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2009/03/14 西京極樹木観察会 
 

・セイヨウイボタ（別名プリペット） 

科属 モクセイ科イボタノキ属 低木・樹高１～４ｍ 半常緑広

葉樹 

花：５月中旬～７月中旬 陽樹、乾燥に強い、痩せ地で育つ、刈

り込みに耐える 生垣・公園樹、庭園樹に使用されます。 

 

 

 

 

・アベリア 

科属 スイカズラ科ツクバネウツギ属 低木・樹高３～４ｍ  

花：６～１０月 陽樹、土壌選ばず 立ち枝の成長が面白い。 

生垣、公園樹に使用 

 

 

 

 

・サンゴジュ 

科属 スイカズラ科 ガマズミ属 常緑高木 花：６月 花が珊瑚

のようだとしてサンゴジュの名がある。水分が多いことから、防

火樹とされ、一般的に生垣として利用される。  

 

 

 

 

 

 

 

・イチイガシ 

科属 ブナ科コナラ属 常緑高木 京都市内には尐ない 

和名は「最良の樫」という意味、樫の中で一番の木という意

味です。 

イチイガシの特徴は、葉の裏にびっしりと茶色い毛があり、

ビロードのようになっています。樹皮は灰黒褐色で薄片となって剥げ落ち、荒れたように

なっている。奈良公園には多く見かけられる。鹿が好む。京都市内では上賀茂神社など尐

なく、全て植えられた木です。 

※カシ・・・常緑 

 ナラ・・・落葉 

 

・シイ 

 シイには、スダジイとコジイがある。シイの葉を太陽にかざすとキラキラ見える。裏が

茶色い。コジイの葉も実も小さい。スダジイは葉も実も大きい。実は食べられる。炒って

食べる。実は尖がった角がある。 

 ツブラジイ＝コジイ 

 スダジイ ＝イタジイ ←板のようになる  

 木に筋が入る 

 アラアラシイカシ⇒アラカシ 
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・アラカシ（粗樫） 

科属 ブナ目ブナ科コナラ属 常緑広葉樹・高木 花：４月～５

月 雌雄異花 果実（樫果）はドングリになる。葉は楕円形で硬

く、中央から先にあらい鋸歯がある。裏面は粉を吹いたように白

い。樹皮は黒っぽい灰色。ドングリの入っている台のような部分

を環状という。公園や学校にもよく植栽される。アラカシの葉は

うどん粉病にかかりやすい。大きな木になると樹皮の切り傷にカ

ブトムシなどの虫が集まる。最近は、植樹には荒々しい感じのア

ラカシから、優しい感じのシラカシが用いられる。 

 

・アキニレ 

科属 イラクサ目ニレ科ニレ属 落葉高木 花：９月 両性花 あまり自

生していない。競争相手があると育ちにくい。大気汚染に強いため街路樹

や公園、学校の校庭などによく植栽されている。葉長さ 5cm ほどの卵形で

鋸歯がある。翼果は 10 月-11 月に葉の黄葉と平行して色づき、風に乗って

落葉と同時期に散布されるが、落葉が終わっても一部が枝に残っているこ

とがある。 

 

〔ハルニレ〕ニレ科ニレ属 

 ハルニレは、北海道・本州・四国・九州に分布する落葉高木。北海道では街路樹に植栽

されるなど、普通に生育する樹木であるが、岡山県では県の中・北部に時折生育する程度

で尐ない。氾濫源や河川沿いなどの肥沃な立地に生育し、大きく育って直径 1ｍにも生長す

る。 

 

・カツラ 

科属 カツラ科カツラ属 落葉高木 葉は広卵形（♥ハ

ート型）で裏面が白い。雌雄異株（雄木と雌木がある） 

5 月ごろ、紅色の雄花、淡紅色の雌花をつけ、花びらは

ない。カツラ＝桂の落ち葉には独特の匂いがあり、それ

ゆえ、カツラは別名「コウノキ（香の木）」とも呼ばれ

ます。 

 高さは 30 メートル、直径は 2 メートルくらいまで育

つので、家具や建材、器具、土木、船舶、楽器や彫刻、

将棋盤や碁盤など、さまざまな用途にも使われています。  

木材そのものが耐久性にすぐれ、しかも独特の香りがするので、特に家具、建材としては

重宝され、鉛筆などにも用いられます。  

もちろん、公園の樹木や街路樹としても用いられ、渓流や山河に自生するカツラ＝桂とと

もに、日本の風景にはなくてはならない樹木と言えるかもしれません。  

そのせいでしょうか、北海道千歳市、網走市、岩手県盛岡市、京都府京都市、福岡県桂川

市など、「市町村の木」として指定する町や市も多くあります。 

 冬に枝についているものは、昨年の花の実と新芽。京都の葵祭では、フタバアオイと一

緒に使われる。 

 

