
no 標準和名 漢字表記 no 標準和名 漢字表記 no 標準和名 漢字表記

1 アカネ 茜 56 シラヤマギク 白山菊 111 ヤマノイモ 山の芋

2 アキカラマツ 秋唐松 57 シロツメクサ 白詰草 112 ヤマハッカ 山薄荷

3 アキノウナギツカミ 秋の鰻掴み 58 スイラン 水蘭 113 ヤマラッキョウ 山辣韮

4 アキノエノコログサ 秋の狗尾草 59 ススキ 芒 114 ヨメナ 嫁菜

5 アキノタムラソウ 秋の田村草 60 セイタカアワダチソウ 背高泡立草 115 ヨモギ 蓬

6 アキノノゲシ 秋の野芥子 61 セイヨウタンポポ 西洋蒲公英 116 ヨロイグサ 鎧草

7 アメリカイヌホオズキ アメリカ犬酸漿 62 センダングサ 栴檀草 1 アオキ 青木

8 アメリカセンダングサ アメリカ栴檀草 63 チカラシバ 力芝 2 アオツヅラフジ 青葛藤

9 アレチハナガサ 荒地花笠 64 チヂミザサ 縮み笹 3 イヌビワ 犬枇杷

10 イタドリ 虎杖 65 チョウセンヤマニガナ 朝鮮山苦菜 4 イワガラミ 岩絡み

11 イヌタデ 犬蓼 66 ツユクサ 露草 5 ウツギ 空木

12 イヌハギ 犬萩 67 ツリフネソウ 釣舟草 6 エノキ 榎

13 ウツボグサ 靫草 68 ナガサキオトギリ 長崎弟切 7 カラスザンショウ 烏山椒

14 ウド 独活 69 ナンバンギセル 南蛮煙管 8 キレハノブドウ 切葉野葡萄

15 ウナギツカミ 鰻掴み 70 ニッポンイヌノヒゲ 日本犬の髭 9 クマイチゴ 熊苺、

16 エゾノギシギシ 蝦夷の羊蹄 71 ヌスビトハギ 盗人萩 10 コアカソ 小赤麻

17 エノキグサ 榎草 72 ネコハギ 猫萩 11 コマツナギ 駒繋

18 エノコログサ 狗尾草 73 ノアザミ 野薊 12 ジャケツイバラ 蛇結茨

19 オオアレチノギク 大荒地野菊 74 ノアズキ 野小豆 13 センニンソウ 仙人草

20 オオオナモミ 大葈耳 75 ノゲシ 野芥子 14 タブノキ 椨の木

21 オオバコ 大葉子 76 ノコンギク 野紺菊 15 ツクシハギ 筑紫萩

22 オオブタクサ 大豚草 77 ノダケ 野竹 16 ツヅラフジ 葛藤

23 オガルカヤ 雄刈萱 78 ハバヤマボクチ 葉場山火口 17 トベラ 扉

24 オトコエシ 男郎花 79 ヒオウギ 緋扇 18 ナナミノキ 七実の木

25 オトコヨモギ 男蓬 80 ヒキオコシ 引き起こし 19 ニガキ 苦木

26 オニドコロ 鬼野老 81 ヒキヨモギ 引蓬 20 ヌルデ 白膠木

27 オミナエシ 女郎花 82 ヒナタイノコヅチ 日向猪子槌 21 ネズミモチ 鼠黐

28 ガガイモ 蘿藦 83 ヒメアブラススキ 姫油薄 22 ノヤナギ 野柳

29 カタバミ 片喰 84 ヒメシオン 姫紫苑 23 ハスノハカズラ 蓮の葉葛

30 カナムグラ 鉄葎 85 ヒメシロネ 姫白根 24 フユザンショウ 冬山椒

31 カラムシ 苧麻 86 ヒメノハギ 姫野萩 25 ホウライカズラ 蓬莱葛

32 カワミドリ 川緑 87 ヒメヨモギ 姫蓬 26 マキエハギ 蒔絵萩

33 カワラケツメイ 河原決明 88 ヒヨドリバナ 鵯花 27 マルバハギ 丸葉萩

34 キカラスウリ 黄烏瓜 89 フジカンゾウ 藤甘草 28 ムクノキ 椋の木

35 キキョウ 桔梗、 90 ヘクソカズラ 屁糞葛 29 ムベ 野木瓜

36 キクムグラ 菊葎 91 ヘビイチゴ 蛇苺 30 ヤブニッケイ 薮肉桂

37 キセワタ 着せ綿 92 ボタンヅル 牡丹づる 31 ヤマグワ 山桑

38 キツネノマゴ 狐の孫 93 マルバヌスビトハギ 丸葉盗人萩 32 ヤマハギ 山萩

39 キンエノコロ 金狗尾 94 ミシマサイコ 三島柴胡 33 リュウキュウマメガキ 琉球豆柿

40 キンミズヒキ 金水引 95 ミズタマソウ 水玉草 1 ゼンマイ 薇

41 クズ 葛 96 ミツバグサ 三つ葉草 2 フユノハナワラビ 冬の花蕨

42 クララ 眩草 97 ムカゴニンジン 珠芽人参 3 ワラビ 蕨

43 クルマバナ 車花 98 ムラサキツメクサ 紫詰草

44 ゲンノショウコ 現の証拠 99 メガルカヤ 雌刈萱

45 コウゾリナ 顔剃菜 100 メドハギ 筮萩

46 コシロノセンダングサ 小白の栴檀草 101 メヒシバ 雌日芝

47 ゴマノハグサ 胡麻の葉草 102 メマツヨイグサ 雌待宵草

48 コメナモミ 小雌菜揉 103 ヤクシソウ 薬師草

49 コヤブタバコ 小薮煙草 104 ヤナギアザミ 柳薊

50 サイヨウシャジン 細葉沙参 105 ヤブカラシ 藪枯らし

51 サルトリイバラ 猿捕茨 106 ヤブガラシ 藪枯らし

52 サワギキョウ 沢桔梗 107 ヤブツルアズキ 藪つる小豆

53 サワヒヨドリ 沢鵯 108 ヤブマオ 藪麻苧

54 シオデ 牛尾菜 109 ヤブマメ 薮豆

55 シマカンギク 島寒菊 110 ヤマジノギク 山路野菊
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