
高尾山の植物

No 季節 区分 植物の名前 科名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 観察出来る場所

春 樹木 アオキ ミズキ科 高尾山全体

樹木 アオツヅラフジ ツヅラフジ科 高尾山全体

夏 草本 アカカタバミ カタバミ科 広場、草地

秋 草本 アカネ アカネ科 山際

春 樹木 アカマツ マツ科 高尾山全体

夏 樹木 アカメガシワ トウダイグサ科 路傍

秋 植栽木 アキニレ ニレ科 花木園

秋 草本 アキノエノコログサ イネ科 草地

夏 草本 アキノタムラソウ シソ科 野鳥の森

秋 草本 アキノノゲシ キク科 草地

春 樹木 アケビ アケビ科 高尾山全体

草本 アサザ リンドウ科 無くなりました。

植栽木 アジサイ ユキノシタ科 365歩の階段沿い

春 樹木 アセビ ツツジ科 野鳥の森の三叉路

植栽木 アメリカスズカケノキ スズカケノキ科 植物見本園

秋 草本 アメリカセンダングサ キク科 草地

植栽木 アメリカデイゴ マメ科 花木園

植栽木 アメリカフウ マンサク科 植物見本園

夏 草本 アメリカフウロ フウロソウ科 草地

植栽木 アメリカヤマボウシ ミズキ科 花木園

春 樹木 アラカシ ブナ科 高尾山全体

草本 アレチハナガサ クマツヅラ科 路傍

夏 草本 イ イグサ科 田圃の跡地

植栽木 イジュ ツバキ科 大分高校の裏

植栽木 イスノキ マンサク科 植物見本園

秋 草本 イタドリ タデ科 草地

植栽木 イチイガシ ブナ科 郷土植物園



高尾山の植物

No 季節 区分 植物の名前 科名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 観察出来る場所

夏 草本 イチヤクソウ イチヤクソウ科 野鳥の森

植栽木 イチョウ イチョウ科 植物見本園

夏 草本 イヌガラシ アブラナ科 草地

秋 草本 イヌコウジュ シソ科 草地

夏 樹木 イヌザンショウ ミカン科 路傍

夏 草本 イヌタデ タデ科 草地

夏 樹木 イヌビワ クワ科 高尾山全体

夏 草本 イヌホウズキ ナス科 路傍

草本 イノコヅチ ヒユ科 草地

植栽木 イロハモミジ カエデ科 記念植樹園

春 植栽木 ウグイスカグラ スイカズラ科 植物見本園

春 草本 ウシハコベ ナデシコ科 草地

夏 草本 ウツボグサ シソ科 草地

植栽木 ウバメガシ ブナ科 郷土植物園

春 草本 ウマノアシガタ キンポウゲ科 草地

植栽木 ウメ バラ科 植物見本園

植栽木 ウメモドキ モチノキ科 植物見本園

シダ ウラジロ ウラジロ科 高尾山全体

植栽木 ウラジロガシ ブナ科 郷土植物園

夏 草本 ウラジロチチコグサ キク科 草地

草本 ウリクサ ゴマノハグサ科 草地

春 樹木 エゴノキ エゴノキ科 高尾山全体

春 植栽木 エノキ ニレ科 疎林の広場

秋 草本 エノコログサ イネ科 草地

樹木 エビヅル ブドウ科 草地

夏 草本 オオアレチノギク キク科 草地

春 草本 オオイヌノフグリ ゴマノハグサ科 草地



高尾山の植物
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植栽木 オオカナメモチ バラ科 植物見本園

