
早稲田大学環境総合研究センター紀要 

 - 11 -

早稲田大学本庄高等学院校地高等植物目録 （2003） 

 

List of the higher plants in Honjo Campus of Waseda University, 
Honjo, Saitama, central Japan (2003) 

 

凡    例 

1． シダ植物の学名は岩槻（1992），草本類の学名は佐竹ほか（1981，1982a，1982b），木本類の学名は佐竹ほ

か（1989a，1989b）に従った．帰化種で上記の文献等に記載がないものについて，清水ほか（2001）に従った． 

科，属の配列は環境庁自然保護局（1988）に，種の配列は岩槻（1992），佐竹ほか（1981, 1982a，1982b，

1989a，1989b）に従った．帰化植物のうち上記文献に未記載の種の配列は，それぞれ該当する属内の種の配

列の末尾に挿入した． 

  対象植物には調査区域内の在来種の植物のほか，移入植物〔調査区域外で植栽されている植物が逸出して

野生状態になっている植物（逸出種），植栽種以外の外国産植物などの帰化植物（帰化種）〕が含まれる．移入

植物については種名のあとにそれぞれ上記の（ ）内の略号を付した． 

The nomenclature follows; Ferns and Ferns Allies of Japan (ed. by K. Iwatsuki, 1992), Wild Flowers of Japan, 

Herbaceous Plants ( I ), ( II ), ( III ) (ed. by Y. Satake et al., 1981, 1982), Wild Flowers of Japan, Woody Plants 

( I ), ( II ) (ed. by Y. Satake et al., 1989), Naturalized plant invaders of Japan -600 invaders- (ed. by Shimizu et al., 

2001). 

 

2． 各植物が校地内に出現する場所や状態を簡単に記した．校地内の限られた地域に出現する種は，（ ）内に

その出現する区域名を記した．また植物の出現頻度を「＋」の記号で次のように 4段階で評価した．  

 Species emergence is graded by the number of asterisk. 

    ++++ ：校地内全域でもっとも普通にみられるもの． 

     Widely found in all over the campus 

     +++ ：校地内全域でやや普通にみられるもの． 

          Slightly found in all over the campus 

      ++ ：校地内でやや希にみられるもの，まとまってはえているが限られた地域にしかないもの． 

          Found in local area of the campus, formation of patch of the population 

     + ：校地内で希にみられるもの． 

        Rarely found 

 

3． 目録内のすべての種名に次のように生活型を記した． 

Life form of the species is shown as follows; 

EG : evergreen pteridophyte 常緑性シダ植物 

SG : summer-green pteridophyte 夏緑性シダ植物 

WG : winter-green pteridophyte 冬緑性シダ植物 

ECT : evergreen conifer tree 常緑針葉高木 
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DCT : deciduous conifer tree 落葉針葉高木 

ECS : evergreen conifer shrub 常緑針葉低木 

DBT : deciduous broad-leaved tree 落葉広葉高木 

EBT : evergreen broad-leaved tree 常緑広葉高木 

DBS : deciduous broad-leaved shrub 落葉広葉低木 

EBS : evergreen broad-leaved shrub 常緑広葉低木 

TH : therophyte 一年生草本 

WH : winter annual herb 越年生草本 

BH : biennial herb 二年生草本 

PH : perennial herb 多年生草本 

CW : climing woody plant つる性木本 

CH : climing herb つる性草本 

E : epiphyte 着生植物 
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PTERIDOPHYTA シダ植物門 

Equisetaceae トクサ科 

SG Equisetum arvense L. スギナ 陽地 +++ 

Dennstaedtiaceae コバノイシカグマ科 

SG Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. latiusculum (Desv.)  ワラビ 陽地 ++ 

 Underw. ex Hell.   

Dryopteridaceae オシダ科 

SG Dryopteris chinensis (Bak.) Koidz. ミサキカグマ 林床 + 

EG Dryopteris erythrosora (Eaton) O. Ktze. ベニシダ 林床 （浅見-大久保の谷） + 

Thelypteridaceae ヒメシダ科 

SG Thelypteris laxa (Fr. et Sav.) Ching ヤワラシダ 林床 + 

SG Thelypteris torresiana (Gaud.) Alston var. calvata (Bak.) K. ヒメワラビ 林床 ++ 

 Iwats.   