 

 

 

          →桂の木は、横から多くの枝（ひこばえ）がでる。 
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・シラカシ 

科属 ブナ科コナラ属 常緑高木 花：５月 雌雄同株 葉

は涼しげ。 葉の幅などには変異も多く，アラカシと見間違

うこともあるが，アラカシは鋸歯（きょし）が２分の１から

先にあるのに対して，シラカシはほぼ全体に鋸歯がある。 

 和名は葉の白さではなく、材が白い事に由来する（幹は黒

い）。器具材に利用されてきたが、現在では公園樹や庭木とし

てよく利用されている。 

 

・ヒマラヤスギ（別名ヒマラヤシーダー〔スギの意味〕） 裸子

植物 

科属 マツ科ヒマラヤスギ属 ヒマラヤ原産常緑高木（ヒマラ

ヤ北西部からアフガニスタンの標高 1100～4000 メートルの高

地に生える） 花：１０月～１１月 明治初期に日本へ導入さ

れた。庭園木、街路樹などとして利用されている。樹形が円錐

形（えんすいけい）で美しいために、世界三大造園木の一つで

ある 

 

・ユリノキ（別名 ハンテンボク〔葉の形が半纏に似ることか

ら〕 チューリップツリー〔花がチューリップに似ることか

ら〕） 

科属 モクレン科ユリノキ属 落葉高木 花：５月～６月 

北米の中部原産。明治初期に渡来。成長が早く、街路樹・庭

木・公園樹・蜜源植物として利用される。京都では、京都大

学の農学部のシンボルとして植えられた。 

 冬の花芽は、コブシやモクレンのように毛が無くツルツルしている。２枚の葉で新芽を

守る。モクレン等は冬の寒さから守るために毛が生えている。 

 

・ケヤキ 

科属 ニレ科ケヤキ属 落葉高木 花：４月～５月 雌雄同株

で雌雄異花 葉の鋸歯は曲線的に葉先に向う特徴的な形で、ふ

っくらと規則的に左右対称に並んでいる。鋸葉の先端は尖る。

葉の大きさは不規則。都市公園や街路樹などにも広く植栽。 

・ケヤキの葉 ←鋸歯がふっくらと規則的に並んでいる。左右

対称 

・ムクノキの葉→左右対称 葉の大きさはそんなに変わらない 

・エノキの葉 →左右不対称 葉の大きさはそんなに変わらな

い 

 

 

・タイサンボク 

科属 モクレン科モクレン属 常緑高木 北米中南部

原産 花：５月～７月頃 葉は大きくて硬く、葉の表面

には光沢があり、裏面は毛は密生しており金色に見える。

タイサンボクの名前の由来は、大きな樹形が大山のよう

に見えるところからだといわれています。 

 雌しべが３０本くらい付いている。額と花弁は同じも

ので区別が付かない。 
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・クスノキ 

科属 クスノキ科ニッケイ属 常緑高木 花：５月～６月頃 ２回

落葉する 社寺林に栽培されるクスノキ科の常緑高木。大きく生長

し、神社などで神木として崇められている巨樹も多い。 

 

 

 

・メタセコイア（和名アケボノスギ） 

科属 スギ科メタセコイア属 裸子植物 花：２月～３月 雌雄

同株 葉は線のように細く、羽状に対に同じ所からでている。簡

単に挿し木できる。成長が早いので高さ２５～３０ｍ直径１．５

メートルになる。雷が落ちるとばらばらになる。種はマツボック

リに似る。その中に種がある。 

  

・ネグンドカエデ（別名：トネリコバノカエデ） 

科属 カエデ科カエデ属 原産地：北米東部 日本には 1882 

年頃渡来した，雌雄異株の落葉高木 花：４月頃 黄緑色 雌

雄異花 落葉樹であるが紅葉しない。公園木によく使われる。

葉が３枚に分かれている。斑が入っているのがある。葉はつる

っとしていて、鋸葉がある。ウリハダカエデ（ウリハラカエデ）

の質感に似ている。 

 