春 草本 オオジシバリ キク科 草地

夏 草本 オオニシキソウ トウダイグサ科 草地

草本 オオニワゼキショウ アヤメ科 草地

樹木 オオバイボタ モクセイ科 中央幹線道路沿い

夏 草本 オオバコ オオバコ科 草地

草本 オオバタネツケバナ アブラナ科 草地

夏 草本 オオマツヨイグサ アカバナ科 路傍

夏 草本 オカトラノオ サクラソウ科 南幹線園路沿い

秋 草本 オトコエシ オミナエシ科 北幹線園路沿い

春 草本 オニタビラコ キク科 草地

夏 草本 オニドコロ ヤマノイモ科 高尾山全体

春 草本 オニノゲシ キク科 草地

夏 草本 オヒシバ イネ科 草地

春 草本 オヤブジラミ セリ科 草地

春 草本 オランダミミナグサ ナデシコ科 草地

草本 カエデドコロ ヤマノイモ科 高尾山全体

夏 草本 カガイモ ガガイモ科 北幹線園路沿い

春 草本 カキドオシ シソ科 草地

植栽木 ガクアジサイ ユキノシタ科 365歩の階段沿い

夏 樹木 カクレミノ ウコギ科 高尾山全体

秋 樹木 カゴノキ クスノキ科 高尾山全体

春 草本 カスマグサ マメ科 草地

秋 草本 カゼクサ イネ科 草地

夏 草本 カタバミ カタバミ科 草地

植栽木 カツラ カツラ科 大分高校の裏

秋 草本 カナムグラ クワ科 草地



高尾山の植物
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シダ カニクサ フサシダ科 高尾山全体

樹木 カマツカ バラ科 高尾山全体

春 草本 カモジグサ イネ科 草地

夏 草本 カヤツリグサ カヤツリグサ科 草地

夏 草本 カラスウリ ウリ科 高尾山全体

夏 樹木 カラスザンショウ ミカン科 路傍

春 草本 カラスノエンドウ マメ科 草地

夏 草本 カラスムギ イネ科 草地

植栽木 カラタネオガタマ モクレン科 植物見本園

夏 草本 カラムシ イラクサ科 草地

秋 草本 ガンクビソウ キク科 野鳥の森

春 草本 カンサイタンポポ キク科 草地

植栽木 カンレンボク オオギリ科 記念植樹園

草本 キカラスウリ ウリ科 山際

草本 キキョウソウ キキョウ科 草地

秋 樹木 キヅタ ウコギ科 南幹線園路沿い

夏 草本 キツネアザミ キク科 草地

春 草本 キツネノボタン キンポウゲ科 草地

秋 草本 キツネノマゴ キツネノマゴ科 草地

植栽木 キブシ キブシ科 植物見本園

春 草本 キュウリグサ ムラサキ科 草地

春 草本 キランソウ シソ科 草地

植栽木 キリ ゴマノハグサ科 トリム広場

秋 草本 キンエノコロ イネ科 草地

夏 草本 キンミズヒキ バラ科 野鳥の森

春 草本 キンラン ラン科 野鳥の森

春 草本 ギンラン ラン科 中央幹線道路沿い



高尾山の植物

No 季節 区分 植物の名前 科名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 観察出来る場所

春 樹木 クサイチゴ バラ科 高尾山全体

夏 樹木 クサギ クマツヅラ科 路傍

夏 樹木 クズ マメ科 高尾山全体

春 植栽木 クスノキ クスノキ科 疎林の広場

植栽木 クチナシ アカネ科 花木園

春 樹木 クヌギ ブナ科 高尾山全体

夏 樹木 クマノミズキ ミズキ科 北、南幹線園路沿い

夏 草本 クララ マメ科 草地

夏 樹木 クリ ブナ科 高尾山全体

夏 草本 クルババナ シソ科 草地

春 草本 クレソン アブラナ科 湿地

夏 植栽木 クロガネモチ モチノキ科 川久保池の堰堤

樹木 クロキ ハイノキ科 高尾山全体

秋 草本 クワクサ クワ科 草地

草本 ケキツネノボタン キンポウゲ科 草地