SG Thelypteris japonica (Bak.) Ching ハリガネワラビ 林床 （浅見山） + 

EG Thelypteris glanduligera (Kunze) Ching ハシゴシダ 林床 ++ 

Woodsiaceae イワデンダ科 

SG Athyrium yokoscense (Fr. et Sav.) Christ ヘビノネゴザ 林床 ++ 

SG Athyrium iseanum Rosenst ホソバイヌワラビ 林床 （浅見-大久保の谷） + 

SG Athyrium vidalii (Fr. et Sav.) Nakai ヤマイヌワラビ 林床 ++ 

SG Athyrium niponicum (Mett.) Hance イヌワラビ 林床 + 

SG Deparia conilii (Fr. et Sav.) M. Kato ホソバシケシダ 林床 ++ 

SG Deparia japonica (Thunb.) M. Kato シケシダ 林床 （浅見-大久保の谷） + 

    

SPERMATOPHYTA 種子植物門 

GYMNOSPERMAE 裸子植物亜門 

Pinaceae マツ科 

ECT Pinus densiflora Sieb. et Zucc. アカマツ 各所で林を構成 ++++ 

Taxodiaceae スギ科 

ECT Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don スギ 林内 +++ 

Cupressaceae ヒノキ科 

ECT Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. ヒノキ 林内 ++ 

ECT Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. サワラ 林内 ++ 

    

ANGIOSPERMAE 被子植物亜門 

DICOTYLEDONEAE 双子葉植物網 

CHORIPETALAE 離弁花亜網 

Betulaceae カバノキ科 
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DBT Carpinus japonica Bl. クマシデ 林内 （浅見山） + 

DBT Carpinus tschonoskii Maxim. イヌシデ 林内 ++ 

DBT Carpinus laxiflora (Sieb. et Zucc.) Bl. アカシデ 林内 + 

Fagaceae ブナ科 

DBT Quercus acutissima Carruthers クヌギ 谷部などで二次林 ++ 

DBT Quercus serrata Thunb. ex Murray コナラ 各所で二次林を構成 ++++ 

EBT Quercus glauca Thunb. ex Murray アラカシ 林内等，稚樹として ++++ 

EBT Quercus myrsinaefolia Blume シラカシ 林内等，稚樹として ++++ 

DBT Castanea crenata Sieb. et Zucc. クリ 各所で二次林 +++ 

Ulmaceae ニレ科 

DBT Aphananthe aspera (Thunb.) Planch. ムクノキ 各所 ++++ 

DBT Celtis sinensis Pers. var japonica (Planch.) Nakai エノキ 林縁，陽地等 +++ 

DBT Zelkova serrata (Thunb.) Makino ケヤキ 林内 + 

Moraceae クワ科 

DBS Morus australis Poir. ヤマグワ 林縁等 ++++ 

DBT Broussonetia papyrifera (L.) Vent. カジノキ 林縁 （B2道路地区周辺） + 

TH Fatoua villosa (Thunb.) Nakai クワクサ 陽地 （B2道路地区周辺） + 

TH Humulus japonicus Sieb. et Zucc. カナムグラ 林縁，陽地 ++ 

Urticaceae イラクサ科 

TH Pilea hamaoi Makino ミズ 林床 （B2道路地区周辺） + 

PH Boehmeria nipononivea Koidz. カラムシ 陽地 ++ 

PH Boehmeria nipononivea Koidz. forma concolor (Makino) Kitam. アオカラムシ 陽地 （東谷古墳） + 

PH Boehmeria tricuspis (Hance) Makino アカソ 林縁 （B2道路地区周辺） + 

PH Boehmeria tricuspis (Hance) Makino var. unicuspis Makino  クサコアカソ 林縁 + 

PH Boehmeria longispica Steud. ヤブマオ 林縁 （東谷古墳） + 

Polygonaceae タデ科 

PH Rumex acetosa L. スイバ 陽地 ++ 

PH Rumex japonicus Houtt. ギシギシ 陽地 ++ 

PH Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier ミズヒキ 林縁 ++ 

TH Persicaria perfoliata (L.) H. Gross イシミカワ 陽地 （東谷古墳） + 

TH Persicaria longiseta (De Bruyn) Kitag. イヌタデ 陽地 ++ 

Phytolaccaceae ヤマゴボウ科 

PH Phytolacca americana L. ヨウシュヤマゴボウ 帰化 陽地 +++ 

Caryophyllaceae ナデシコ科 

WH Stellaria media (L.) Villars ハコベ 陽地 （工事現場西側の伐開地） + 

WH Stellaria neglecta Weihe ミドリハコベ 帰化 陽地 ++ 

WH Myosoton aquaticum (L.) Moench ウシハコベ 陽地 ++ 
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Chenopodiaceae アカザ科 