 

 

 

 

・カイズカイブキ 

科属 ヒノキ科ネズミサシ属 イブキの変種（スギの仲間） 

カイズカイブキは庭木や生け垣・道路の分離帯などによく植栽され

ている樹木。母種のイブキは本州・四国・九州の主に太平洋岸の海

岸岩場に生育する。幼樹の頃は針葉であるが、次第に鱗片状の葉を

付けるようになる。芝生に付く害虫と一緒で、ゴルフ場には適さな

い。 

 

 

・コナラ 

科属 ブナ目ブナ科コナラ属 落葉広葉樹 花：４月～５月 

葉が小さい。秋に葉が枯れた時点で葉の付け根に離層が形成されたいた

め葉が落ちずいつまでも茶色の樹冠をみせる。春に新葉ができるころに

枯れた葉の基部組織で離層が掲載され、落葉が起きる。冬に森を守る役

目をする。 

 材は木炭の原料や、椎茸の原木（ホダ木）に使用される。 

 

 

・オガタマノキ（別名オガタマ、トキワコブシ） 

科属 モクレン科 常緑樹高木 日本自生 日本神話において

は天照大神の天岩戸隠れにおいて天岩戸の前で舞った天鈿女命

（アメノウズメ）が手にしていたとされ、古くには榊などとと

もに神前に供える木として用いられた。 

一枚 
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 カラタネオガタマ（別名トウオガタマ） 中国原産 花：２月

～４月 

和名は神道思想の「招霊」（おぎたま）から転化したもの。山城

地域に多く自生し、神社に多い。花のにおいがよい（フルーツの

匂い）。日本では、オガタマノキよりカラタネオガタマの方がよく

目にする。 

 

・ヤマモモ 

科属 ヤマモモ目ヤマモモ科 常緑樹高木 花：３月～４月 和名の

由来は山に生えモモの様な果実をつけることから。海岸や低山の乾燥

した尾根など、痩せ地で森林を構成する重要樹種である。 根粒に窒

素固定を行う放線菌の一種フランキア (Frankia) を共生（瘤こぶ）

させており、比較的栄養の乏しい土壌でも生育できる。果実は甘酸っ

ぱく、生で食べる他、ジャムや果実酒に加工される。 

 

・アオキ 

科属 ミズキ科 常緑低木 花：３月～５月 和名の由来は、常

緑で枝も青いため。日本原産。北海道南部から沖縄までの森林に

自生する。また、日陰にもよく育ち、庭園や公園の植え込みに植

栽される。高さは２ｍほど。 葉は苦味健胃作用があり、有名な

陀羅尼助（だらにすけ）に配合されている。斑入りは、園芸種が

多い。 

 

・ドイツトウヒ 

科属 マツ科トウヒ属 ヨーロッパからシベリアにかけて広く分布

する常緑針葉樹 ドイツではクリスマツツリーとして利用されてい

る。葉量が多いので、この樹木の森林は暗い。雌雄同株 円柱形の

球果が下向きに付き、大きいものは長さ 15ｃｍになる。 

 

 

・スダジイ 

科属 ブナ科シイノキ属 雌雄同株の常緑広葉樹・高木 一般的に

「椎(シイ)の木」と言われているのは、このスダジイが多いようで

す。幹は黒褐色で、直立し、成長すると樹皮に縦の切れ目が入るこ

とが特徴である。葉は肉厚。 

 

 

・イロハモミジ（別名タカオカエデ） 

科属 カエデ科カエデ属 落葉高木 和名は、葉の裂片を「いろはに

ほへと……」と数えたことに由来する。重鋸小葉７枚が標準。５枚な

どもある。葉が比較的小さい。枝から葉がペアーで規則的に付き、そ

の付け根が、枝に成長する。 

 

 

・ニシキギ（コマユミの変種） 

科属 ニシキギ科ニシキギ属 落葉低木 紅葉が見事でモミジ・ス

ズランノキと共に世界三大紅葉樹に数えられる。紅葉が美しいとこ

ろから庭木や生垣、盆栽にされることが多い。名前の由来は紅葉を
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錦に例えたことによる。別名ヤハズニシキギ。 

 枝が平たい。ヒレの役割は虫除け。枝の強度を強くしている（構造的なもの）。樹皮の一

部で、規則的に付く。 

 