春 植栽木 ケヤキ ニレ科 疎林の広場

草本 ゲンノショウコ フウロソウ科 草地

草本 コアカソ イラクサ科 草地

樹木 コウゾ クワ科 南幹線園路沿い

夏 草本 コウゾリナ キク科 草地

秋 樹木 コウヤボウキ キク科 高尾山全体

樹木 コガクウツギ ユキノシタ科 高尾山全体

夏 草本 コクラン ラン科 野鳥の森

樹木 コジイ ブナ科 高尾山全体

シダ コシダ ウラジロ科 高尾山全体

秋 草本 コセンダングサ キク科 草地

植栽木 コデマリ バラ科 植物見本園



高尾山の植物

No 季節 区分 植物の名前 科名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 観察出来る場所

夏 草本 コナスビ サクラソウ科 広場

春 樹木 コナラ ブナ科 高尾山全体

夏 草本 コニシキソウ トウダイグサ科 路傍

春 草本 コハコベ ナデシコ科 草地

春 樹木 コバノガマズミ スイカズラ科 高尾山全体

春 草本 コバンソウ イネ科 草地

春 植栽木 コブシ モクレン科 花木園

夏 草本 コマツナギ マメ科 草地

夏 草本 コマツヨイグサ アカバナ科 路傍

夏 草本 コミカンソウ トウダイグサ科 草地

夏 植栽木 コムラサキ クマツヅラ科 植物見本園

草本 コメツブウマゴヤシ マメ科 草地

夏 草本 コメツブツメクサ マメ科 草地

春 草本 コモチマンネングサ ベンケイソウ科 路傍

草本 コヤブタバコ キク科 野鳥の森

春 樹木 ゴンズイ ミツバウツギ科 路傍

樹木 ザイフリボク バラ科 以前野鳥の森にありました

樹木 サカキ ツバキ科 高尾山全体

植栽木 サザンカ ツバキ科 植物見本園

秋 草本 サジガンクビソウ キク科 野鳥の森

春 樹木 サルトリイバラ ユリ科 高尾山全体

草本 サワオグルマ キク科 湿地

夏 草本 サワヒヨドリ キク科 湿地

シダ シシガシラ シシガシラ科 高尾山全体

春 草本 ジシバリ キク科 草地

樹木 シャシャンポ ツツジ科 高尾山全体

植栽木 シナアブラギリ トウダイグサ科 南幹線園路沿い、水分神社参道



高尾山の植物
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植栽木 シナサワグルミ クルミ科 北幹線園路沿い

植栽木 シナヒイラギ モチノキ科 植物見本園

草本 シハイスミレ スミレ科 野鳥の森

草本 シバハギ マメ科 草地

夏 植栽木 シモツケ バラ科 植物見本園

樹木 シャシャンポ ツツジ科 高尾山全体

夏 草本 ジャノヒゲ ユリ科 リュウノヒゲ

春 草本 シュンラン ラン科 高尾山全体

植栽木 シラカシ ブナ科 郷土植物園

秋 樹木 シロダモ クスノキ科 高尾山全体

春 草本 シロツメクサ マメ科 草地

草本 シロバナイヌタデ タデ科 草地

草本 シロバナキツネノマゴ キツネノマゴ科 草地

春 草本 シロバナタンポポ キク科 草地

夏 樹木 スイカズラ スイカズラ科 山際

春 草本 スイバ タデ科 草地

春 植栽木 スギ スギ科 植栽地

シダ スギナ(ツクシ) トクサ科 高尾山全体

秋 草本 ススキ イネ科 草地

竹 メズタケ タケ亜科 高尾山全体

夏 草本 スズメウリ ウリ科 山際

春 草本 スズメノエンドウ マメ科 草地

春 草本 スズメノカタビラ イネ科 草地

草本 スズメノテッポウ イネ科 草地

夏 草本 スズメノヒエ イネ科 草地

春 草本 スズメノヤリ イグサ科 草地

夏 樹木 スダジイ ブナ科 高尾山全体
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春 草本 スミレ スミレ科 高尾山全体