TH Chenopodium centrorubrum (Makino) Koidz. アカザ 帰化 陽地 （東谷古墳） + 

Amaranthaceae ヒユ科 

PH Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq. イノコズチ 陽地 ++ 

Magnoliaceae モクレン科 

DBT Magnolia praecocissima Koidz. コブシ 各所 ++++ 

Lauraceae クスノキ科 

EBT Cinnamomum camphora (L.) Presl クスノキ 林内 （B2道路地区周辺） + 

EBT Cinnamomum japonicum Sieb. ex Nakai ヤブニッケイ 林内 （大久保山） + 

DBS Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume ヤマコウバシ 林内，林縁 ++++ 

EBT Neolitsea sericea (Bl.) Koidz. シロダモ 林内，林縁 ++++ 

Ranunculaceae キンポウゲ科 

PH Clematis stans Sieb. et Zucc. クサボタン 林縁 （下水処理場周辺） + 

CW Clematis apiifolia DC. ボタンヅル 林縁 + 

CW Clematis terniflora DC. センニンソウ 林縁 + 

Berberidaceae メギ科 

EBS Nandina domestica Thunb. ナンテン 逸出 林内 （浅見山） + 

EBS Mahonia japonica (Thunb.) DC. ヒイラギナンテン 逸出 林内 +++ 

Lardizabalaceae アケビ科 

CW Akebia quinata (Thunb.) Decaisne アケビ 各所 +++ 

CW Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. ミツバアケビ 各所 ++++ 

Menispermaceae ツヅラフジ科 

CW Cocculus trilobus (Thunb.) DC. アオツヅラフジ 林縁，陽地 ++++ 

Saururaceae ドクダミ科 

PH Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ 道端，林縁 ++ 

Actinidiaceae マタタビ科 

CW Actinidia chinensis Planch. キウイ 逸出 道端，林縁 + 

Theaceae ツバキ科 

EBT Eurya japonica Thunb. ヒサカキ 林内 ++++ 

Papaveraceae ケシ科 

PH Macleaya cordata (Willd.) R. Br. タケニグサ 陽地，林縁 ++ 

Cruciferae アブラナ科 

WH Capsella bursa-pastoris Medicus ナズナ 陽地 （B2道路地区周辺） + 

PH Rorippa indica (L.) Hiern イヌガラシ 陽地 （B2道路地区周辺）+ 

TH Brassica napus L.  セイヨウアブラナ 逸出 （セミナーハウス） +  

BH Orychophragmus violaceus (L.) O. E. Schulz ハナダイコン 帰化 陽地 （F2道路地区周辺） + 

Saxifragaceae ユキノシタ科 
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DBS Deutzia crenata Sieb. et Zucc. ウツギ 林縁 （セミナーハウス） + 

PH Astilbe thunbergii (Sieb. et Zucc.) Miq. var. congesta H. Boiss. トリアシショウマ 林縁 （浅見山） + 

Rosaceae バラ科 

DBT Prunus verecunda (Koidz.) Koehne カスミザクラ 各所 +++ 

DBT Prunus jamasakura Sieb. ex Koidz. ヤマザクラ 各所 +++ 

DBS Kerria japonica (L.) DC. ヤマブキ 陽地，林縁 （下水処理場） + 

DBS Rosa multiflora Thunb. ノイバラ 林縁，陽地 ++ 

DBS Rosa wichuraiana Crepin テリハノイバラ 林縁，陽地 + 

DBS Rubus hirsutus Thunb. クサイチゴ 林縁等 ++ 

DBS Rubus sumatranus Miq. コジキイチゴ 林縁等 + 

DBS Rubus parvifolius L. ナワシロイチゴ 陽地，林縁 ++ 

DBS Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne. var. laevis (Thunb.) Stapf. カマツカ 林内，林縁 +++ 

DBS Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach クサボケ 林縁 （セミナーハウス） + 

PH Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. ヘビイチゴ 陽地，道端 ++ 

PH Potentilla freyniana Bornm. ミツバツチグリ 陽地，道端 +++ 

PH Potentilla yokusaiana Makino ツルキンバイ 陽地，道端 + 

PH Sanguisorba officinalis L. ワレモコウ 陽地 （セミナーハウス） + 

PH Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai キンミズヒキ 道端，林縁 ++ 

Leguminosae マメ科 

DBT Albizia julibrissin Durazz. ネムノキ 各所 +++ 

DBT Robinia pseudoacacia L. ハリエンジュ 帰化 各所 +++ 

CW Wisteria floribunda (Willd.) DC. フジ 林縁，林床 +++ 

PH Trifolium repens L. シロツメクサ 帰化 陽地 （下水処理場） + 

TH Vicia angustifolia L. ヤハズエンドウ 陽地 ++ 

PH Desmodium podocarpum DC. subsp. oxyphyllum (DC.) Ohashi ヌスビトハギ 道端 + 

DBS Lespedeza buergeri Miq. キハギ 陽地，林縁 ++ 

DBS Lespedeza bicolor Turcz. ヤマハギ 林縁 （東谷古墳） + 

TH Lespedeza striata (Thunb.) Hook. et Arn. ヤハズソウ 陽地 （工事現場） + 

PH Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc. ネコハギ 陽地，道端 ++ 

CW Pueraria lobata (Willd.) Ohwi クズ 林縁 ++++ 

CH Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald subsp. edgeworthii  ヤブマメ 林縁，道端 ++ 

