
春日大社

 花  実 ☆ 希少度の高い植物

 現代植物名  萬葉植物名  現代植物名  萬葉植物名

 アセビ  あしび  アカメガシワ  ひさぎ

 アブラチャン　☆  あしび  アジサイ  あぢさゐ

 アミガサユリ  はは  アマドコロ  にこぐさ

 アヤメ  はながつみ  イチイガシ  いちひ

 イカリソウ　☆  さきくさ  ウツギ  うのはな

 ウメ  うめ  エゴノキ  ちさ ・ やまちさ

 ウワミズザクラ　☆  かには   オオムギ　☆  むぎ
 オオムギ　☆

 オキナグサ　☆  ねつこぐさ  カキツバタ  かきつはた

 カワヤナギ・ネコヤナギ  かはやなぎ  カシワ  かしは

 カタクリ　☆  かたかご  カツラ  かつら

 カラタチ  からたち  金花茶 （中国原産クリサンタ　椿）　☆　　　－

 カンアヤメ  －  キササゲ  あづさ

 クヌギ  つるはみ  コウゾ  たく ・たへ ・ゆふ

 クワ  くは  ザクロ　☆  はねず

 コナラ  こなら  シイ  しひ  10月頃まで

 サクラ  さくら  ショウブ  あやめぐさ

 シキミ  しきみ  スベリヒユ  いはゐづら

 シダレヤナギ  やなぎ  センダン  あふち

 シャガ  －  ツツジ類の総称  つつじ

 スイセン  －  12月中旬～  テイカカズラ  いはつな ・ つた

 スギ  すぎ  トコロ　☆  ところづら

 スゲ属の総称  すげ ・ すが  ネムノキ  ねぶ
 

 スミレ  すみれ  ノイバラ  うまら

 スモモ  すもも  ノビル  ひる

 ダイダイ  あべたちばな  ハナショウブ  はながつみ

 チガヤ  ちがや・ちばな・つばな  ヒカゲノカズラ　☆  ひかげ

 ツゲ  つげ  ヒメユリ  ひめゆり

 ツバキ  つばき  12月上旬～  ヒルムシロ  たはみづら

 ナノハナ ・ ダイコン  なばな  12月中旬～  フジ  ふぢ

 ニッポンタチバナ　☆  たちばな  11月～  ホオノキ  ほほがしは

 ニワウメ　☆  はねず  マツ  まつ

 ニワトコ  やまたづ  ムラサキ　☆  むらさき

 ヒトリシズカ　☆  つぎね  ヤマアイ  やまあゐ

 ヒノキ  ひ  ヤマナシ　☆  なし

 ヒメシャガ  はながつみ  ヤマハゼ  はじ

 フタリシズカ　☆  つぎね  ヤマブキ  やまぶき

 マユミ  まゆみ  ユズ  －

 ミツマタ  さきくさ  ユズリハ  ゆづるは

９月６月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

　萬葉植物園　花ごよみ
1月 ２月 ３月 ４月 ５月



 現代植物名  萬葉植物名  現代植物名  萬葉植物名

 オミナエシ　☆  をみなへし  アカネ　☆  あかね

 カワラナデシコ　☆  なでしこ  アシ  あし

 キキョウ  あさがほ  アワ  あは

 キビ　☆  きみ ・ きび  イヌビワ  ちち

 クズ  くず  イネ　  いね

 クチナシ  －  イワタバコ　☆  ちさ ・ やまちさ

 クリ  くり  オケラ  うけら

 ケイトウ  からあゐ  カエデ属の総称  かへるで

 サカキ  さかき  カラムシ  むし

 ササユリ　☆  さきくさ  コウヤボウキ　☆  たまばはき

 サネカズラ  さねかずら・さなかずら  サクラ　(子福桜・十月桜・三波川冬桜)　　　　－   2月下旬まで

 サンカクイ  しりくさ  サトイモ  うも

 ジュンサイ　☆  ぬなは  サワヒヨドリ  さはあららぎ

 スイレン  －  ススキ  すすき

 セリ  せり  チカラシバ  しば

 ソバ  －  ナツフジ  ときじきふぢ

 ツヅラフジ  つづら  ノジギク  ももよぐさ
 

 ツユクサ  つきくさ  フジバカマ　☆  ふぢばかま

 ナツメ  なつめ  ヒガンバナ  いちし

 ナンバンギセル　☆  おもひぐさ  マコモ  こも

 ニラ  みら・くくみら  コナギ ・ ミズアオイ  なぎ ・ こなぎ

 ネジバナ  ねつこぐさ  ヤナギタデ  たで

 ハギ  はぎ  ヤブコウジ  やまたちばな  7月から

 ハス  はちす  ヨメナ  うはぎ

 ハマオモト  はまゆふ  ヨモギ  よもぎ
 
 ヒオウギ  ぬばたま  ワタ　☆  わた

 ヒシ　☆  ひし

 ヒルガオ  かほばな

 フユアオイ　☆  あふひ 　 2月下旬まで

 フヨウ  はねず ＊ 現代の植物名と萬葉時代の植物名を対表記しています。

 ヘクソカズラ  くそかづら

 ベニバナ  くれなゐ ＊ 園内には萬葉の植物ではないものも植栽しており、それらは現代植物名のみ記載しています。 

 ホンカンゾウ  わすれぐさ

 マンリョウ  はなたちばな 　3月頃まで ＊ 萬葉名の植物には、現代のどの植物に相当するのか確定できないものがあります。

 ムクゲ  あさがほ 　  よって、１つの萬葉名の植物に複数の現代の植物説が想定されています。

 メハジキ  つちはり

 ヤブガラシ  むぐら ＊ 各表ごとに始まり月が異なります。　ご覧の際はご注意ください。

 ヤブカンゾウ  わすれぐさ

 ヤブラン  やますが ・やますげ ＊ 開花時期はその年の気候により前後することがあります。　参考資料としてご覧ください。

 ヤマユリ  ゆり

１１月 １２月 １月

表の見方

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 ８月 ９月 １０月


	掲示用（カラー） 