植栽木 スモモ バラ科 植物見本園

秋 草本 セイタカアワダチソウ キク科 草地

草本 セイヨウアブラナ アブラナ科 石割谷池の堰堤

春 草本 セイヨウタンポポ キク科 草地

春 草本 セキショウ サトイモ科 湿地

夏 草本 セリ セリ科 湿地

夏 樹木 センダン センダン科 高尾山全体

草本 センダングサ キク科 草地

夏 草本 センニンソウ キンポウゲ科 中央幹線道路沿い

シダ ゼンマイ ゼンマイ科 高尾山全体

草本 ソクシンラン ユリ科 野鳥の森

植栽木 ソメイヨシノ バラ科 高尾山全体

夏 草本 ダイコンソウ バラ科 高尾山全体

植栽木 タイサンボク モクレン科 花木園

草本 タカサゴユリ ユリ科 高尾山全体

夏 草本 タカトオダイ トウダイグサ科 草地

草本 タガラシ キンポウゲ科 草地

夏 草本 タケニグサ ケシ科 中央幹線道路沿い

春 草本 タチイヌノフグリ ゴマノハグサ科 草地

シダ タチクラマゴケ イワヒバ科 草地

春 草本 タチツボスミレ スミレ科 草地

植栽木 タチバナモドキ バラ科 植物見本園

植栽木 タチヤナギ ヤナギ科 川久保池の流れ込み

春 草本 タツナミソウ シソ科 高尾山全体

春 草本 タネツケバナ アブラナ科 湿地

春 樹木 タブノキ クスノキ科 高尾山全体
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樹木 タラノキ ウコギ科 高尾山全体

草本 チガヤ イネ科 草地

夏 草本 チカラシバ イネ科 草地

春 草本 チチコグサ キク科 草地

夏 草本 チチコグサモドキ キク科 草地

草本 チヂミザサ イネ科 高尾山全体

植栽木 チャノキ ツバキ科 植物見本園

草本 ツクシアザミ キク科 草地

樹木 ツヅラフジ ツヅラフジ科 高尾山全体

春 草本 ツボスミレ スミレ科 草地

草本 ツボミオオバコ オオバコ科 草地

夏 草本 ツユクサ ツユクサ科 草地

春 樹木 ツルウメモドキ ニシキギ科 山際

草本 ツルマンネングサ ベンケイソウ科 中央幹線道路沿い

秋 草本 ツルリンドウ リンドウ科 野鳥の森

草本 ツワブキ キク科 野鳥の森

樹木 テイカカズラ キョウチクトウ科 山際

草本 テッポウユリ ユリ科 高尾山全体

植栽木 トウカエデ カエデ科 中央幹線道路沿い

草本 トウコマツナギ マメ科 高尾山全体

植栽木 トウネズミモチ モクセイ科 高尾山全体

春 草本 トウバナ シソ科 草地

草本 トキワツユクサ ツユクサ科 集会所の横にありました。

春 草本 トキワハゼ ゴマノハグサ科 草地

夏 草本 ドクダミ ドクダミ科 草地

夏 植栽木 トチノキ トチノキ科 植物見本園

草本 ナキリスゲ カヤツリグサ科 高尾山全体
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春 草本 ナズナ(ペンペン草) アブラナ科 草地