 (Benth.) Ohashi var. japonica (Oliver) Ohashi    

Oxalidaceae カタバミ科 

PH Oxalis corniculata L. カタバミ 陽地，道端 ++++ 

PH Oxalis corymbosa DC. ムラサキカタバミ 帰化 林縁 + 

Geraniaceae フウロソウ科 

TH Geranium carolinianum L. アメリカフウロ 帰化 陽地 （下水処理場周辺） + 
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Euphorbiaceae トウダイグサ科 

TH Euphorbia maculata L. オオニシキソウ 帰化 陽地 （グラウンド北側草地） 

   + 

TH Acalypha australis L. エノキグサ 陽地 （工事現場） + 

DBT Mallotus japonicus (Thunb. ex Murray) Muell. Arg. アカメガシワ 陽地，林縁 +++ 

Rutaceae ミカン科 

DBS Zanthoxylum piperitum (L.) DC. サンショウ 林縁，林内 ++ 

Simaroubaceae ニガキ科 

DBT Ailanthus altissima Swingle ニワウルシ 帰化 林縁，林内 +++ 

Anacardiaceae ウルシ科  

CW Rhus ambigua Lavall. ex Dipp. ツタウルシ 林内 ++++ 

DBT Rhus javanica L. var. roxburghii (DC.) Rehder et Wils ヌルデ 陽地 林縁 ++++ 

DBT Rhus trichocarpa Miq. ヤマウルシ 林縁，林内 ++++ 

Aceraceae カエデ科 

DBT Acer crataegifolium Sieb. et Zucc. ウリカエデ 林縁 + 

Aquifoliaceae モチノキ科 

EBT Ilex crenata Thunb. イヌツゲ 林内 ++++ 

EBT Ilex pedunculosa Miq. ソヨゴ 林内 + 

EBT Ilex integra Thunb. モチノキ 林内，林縁 +++ 

DBS Ilex serrata Thunb. ウメモドキ 水辺 （浅見-大久保の谷） + 

DBT Ilex macropoda Miq. アオハダ 林内 ++++ 

Celastraceae ニシキギ科 

DBT Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. f. striatus (Thunb.) Makino コマユミ 林内，林縁 ++++ 

DBT Euonymus sieboldianus Bl. マユミ 林内，林縁 +++ 

CW Celastrus stephanotifolius (Makino) Makino オオツルウメモドキ 林縁，林床 +++ 

Staphyleaceae ミツバウツギ科 

DBT Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz ゴンズイ 林縁，林内 ++++ 

Rhamnaceae クロウメモドキ科 

CW Berchemia racemosa Sieb. et Zucc. クマヤナギ 陽地 +++ 

Vitaceae ブドウ科 

CW Vitis thunbergii Sieb. et Zucc. エビヅル 林縁 ++++ 

CW Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. heterophylla ノブドウ 各所 ++++ 

 (Thunb.) Hara   

CW Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch ツタ 林内 +++ 

CPH Cayratia japonica (Thunb.) Gagn. ヤブカラシ 陽地，林縁 ++++ 

Elaeagnaceae グミ科 

DBS Elaeagnus umbellata Thunb. アキグミ 林内 ++ 
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Violaceae スミレ科 

