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植物名 ページ 

アカツメクサ 32 

アキノノゲシ 39 

アキメヒシバ 37 

アサザ 36 

アズマネザサ 6 

アゼナルコ 8 

アメリカイヌホウズキ 31 

アメリカセンダングサ 40 

アメリカタカサブロウ 40 

アメリカネナシカズラ 44 

アメリカフロウ 17 

アレチギシギシ 28 

アレチマツヨイグサ 19 

イシミカワ 28 

イヌキクイモ 40 

イヌタデ 28 

イヌトウバナ 43 

イヌホウズキ 43 

イヌムギ 20 

ウシハコベ 14 

ウラジロチチコグサ 25 

エノコログサ 20 

エビヅル 32 

オオアレチノギク 25 

オオイヌノフグリ 7 

オオジシバリ 8 

オオニシキソウ 30 

オオバコ 7 

オオブタクサ 25 

オオマツヨイグサ 19 

アレチウリ 23 

イボクサ 30 

植物名 ページ 

オトコヨモギ 40 

オニウシノケグサ 20 

オニノゲシ 8 

オヘビイチゴ 15 

オランダガラシ 5 

オランダミミナグサ 14 

ガガイモ 24 

カタバミ 9 

ガマ 24 

カモガヤ 21 

カモジグサ 21 

カヤツリグサ 39 

カラスノエンドウ 16 

カラスムギ 21 

カラムシ 22 

カントウタンポポ 9 

キショウブ 20 

キツネノマゴ 42 

ギボウシ 35 

キュウリグサ 17 

キンエノコロ 37 

キンミズヒキ 31 

クサネム 33 

クズ 33 

クワクサ 44 

コウゾリナ 26 

コゴメイ 6 

コセンダングサ 41 

コニシキソウ 30 

コハコベ 14 

オニタビラコ 26 

オニドコロ 35 
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コブナグサ 38 

コメツブツメクサ 16 

シマスズメノヒエ 21 

ジャノヒゲ 35 

シャガ 6 

シロツメクサ 16 

シロノセンダングサ 41 

シロバナタンポポ 9 

スイバ 29 

スギナ 14 

ススキ 38 

スズメウリ 23 

スズメノエンドウ 16 

スズメノカタビラ 7 

セイタカアワダチソウ 41 

セイヨウタンポポ 8 

セキショウ 13 

セリ 27 

タケニグサ 27 

タチイヌノフグリ 11 

タチツボスミレ 13 

チガヤ 7 

チカラシバ 37 

チヂミザサ 37 

ツボミオオバコ 23 

ツユクサ 30 

ツルマメ 33 

トウダイグサ 13 

トキワハゼ 12 

ドクダミ 29 

ナガバギシギシ 29 

植物名 ページ 

ナズナ 5 

ヌカキビ 22 

ネコハギ 33 

ネジバナ 18 

ネズミムギ 22 

ノアザミ 10 

ノコンギク 41 

ノビル 17 

ノボロギク 10 

ノミノツヅリ 15 

ハコベ 15 

ハハコグサ 10 

ハルジオン 10 

ハルノノゲシ 11 

ヒガンバナ 44 

ヒナタイノコヅチ 31 

ヒメオドリコソウ 12 

ヒメクグ 24 

ヒメジョオン 26 

ヒメムカシヨモギ 26 

ヒメモロコシ 38 

フキ 11 

フジバカマ 42 

ヘクソカズラ 19 

ヘビイチゴ 15 

ヘラオオバコ 23 

ホタルブクロ 25 

ボタンヅル 27 

ホトケノザ 12 

マツバウンラン 11 

ニワゼキショウ 6 

ヒルガオ 32 
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マメアサガオ 44 

マルバアメリカアサガオ 45 

ミコシガヤ 8 

ミクリ 34 

ミゾコウジュ 13 

ミゾソバ 43 

ミソハギ 34 

ミチタネツケバナ 5 

ムラサキカタバミ 24 

ムラサキサギゴケ 12 

メドハギ 45 

メハジキ 27 

メヒシバ 22 

メリケンカルカヤ 38 

ヤエムグラ 5 

ヤナギタデ 29 

ヤハズソウ 34 

ヤブガラシ 32 

ヤブカンゾウ 35 

ヤブジラミ 28 

ヤブツルアズキ 34 

ヤブマオ 39 

ヤブマメ 45 

ヤブミョウガ 31 

ヤブラン 36 

ユウガギク 42 

ユウゲショウ 19 

ユキノシタ 17 

ヨシ 39 

ヨモギ 42 

ワレモコウ 43 
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開花期グラフ 

植物名（和名） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

スズメノカタビラ                         

オオイヌノフグリ                        

コハコベ                         

カントウタンポポ                        

セイヨウタンポポ                         

フキ                         

セキショウ                         

タチツボスミレ                         

スギナ                         

キュウリグサ                        

シロバナタンポポ                         

ホトケノザ                         

トウダイグサ                         

カラスノエンドウ                         

ノミノツヅリ                        

ナズナ                        

ハコベ                        

ハルノノゲシ                         

アズマネザサ                         

オオジシバリ                         

ヒメオドリコソウ                        

オランダミミナグサ                         

シャガ                         

ハハコグサ                         

オランダガラシ                         

ミチタネツケバナ                         

チガヤ                         

タチイヌノフグリ                         
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開花期グラフ 

植物名（和名） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

マツバウンラン                         

ムラサキサギゴケ                         

ヘビイチゴ                         

スズメノエンドウ                         

カタバミ                         

オオバコ                         

ネジバナ                         

トキワハゼ                         

ウシハコベ                         

オニタビラコ                         

オニノゲシ                         

ヤエムグラ                         

キショウブ                         

ニワゼキショウ                         

コゴメイ                         

アゼナルコ                         

ノアザミ                         

オヘビイチゴ                         

ミコシガヤ                         

ミゾコウジュ                         

ノビル                         

アメリカフロウ                         

ユキノシタ                         

ハルジオン                         

ヤブジラミ                         

