｸﾛﾅﾃﾞｼｺ) ｲﾜﾈｼﾎﾞﾘ アツミゲシ
2006 4.30 神戸森林植物園 ﾘｷｭｳﾊﾞｲ キササゲ ニワトコ ｳｸﾞｲｽｶｽﾞﾗ

再度公園 クロモジ ﾕｷｸﾞﾆﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ 2009 2.11 加古大池 ヤドリギ ｻﾝｼﾞｬｸﾊﾞｰﾍﾞﾅ ネコヤナギ
ﾋﾒﾔｼｬﾌﾞｼ キブシ

5.3 瑞穂農園 白のフジの花 ハナミズキ
吉川　北谷川ー東条 2.15 五峯山　光明寺 コジイ モミジ サクラ カシノキ
ｺｽﾐｯｸﾎｰﾙ－こだまの森 サカキ シロダモ
ー道の駅東条ー安国寺

ーｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ三木 4.05 神戸市森林植物園コウライシャラノキ ﾅﾝﾊﾞﾝｷﾌｼクロモジ

5.21 総合防災公園 カルミア 4.29 北播磨余暇村公園ヤマツツジｱｵﾀﾞﾓ(ﾎｿﾊﾞ) タケニグサ
なかやちよの森公園ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏホオノキ クロバイ

10.22 三木山総合公園 ﾌｻｱｶｼｱ サイカチ 翠明湖サイクリング
小野　ひまわり公園



2009 2.11 加古大池 ヤドリギ ｻﾝｼﾞｬｸﾊﾞｰﾍﾞﾅ ネコヤナギ
ﾋﾒﾔｼｬﾌﾞｼ キブシ

2.15 五峯山　光明寺 コジイ モミジ サクラ カシノキ
サカキ シロダモ

4.05 神戸市森林植物園コウライシャラノキ ﾅﾝﾊﾞﾝｷﾌｼクロモジ

4.29 北播磨余暇村公園ヤマツツジｱｵﾀﾞﾓ(ﾎｿﾊﾞ) タケニグサ
なかやちよの森公園ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏホオノキ クロバイ
翠明湖サイクリング
小野　ひまわり公園