PH Viola mandshurica W. Becker スミレ 陽地，道端 ++ 

PH Viola bissetii Maxim. ナガバノスミレサイシン 陽地 （下水処理場周辺） + 

PH Viola grypoceras A. Gray タチツボスミレ 林縁，林床 +++ 

Cucurbitaceae ウリ科 

CPH Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim. カラスウリ 陽地，林縁 +++ 

Onagraceae アカバナ科 

WH Oenothera erythrosepala Borbas オオマツヨイグサ 帰化 陽地 （浅見-大久保の谷） + 

WH Oenothera biennis L. メマツヨイグサ 帰化 陽地 +++ 

Haloragaceae アリノトウグサ科 

PH Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. アリノトウグサ 道端 （浅見山） + 

Cornaceae ミズキ科 

EBS Aucuba japonica Thunb.  アオキ 林内 ++ 

DBT Swida controversa (Hemsl.) Sojak ミズキ 林縁 （東谷古墳） + 

Araliaceae ウコギ科 

DBS Aralia elata (Miq.) Seemann タラノキ 陽地，林縁 +++ 

PH Aralia cordata Thunb. ウド 陽地 （浅見山） + 

ECW Hedera rhombea (Miq.) Bean キヅタ 林内 ++++ 

EBS Fatsia japonica (Thunb.) Decne. et Planch. ヤツデ 林内 +++ 

DBS Acanthopanax spinosus (L. fil.) Miq. ヤマウコギ 林縁 +++ 

DBT Evodiopanax innovans (Sieb. et Zucc.) Nakai タカノツメ 林内 （F2道路地区） + 

DBT Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai ハリギリ 林内 ++ 

Umbelliferae セリ科 

PH Hydrocotyle sibthorpioides Lam. チドメグサ 道端 ++ 

WH Torilis scabra (Thunb.) DC. オヤブジラミ 陽地 ++ 

PH Cryptotaenia japonica Hassk. ミツバ 陽地 ++  

    

SYMPETALAE 合弁花亜網 

Clethraceae リョウブ科 

DBT Clethra barvinervis Sieb. et Zucc. リョウブ 林内 ++ 

Pyrolaceae イチヤクソウ科 

PH Pyrola japonica Klenze イチヤクソウ 林床 + 

Ericaceae ツツジ科 

DBS Rhododendron obtusum (Lindl.) Planchon var. kaempferi ヤマツツジ 林内 ++++ 

 (Planchon) Wilson   

DBT Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. elliptica (Sieb. et Zucc.) ネジキ 斜面上部の林内 ++ 

 Hand. - Mazz.   
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DBS Vaccinium oldhamii Miq. ナツハゼ 林縁，林内 ++ 

Myrsinaceae ヤブコウジ科 

EBS Ardisia japonica (Thunb.) Blume ヤブコウジ 林床 ++++ 

Primulaceae サクラソウ科 

PH Lysimachia japonica Thunb. コナスビ 道端，林縁 +++ 

PH Lysimachia clethroides Duby オカトラノオ 陽地，林縁 ++ 

Ebenaceae カキノキ科 

DBT Diospyros kaki Thunb. カキノキ 林内，林縁 ++++ 

Styracaceae エゴノキ科 

DBT Styrax japonica Sieb. et Zucc. エゴノキ 林内，林縁 ++++ 

Symplocaceae ハイノキ科 

DBS Symplocos chinensis (Lour.) Druce var. leucocarpa (Nakai) サワフタギ 林内，林縁 ++ 

 Ohwi f. pilosa (Nakai) Ohwi   

Oleaceae モクセイ科 

DBT Fraxinus lanuginosa Koidz. f. serrata (Nakai) Murata コバノトネリコ 林内，林縁 +++ 

DBT Fraxinus sieboldiana Blume マルバアオダモ 林内，林縁 ++ 

EBT Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green ヒイラギ 林内 ++ 

EBT Ligustrum japonicum Thunb. ネズミモチ 林内，林縁 ++++ 

DBS Ligustrum obtusifolium Sieb. et Zucc. イボタノキ 林縁，林内 +++ 

Apocynaceae キョウチクトウ科 

ECW Trachelospermum asiaticum (Sieb. et Zucc.) Nakai テイカカズラ 林内 ++ 

Asclepiadaceae ガガイモ科 

CPH Metaplexis japonica (Thunb.) Makino ガガイモ 林縁 （B2道路地区周辺） + 

CPH Cynanchum sublanceolatum (Miq.) Matsum. コバノカモメヅル 林縁 + 

Rubiaceae アカネ科 

CPH Paederia scandens (Lour.) Merrill ヘクソカズラ 林縁 ++++ 

CPH Rubia argyi (Lev.) Hara アカネ 陽地，林縁 ++  

TH Galium spurium L. var. echinospermon (Wallr.) Hayek ヤエムグラ 道端，林縁，林床 ++++ 

PH Galium trifidum L. var. brevipedunculatum Regel ホソバノヨツバムグラ 道端 （東谷古墳） + 

PH Galium trachyspermum A. Gray ヨツバムグラ 林床 （セミナーハウス） + 

Convolvulaceae ヒルガオ科 

CPH Calystegia hederacea Wall. コヒルガオ 陽地，林縁 ++ 

CTH Quamoclit coccinea (L.) Moench マルバルコウ 帰化 陽地，林縁 （B2道路地区周

   辺） + 

Boraginaceae ムラサキ科 

TH Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. et C. A. Mey ハナイバナ 陽地各所 ++ 