・マテバシイ 

科属 ブナ科マテバシイ属 常緑高木 日本固有種 学名の種小名

の edulis は英語の edible に相当するラテン語の形容詞で「食べ

られる」という意味である。 和名は葉がマテガイに似たシイノキで

あるという意味だが、植物分類上はマテバシイはマテバシイ属に属

し、シイノキが属するシイ属とは同じブナ科でも別属に分類される

ため、葉や幹などの外見は似ているものの系統上はシイノキの近縁

の別属である。果実 アク抜きを必要とせず、そのまま炒って食用

になる（ドングリクッキー）。 

 

・ウバメガシ 

科属 ブナ科コナラ属 本来は、海岸や沿岸地域の急傾斜地などに生育

する常緑の木本 備長炭とよばれる良質の木炭の原料として利用 刈

り込みに強く、乾燥にも強いために生け垣にもよく使われている 

 

・トチノキ 

科属 トチノキ科トチノキ属 落葉広葉樹・高木 花：初夏５月頃  一

枚の葉には、小葉が７枚付く（掌状複葉）また、葉は枝先に集まって付く。 

水気を好み、川沿いに多く自生している。  

近年は、ベニバナが多い。（ベニバナトチノキ・マロニエとアカバナトチ

ノキの交配・街路樹利用） 

 

・イチョウ（日本名 銀杏「ぎんなん」） 

科属 公孫樹（いちょう）科 裸子植物の一種。 中国原産の落葉

高木。雌雄異株（見分け方は厳密ではないが、枝が上ったものが雄

木、下に垂れ下がるように広がっているものが雌木といわれる）。 

花：４月～５月 古くは仏教僧が中国から持ち帰ったとされ、秋の

紅葉の美しさから街路樹として広く植樹される。 

冬芽の芋虫みたいな芽。葉になる。毎年同じところに付くのでほ

とんど大きくならない。枝（ヒコバエ）など若いとスーッと伸びる。 

 

・ユキヤナギ 

科属 バラ科 落葉低木 花；４月 雪が積もったように小白花

が咲き、葉形がヤナギに似ることにこの名がある。この花形を白

米が集まったようすに見立てて、コゴメバナ（小米花）ともいう。 

陽樹で樹勢も強く、成長も早い。庭園や公園に広く植栽され、生

花にも使われる。 

 

・モミジバフウ（別名アメリカフウ） 

科属 マンサク科フウ属 落葉高木 花：４月 雌雄同株（しゆ

うどうしゅ） 

まっすぐ伸びる樹形は美しく、街路樹や公園樹として利用される。 

種：蒴果（さくか）がたくさん集まった集合果（しゅうごうか）。

また、ニシキギほどではないが，枝にはコルク質の翼（よく）が
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発達している。 

 

・モチノキ 

科属 モチノキ科 常緑高木 雌雄異株 花：４月頃 樹皮を叩いてと

りもちを採ることからこの名がある。庭木として普通に栽培される（乾

燥に強く、刈込にも強い。果実が綺麗）。材は狂いが尐ないことから、

そろばん玉、数珠、版木などにもといられる。 

 

・キンモクセイ （ギンモクセイの変種） 

科属 モクセイ科モクセイ属 常緑小高木 中国原産 雌雄異

株（しゆういしゅ） 花：９月～１０月 低い位置から枝分か

れして丸い樹形になる。葉は硬い質感で、小さいが鋭い鋸歯が

あり、葉脈がくぼんででこぼこしている。花は橙色で芳香剤の

ような香がある。刈り込みに強く、庭木や生垣に使用される。 

 

・ギンモクセイ 

科属 モクセイ科モクセイ属 常緑小高木 中国原産 雌雄異

株 花：９月～１０月 歯はキンモクセイに似ているが、幅が

広く厚みがある。漢名銀桂。旧暦８月を桂月といい１０月上旬

の白い花の意とのこと。庭木や公園などに植えられることが多

い。 

 

・アカマツ 

科属 マツ科マツ属 常緑針葉樹 日本産の松で、広い範囲に

分布する。樹皮が赤いのでこの名が付いている。クロマツと非

常によく似ているが、葉はやや細く柔らかく、手で触れてもク

ロマツほど痛くない。そのためクロマツが「雄松」と呼ばれる

ことに対比して、「雌松」と呼ばれることがある。 

 