夏 樹木 ナツフジ マメ科 野鳥の森

樹木 ナナミノキ モチノキ科 高尾山全体

樹木 ナラガシワ ブナ科 疎林の広場

秋 樹木 ナワシログミ グミ科 高尾山全体

植栽木 ナンキンハゼ トウダイグサ科 記念植物園

秋 草本 ナンバンギセル ハマウツボ科 南幹線園路沿い

春 草本 ニオイタチツボスミレ スミレ科 草地

春 草本 ニガナ キク科 草地

春 植栽木 ニシキギ ニシキギ科 花木園

草本 ニシキソウ トウダイグサ科 路傍

夏 草本 ニワゼキショウ アヤメ科 草地

秋 草本 ヌスビトハギ マメ科 草地

夏 草本 ヌルデ ウルシ科 路傍

秋 草本 ネコハギ マメ科 草地

樹木 ネコヤナギ ヤナギ科 以前川久保池にありました。

夏 草本 ネジキ ツツジ科 高尾山全体

夏 草本 ネジバナ ラン科 草地

樹木 ネズミモチ モクセイ科 高尾山全体

夏 樹木 ネムノキ マメ科 高尾山全体

春 草本 ノアザミ キク科 草地

夏 樹木 ノイバラ バラ科 草地

シダ ノキシノブ ウラボシ科 高尾山全体

草本 ノジスミレ スミレ科 草地

草本 ノビル ユリ科 路傍

夏 樹木 ノブドウ ブドウ科 山際

草本 ノボロギク キク科 草地



高尾山の植物

No 季節 区分 植物の名前 科名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 観察出来る場所

春 草本 ノミノツヅリ ナデシコ科 草地

春 草本 ノミノフスマ ナデシコ科 草地

樹木 ノリウツギ ユキノシタ科 南幹線園路沿い

草本 バイカイカリソウ メギ科 中央幹線道路沿い

草本 ハイメドハギ マメ科 草地

草本 ハコベ ナデシコ科 草地

夏 樹木 ハゼノキ ウルシ科 高尾山全体

春 樹木 ハナイカダ ミズキ科 上池

春 草本 ハナイバナ ムラサキ科 草地

植栽木 ハナゾノツクバネウツギ スイカズラ科 植物見本園

草本 ハナタデ タデ科 草地

植栽木 ハナミズキ ミズキ科 花木園

春 草本 ハハコグサ キク科 草地

春 草本 ハルジオン キク科 草地

春 草本 ハルノノゲシ キク科 草地

夏 草本 ヒカゲイノコヅチ ヒユ科 草地

シダ ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ科 ピクニック広場

秋 草本 ヒガンバナ ヒガンバナ科 中央幹線道路沿い

春 樹木 ヒサカキ ツバキ科 高尾山全体

夏 草本 ヒツジグサ スイレン科 上池

草本 ヒナタイノコズチ ヒユ科 草地

樹木 ビナンカズラ モクレン科 高尾山全体

植栽木 ヒノキ ヒノキ科 植栽地

樹木 ヒノキバヤドリギ ヤドリギ科 管理棟南

草本 ヒメアザミ キク科 草地

春 草本 ヒメウズ キンポウゲ科 草地

春 草本 ヒメオドリコソウ シソ科 草地



高尾山の植物

No 季節 区分 植物の名前 科名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 観察出来る場所

草本 ヒメガマ ガマ科 無くなりました。

春 樹木 ヒメコウゾ クワ科 南幹線園路沿い

草本 ヒメコバンソウ イネ科 草地

夏 草本 ヒメジオン キク科 草地

秋 草本 ヒメジソ シソ科 草地

夏 草本 ヒメムカシヨモギ キク科 草地

秋 草本 ヒヨドリバナ キク科 草地

夏 草本 ヒルガオ ヒルガオ科 草地

春 草本 フキ キク科 山際

春 樹木 フジ マメ科 高尾山全体

草本 ブタナ キク科 川久保池の堰堤

春 草本 フデリンドウ リンドウ科 植物見本園

夏 樹木 フユイチゴ バラ科 高尾山全体

シダ フユノハナワラビ ハナヤスリ科 植物見本園、北幹線園路沿い

夏 草本 ヘクソカズラ アカネ科 高尾山全体

秋 草本 ベニバナボロギク キク科 草地

春 草本 ヘビイチゴ バラ科 草地

夏 草本 ヘラオオバコ オオバコ科 草地

草本 ホウチャクソウ ユリ科 高尾山全体

植栽木 ボケ バラ科 花木園

樹木 ホソバイヌビワ クワ科 高尾山全体

夏 草本 ボタンヅル キンポウゲ科 中央幹線道路沿い