Verbenaceae クマツヅラ科 
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DBS Callicarpa mollis Sieb. et Zucc. ヤブムラサキ 林縁 （浅見山） + 

DBS Callicarpa japonica Thunb. ムラサキシキブ 林縁，林内 ++++ 

DBS Clerodendrum trichotomum Thunb. クサギ 林縁，林内 ++++ 

Labiatae シソ科 

PH Teucrium japonicum Houtt. ニガクサ 林縁，道端 （浅見山） + 

PH Rabdosia japonica (Burm.) Hara ヒキオコシ 林縁，道端 ++ 

PH Rabdosia inflexa (Thunb.) Hara ヤマハッカ 林縁 （浅見-大久保山の谷） + 

PH Salvia japonica Thunb. アキノタムラソウ 林縁，道端 ++ 

TH Mosla dianthera (Hamilt.) Maxim. ヒメジソ 林縁，道端 ++ 

TH Mosla punctulata (J. F. Gmel.) Nakai イヌコウジュ 林縁，道端 ++ 

TH Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander ナギナタコウジュ 林縁，道端 （浅見-大久保の谷） + 

TH Perilla frutescens (L.) Britton var. crispa (Thunb.) Decne. シソ 逸出 （B2道路地区周辺） + 

PH Clinopodium gracile (Benth.) O. Kuntze トウバナ 整備された林床 （セミナーハウス） 

   + 

PH Glechoma hederacea L. subsp. grandis (A. Gray) Hara カキドウシ 道端 （下水処理場周辺） + 

PH Nepeta cataria L. イヌハッカ 帰化 道端 （東谷古墳） + 

Solanaceae ナス科 

PH Solanum lyratum Thunb. ヒヨドリジョウゴ 陽地，林縁 ++ 

Scrophulariaceae ゴマノハグサ科 

DBT Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. キリ 逸出，林縁 （大久保山） + 

TH Mazus pumilus (Burm. fil.) van Steenis トキワハゼ 道端 + 

TH Veronica arvensis L. タチイヌノフグリ 帰化 道端 （東谷古墳） + 

WH Veronica persica Poir. オオイヌノフグリ 帰化 陽地 + 

Acanthaceae キツネノマゴ科 

TH Justicia procumbens L. キツネノマゴ 陽地 ++ 

Plantaginaceae オオバコ科 

PH Plantago asiatica L. オオバコ 道端 +++ 

PH Plantago lanceolata L. ヘラオオバコ 帰化 道端 （工事現場） + 

TH Plantago virginica L. ツボミオオバコ 帰化 道端 + 

Caprifoliaceae スイカズラ科 

DBS Sambucus racemosa L. subsp. sieboldiana (Miq.) Hara ニワトコ 林縁 +++ 

DBS Viburnum phlebotrichum Sieb. et Zucc. オトコヨウゾメ 林内 + 

DBS Viburnum erosum Thunb. ex Murray var. punctatum Franch. et コバノガマズミ 林縁，林内 ++ 

 Savat.   

DBS Viburnum dilatatum Thunb. ex Murray  ガマズミ 林内 ++++ 

EBS Abelia. × grandiflora (Andre) Rehder ハナゾノツクバネウツギ 逸出 （工事現場） + 

DBT Weigela decora (Nakai) Nakai ニシキウツギ 林縁 （浅見山） + 
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CW Lonicera japonica Thunb. スイカズラ 林縁，林内 ++++ 

Campanulaceae キキョウ科 

 Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) ツリガネニンジン 陽地 ++ 

 Hara   

Compositae キク科 

TH Ambrosia artemisiaefolia L. var. elatior (L.) Descurtilz ブタクサ 帰化 道端 （東谷古墳） + 

PH Artemisia princeps Pamp. ヨモギ 陽地，林縁，道端 +++ 

TH Galinsoga ciliata (Raf.) Blake ハキダメギク 帰化 陽地 （工事現場西側の伐開 

   地） + 

TH Bidens pilosa L.  コセンダングサ 帰化 陽地 ++ 

TH Bidens frondosa L.  アメリカセンダングサ 帰化 陽地，道端 ++ 

TH Siegesbeckia orientalis L. subsp. pubescens (Makino) Kitam. メナモミ 陽地 + 

TH Siegesbeckia orientalis L. subsp. glabrescens (Makino) Kitam. コメナモミ 陽地 （B2道路地区周辺） + 

TH Crassocephalum crepidioides (Bentham) S. Moore ベニバナボロギク 帰化 陽地 + 

TH Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ダンドボロギク 帰化 陽地 （B2道路地区周辺） + 