ムラサキカタバミ                         

カモジグサ                         

ヒルガオ                         
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開花期グラフ 

植物名（和名） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

オオマツヨイグサ                         

ツボミオオバコ                         

スイバ                         

ミクリ                         

アカツメクサ                         

アレチマツヨイグサ                         

ウラジロチチコグサ                         

コメツブツメクサ                         

ユウゲショウ                         

コウゾリナ                         

シロツメクサ                         

イヌムギ                         

カラスムギ                         

ヘラオオバコ                         

ホタルブクロ                         

ドクダミ                         

ヤブガラシ                         

ガマ                         

オニウシノケグサ                         

ナガバギシギシ                         

アサザ                         

エノコログサ                         

ツユクサ                         

コニシキソウ                         

ギボウシ                         

シマスズメノヒエ                         

ヒメジョオン                         
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開花期グラフ 

植物名（和名） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

イヌタデ                         

アレチギシギシ                         

オオニシキソウ                         

メハジキ                         

セリ                         

カモガヤ                         

ネズミムギ                         

ミソハギ                         

オニドコロ                         

ジャノヒゲ                         

ヤブカンゾウ                         

タケニグサ                         

ガガイモ                         

クズ                         

カラムシ                         

ヤブミョウガ                         

アメリカイヌホウズキ                         

マメアサガオ                         

マルバアメリカアサガオ                         

クサネム                         

キンミズヒキ                         

ヌカキビ                         

ヒメクグ                         

オオアレチノギク                         

ヒメムカシヨモギ                         

イシミカワ                         

ヤナギタデ                         
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開花期グラフ 

植物名（和名） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

ユウガギク                         

ヤブラン                         

アメリカネナシカズラ                         

ミゾソバ                         

メヒシバ                         

アレチウリ                         

ヒナタイノコヅチ                         

ツルマメ                         

ボタンヅル                         

ヘクソカズラ                         

スズメウリ                         

オオブタクサ                         

アキメヒシバ                         

フジバカマ                         

イボクサ                         

ヤハズソウ                         

ヤブツルアズキ                         

ネコハギ                         

キンエノコロ                         

チヂミザサ                         

ヒメモロコシ                         

ヨシ                         

ヤブマオ                         

カヤツリグサ                         

キツネノマゴ                         

イヌトウバナ                         

イヌホウズキ                         
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開花期グラフ 
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植物名（和名） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

ワレモコウ                         

チカラシバ                         

アキノノゲシ                         

ノコンギク                         

ヒガンバナ                         

ヤブマメ                         

オトコヨモギ                         

コブナグサ                         

メリケンカルカヤ                         

アメリカセンダングサ                         

コセンダングサ                         

シロノセンダングサ                         

ヨモギ                         

セイタカアワダチソウ                         

ノボロギク                         

ススキ                         

アメリカタカサブロウ                         

イヌキクイモ                         

クワクサ                         

メドハギ                         

アドバンテストビオトープ 
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