春 草本 ホトケノザ シソ科 草地

植栽木 ホルトノキ ホルトノキ科 記念植物園

竹 マダケ タケ亜科 高尾山全体

草本 マツバウンラン ゴマノハグサ科 花木園

草本 マツヨイグサ アカバナ科 路傍



高尾山の植物

No 季節 区分 植物の名前 科名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 観察出来る場所

夏 植栽木 マテバシイ ブナ科 疎林の広場

秋 草本 ママコノシリヌグイ タデ科 草地

春 草本 マメグンバイナズナ アブラナ科 草地

シダ マメヅタ ウラボシ科 高尾山全体

樹木 マルバアオダモ モクセイ科 南幹線園路沿い

樹木 マルバウツギ ユキノシタ科 高尾山全体

秋 樹木 マルバハギ マメ科 高尾山全体

春 草本 マンテマ ナデシコ科 北幹線園路沿い

樹木 マンリョウ ヤブコウジ科 高尾山全体

秋 草本 ミズヒキ タデ科 草地

秋 草本 ミゾソバ タデ科 草地

春 樹木 ミツバアケビ アケビ科 高尾山全体

草本 ミミナグサ ナデシコ科 草地

夏 草本 ミヤコグサ マメ科 川久保池の堰堤

春 植栽木 ムクノキ ニレ科 疎林の広場

植栽木 ムクロジ ムクロジ科 植物見本園

夏 草本 ムラサキカタバミ カタバミ科 草地

春 草本 ムラサキケマン ケシ科 草地

春 草本 ムラサキサキゴケ ゴマノハグサ科 草地

草本 ムラサキツメクサ マメ科 草地

草本 ムラサキニガナ キク科 野鳥の森

草本 メキシコマンネングサ ベンケイソウ科 中央幹線道路沿い

植栽木 メタセコイア スギ科 植物見本園

秋 草本 メドハギ マメ科 草地

秋 草本 メヒシバ イネ科 草地

夏 草本 メマツヨイグサ アカバナ科 路傍

植栽木 モクレン モクレン科 花木園



高尾山の植物

No 季節 区分 植物の名前 科名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 観察出来る場所

樹木 モチノキ モチノキ科 高尾山全体

春 草本 ヤエムグラ アカネ科 草地

夏 草本 ヤクシソウ キク科 草地

竹 ヤダケ タケ亜科 高尾山全体

樹木 ヤツデ ウコギ科 高尾山全体

秋 草本 ヤハズソウ マメ科 草地

夏 草本 ヤブガラシ ブドウ科 高尾山全体

樹木 ヤブコウジ ヤブコウジ科 高尾山全体

草本 ヤブジラミ セリ科 草地

草本 ヤブタビラコ キク科 草地

草本 ヤブチョロギ シソ科 花木園

春 樹木 ヤブツバキ ツバキ科 野鳥の森

夏 樹木 ヤブニッケイ クスノキ科 高尾山全体

秋 草本 ヤブマメ マメ科 山際

夏 草本 ヤブムラサキ クマツヅラ科 高尾山全体

秋 草本 ヤブラン ユリ科 高尾山全体

樹木 ヤマウルシ ウルシ科 高尾山全体

樹木 ヤマガキ カキノキ科 野鳥の森

春 樹木 ヤマコウバシ クスノキ科 南幹線園路沿い

春 樹木 ヤマザクラ バラ科 高尾山全体

草本 ヤマシロギク キク科 中央幹線道路沿い

樹木 ヤマツツジ ツツジ科 野鳥の森

夏 草本 ヤマノイモ ヤマノイモ科 高尾山全体

秋 樹木 ヤマハギ マメ科 高尾山全体

樹木 ヤマハゼ ウルシ科 高尾山全体

樹木 ヤマフジ マメ科 高尾山全体

春 植栽木 ヤマモモ ヤマモモ科 疎林の広場



高尾山の植物

No 季節 区分 植物の名前 科名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 観察出来る場所

植栽木 ユキヤナギ バラ科 植物見本園

春 樹木 ユズリハ ユズリハ科 高尾山全体

植栽木 ユリノキ モクレン科 花木園

夏 草本 ヨウシュヤマゴボウ ヤマゴボウ科 路傍

春 草本 ヨツバムグラ アカネ科 草地

秋 草本 ヨメナ キク科 草地

秋 草本 ヨモギ キク科 草地

樹木 リョウブ リョウブ科 中央幹線道路沿い

樹木 レンギョウ モクセイ科 花木園

春 草本 レンゲソウ マメ科 草地

植栽木 ロウバイ ロウバイ科 管理棟南

シダ ワラビ コバノイシカグマ科 野鳥の森

夏 草本 ワルナスビ ナス科 草地