PH Syneilesis palmata (Thunb.) Maxim. ヤブレガサ 林床 （大久保山） + 

WH Conyza sumatrensis (Retz.) Walker オオアレチノギク 帰化 陽地 +++ 

PH Erigeron philadelphicus L. ハルジオン 帰化 陽地，道端 ++ 

PH Aster scaber Thunb. シラヤマギク 林縁，道端 ++ 

PH Aster ageratoides Turcz. subsp. ovatus (Franch. et Savat.) Kitam. ノコンギク 道端 （工事現場） + 

TH Stenactis annuus (L.) Cass. ヒメジョオン 帰化 陽地，道端 +++ 

PH Solidago altissima L. セイタカアワダチソウ 帰化 陽地，道端 +++ 

PH Solidago virgaurea L. subsp. asiatica Kitam. アキノキリンソウ 林縁 ++ 

WH Gnaphalium affine D. Don ハハコグサ 陽地，道端 ++ 

PH Pertya robusta (Maxim.) Beauv. カシワバハグマ 林床 （浅見山） + 

DBS Pertya scandens (Thunb.) Sch. Bip. コウヤボウキ 林床 （セミナーハウス） + 

PH Eupatorium chinense L. ヒヨドリバナ 林縁，道端 ++ 

PH Cirsium japonicum DC. ノアザミ 陽地 + 

PH Cirsium oligophyllum (Franch. et Savat.) Matsum. ノハラアザミ 陽地 （セミナーハウス） + 

WH Hemistepta lyrata Bunge キツネアザミ 陽地 ++ 

PH Synurus pungens (Franch. et Savat.) Kitam. オヤマボクチ 林縁 （大久保山） + 

PH Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam. オケラ 林床 + 

WH Picris hieracioides L. subsp. japonica (Thunb.) Krylov コウゾリナ 陽地，道端 ++ 

TH Youngia japonica (L.) DC. オニタビラコ 陽地，林縁，道端 +++ 

WH Youngia denticulata (Houttuyn) Kitam. ヤクシソウ 陽地 + 

TH Sonchus oleraceus L. ノゲシ 道端 （東谷古墳） + 

TH Sonchus asper (L.) Hill. オニノゲシ 帰化 陽地，道端 +++ 
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TH Lactuca indica L. アキノノゲシ 陽地，道端 +++ 

PH Ixeris debilis A. Gray オオジシバリ 陽地，道端 ++ 

PH Ixeris dentata (Thunb.) Nakai ニガナ 陽地，道端 ++++ 

PH Taraxacum officinale Weber セイヨウタンポポ 帰化 陽地，道端 ++ 

PH Taraxacum platycarpum Dahlst. カントウタンポポ 陽地，道端 ++ 

PH Helianthus strumosus L. イヌキクイモ 帰化 林縁 （B2道路地区周辺） + 

    

MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物網 

Liliaceae ユリ科 

PH Liriope platyphylla Wang et Tang ヤブラン 林床 +++ 

PH Ophiopogon japonicus (L. fil.) Ker-Gawl ジャノヒゲ 道端，林縁，林床 +++ 

PH Tricyrtis affinis Makino ヤマジノホトトギス 林縁，道端 ++ 

PH Hosta sieboldiana (Lodd.) Engler トウギボウシ 林縁，水辺 +++ 

PH Hosta longipes (Franch. et Savat.) Matsum. イワギホウシ 林縁，林床 +++ 

PH Allium grayi Regel ノビル 林床 （セミナーハウス） + 

PH Erythronium japonicum Decne. カタクリ 林床 （B2道路地区周辺） + 

PH Polygonatum odoratum (Mill.) Druce var. pluriflorum (Miq.) アマドコロ 林床，林縁 ++ 

 Ohwi   

PH Polygonatum falcatum A. Gray ナルコユリ 林縁 ++ 

PH Disporum smilacinum A. Gray チゴユリ 林床，林縁 ++ 

CH Smilax nipponica Miq. タチシオデ 林床 （セミナーハウス） + 

DBS Smilax china L. サルトリイバラ 林縁，林内 ++++ 

Dioscoreaceae ヤマノイモ科 

CPH Dioscorea japonica Thunb. ヤマノイモ 林縁 ++ 

CPH Dioscorea tokoro Makino オニドコロ 林縁 ++++ 

CPH Dioscorea gracillima Miq. タチドコロ 林縁 ++ 

Iridaceae アヤメ科 

PH Iris ensata Thunb. var. spontanea (Makino) Nakai ノハナショウブ 陽地 （グラウンド北側草地） + 

PH Sisyrinchium atlanticum Bicknell ニワゼキショウ 帰化 陽地，道端 + 

Juncaceae イグサ科 

PH Luzula capitata (Miq.) Miq. スズメノヤリ 陽地，道端 + 

Commelinaceae ツユクサ科 

TH Commelina communis L. ツユクサ 陽地，林縁 +++ 

Poaceae イネ科 

ENS Pleioblastus chino (Franch. et Savat.) Makino アズマネザサ 林縁等叢生して藪をつくる ++++ 

ENS Arundinaria ramosa Makino  アズマザサ 林床（大久保山） + 

TH Andropogon brevifolius Sw. ウシクサ 陽地，道端 （工事現場） + 
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PH Andropogon virginicus L. メリケンカルカヤ 帰化 陽地 + 