・クチナシ 

科属 アカネ科クチナシ属 常緑低木 花：６月～７月 葉

は対生で、艶がある。花は６弁で、強い芳香がある。当初白

色だが、徐々に黄色に変化していく。１０月～１１月頃に赤

黄色の果実を付ける。果実の先端に萼片のなごりが 6 本、針

状についていることが特徴である。この果実は熟しても割れ

ないため、「口無し」という和名の由来となっている説もある。

品種改良によりバラのような品種も作り出され、園芸用や公園などに使用される。 
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・ジンチョウゲ（チンチョウゲとも呼ばれる） 

科属 ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属 常緑低木 中国原

産 雌雄異株 花：２月末～３月 つぼみは濃紅色であるが、

開いた花の内側は淡紅色でおしべは黄色、強い芳香を放つ。

枝の先に 20 ほどの小さな花が手毬状に固まってつく。沈丁

花という名前は、香木の沈香のようなよい匂いがあり、丁子

のような花を付ける木という意味で付けられた。 

 

・シダレザクラ 

科属 バラ科サクラ属 エドヒガンザクラの変種 落葉高

木 花：４月 枝垂桜の特徴は、枝が長くその名の通りに枝

がしだれている。枝垂桜には、ヤエベニシダレやベニシダレ

などいろいろな品種がある。 

 

・クマザサ（隈笹） 

科属 イネ科ササ属 高さが 1-2m になる大型のササで、葉

は長さが 20cm を越え、幅は 4-5cm。 葉に隈取りがあるの

が名前の由来。この隈取りであるが、若葉には無く、葉が越

冬するときに縁が枯れて隈取りになる。葉の隈取りを愛でて

庭や公園に使用される。 

 

・ツバキ（和名 ヤブツバキ） 

科属 ツバキ科ツバキ属 常緑小高木 花：冬から春にかけて 

照葉樹林の代表的な種 冬の花の尐ない時期に咲く花として、古

来より改良されてきた ツバキの種子は油を太陽に含んでおり、

椿油が採取される（用途：灯明・薬・化粧など）。 

 

・ヤマザクラ 

科属 バラ科サクラ属 落葉高木 花：３月～４月頃 ヤマザク

ラは同一地域の個体群内でも個体変異が多く、開花時期、花つき、

葉と花の開く時期、花の色の濃淡と新芽の色、樹の形など様々な

変異がある。サクラの仲間では寿命が長く大木になる。 

 

・ナンテン 

科属 メギ科ナンテン属 常緑低木 中国原産 花：初夏 音が「難

を転ずる」に通ずることから縁起の良い木とされる。葉は赤飯など
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の飾りに、実は南天実（なんてんじつ）という生薬で咳止めの薬として用いられる。庭木

として植えられることが多い。 

 

・シャリンバイ 

科属 バラ科シャリンバイ属 常緑低木 花：５月頃 和名

は枝が車輪の車軸状に一カ所から放射状に多数枝分かれする

との意味。葉は楕円形で厚く、深緑色でつやがある。縁には

浅い鋸歯が出ることもある。多くの場合、枝先に葉が集中す

る傾向がある。乾燥や大気汚染に強いことから道路脇の分離

帯などに植栽されたり、艶のある常緑葉が美しく、良く刈り込みに耐えるため庭木として

植栽されたりする。 

 

・サザンカ 

科属 サザンカ科サザンカ属 常緑広葉樹 花：秋の終わり

から冬に掛けて 野生の個体の花の色は部分的に淡い桃色を

交えた白であるのに対し、植栽される園芸品種の花の色は赤

から白まで様々である。漢字表記の山茶花は中国語でツバキ

類一般を指す山茶に由来し、サザンカの名は山茶花の本来の

読みである「サンサカ」が訛ったものといわれる。 

 

・ゲッケイジュ 

科属 クスノキ科ゲッケイジュ属 常緑高木 雌雄異株 

地中海沿岸原産 花：４月～５月 葉に芳香がある。ギリ

シア神話のアポロンとダフネの物語に由来し、ギリシアや

ローマ時代から神聖視された樹木の一つ。古代ギリシアで

は葉のついた若枝を編んで「月桂冠」とし、勝利と栄光の

シンボルとして勝者や優秀な者達、そして大詩人の頭に被

せた。庭木、公園樹としての利用のほか、葉は料理に、葉や果は薬用として利用される（葉

は月桂葉，ローレル葉と呼ばれ，香辛料として用いられる）。 

 