TH Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino コブナグサ 陽地 （B2道路地区周辺） + 

PH Spodiopogon sibiricus Trin. オオアブラススキ 陽地，道端 （セミナーハウス） + 

PH Miscanthus sinensis Anderss. ススキ 陽地，道端 +++  

PH Imperata cylindrica (L.) Beauv. チガヤ 陽地，道端 ++ 

TH Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. caudata (Roshev.) Kitag. イヌビエ 陽地，道端 +  

TH Oplismenus undulatifolius (Arduino) Roemer et Schultes チヂミザサ 林床，林縁 ++++ 

PH Paspalum dilatatum Poir. シマスズメノヒエ 帰化 陽地，道端 （工事現場） +  

PH Paspalum thunbergii Kunth スズメノヒエ 陽地，林縁，道端 +++ 

TH Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. メヒシバ 陽地 ++++ 

TH Panicum bisulcatum Thunb. ヌカキビ 陽地 ++ 

TH Setaria viridis (L.) Beauv. エノコログサ 陽地 （工事現場奥の伐開地） + 

TH Setaria faberi Herrm. アキノエノコログサ 陽地 ++++ 

TH Setaria glauca (L.) Beauv. キンエノコロ 陽地 ++++ 

PH Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. チカラシバ 陽地 （グラウンド北側草地） ++  

PH Arundinella hirta (Thunb.) C. Tanaka トダシバ 陽地 + 

PH Zoysia japonica Steud. シバ 陽地 （セミナーハウス） ++ 

PH Sporobolus fertilis (Steud.) W. Clayton ネズミノオ 陽地，道端 （工事現場） +    

PH Eragrostis ferruginea (Thunb.) Beauv. カゼクサ 陽地 + 

TH Poa annua L. スズメノカタビラ 陽地，道端 +++  

PH Poa sphondylodes Trin. イチゴツナギ 陽地，道端，林縁 +++ 

PH Festuca ovina L. ウシノケグサ 道端 （浅見山） + 

PH Festuca parvigluma Steud. トボシガラ 陽地，道端 ++ 

TH Lolium multiflorum Lam. ネズミムギ 帰化 陽地，道端 +++ 

TH Bromus japonicus Thunb. スズメノチャヒキ 林床 （工事現場） + 

TH Bromus catharticus Vahl. イヌムギ 帰化 陽地，道端 +++ 

PH Agropyron ciliare (Trin.) Franch. var. minus (Miq.) Ohwi アオカモジグサ 陽地，道端 +++  

PH Calamagrostis arundinacea (L.) Roth var. brachytricha (Steud.) ノガリヤス 林床，道端 ++++ 

 Hack.   

PH Polypogon fugax Steud. ヒエガエリ 陽地 （工事現場西側の伐開地） + 

Palmae ヤシ科 

EBT Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. シュロ 逸出 林内，林縁 ++++ 

Cyperaceae カヤツリグサ科 

PH Carex lanceolata Boott ヒカゲスゲ 林床，林縁 ++++ 

PH Carex conica Boott ヒメカンスゲ 林床，林縁 +++ 

PH Carex tristachya Thunb.  モエギスゲ 林床 ++ 

PH Carex breviculmis R. Br. アオスゲ 道端，林縁，林床 +++ 
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PH Carex incisa Boott カワラスゲ 道端，林縁 ++ 

PH Carex gibba Wahlenb. マスクサ 道端 （東谷古墳） + 

PH Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk. var. leiolepis ヒメクグ 陽地 （B2道路地区周辺） + 

 (Franch. et Savat.) T. Koyama   

TH Cyperus amuricus Maxim. チャガヤツリ 陽地 （グラウンド北側草地） + 

Zingiberaceae ショウガ科 

PH Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe ミョウガ 逸出 （東谷古墳） + 

Orchidaceae ラン科 

PH Liparis krameri Franch. et Savat. ジガバチソウ 林床 + 

PH Cymbidium goeringii (Reichb. fil.) Reichb. fil. シュンラン 林床 ++ 

 


