
科 種 漢字表示 開花時期 備考
アオイ科 タチアオイ 立葵 ６月 中国原産
アオイ科 ムクゲ 槿 ８月 【植栽】
アオイ科 モミジアオイ 紅葉葵 ８月 北アメリカ東南部原産
アカネ科 クチナシ 梔子 ６月 【植栽】
アカネ科 ヘクソカズラ 屁糞葛 ７月
アカバナ科 コマツヨイグサ 小待宵草 ５月 北アメリカ原産
アカバナ科 ヒレタゴボウ 鰭田牛蒡 １０月 北アメリカ原産
アカバナ科 メマツヨイグサ 雌待宵草 ７月 北アメリカ原産
アカバナ科 モモイロヒルザキツキミソウ 桃色昼咲き月見草 ５月 北アメリカ原産
アカバナ科 ユウゲショウ 夕化粧 ５月 北アメリカ、南アメリカ原産
アサ科 カナムグラ 鉄葎 １０月
アブラナ科 イヌガラシ 犬芥子 ８月
アブラナ科 ショカツサイ 諸葛菜 ４月 中国原産
アブラナ科 セイヨウアブラナ 西洋油菜 ４月 北ヨーロッパ原産
アブラナ科 セイヨウカラシナ 西洋芥子菜 ４月 西アジア原産
アブラナ科 タネツケバナ 種漬花 ３月
アブラナ科 ナズナ 薺 ３月 東ヨーロッパ、西アジア原産
アヤメ科 キショウブ 黄菖蒲 ５月 ヨーロッパ、西アジア原産
アヤメ科 ニワゼキショウ 庭石菖 ５月 北アメリカ原産
アヤメ科 ハナショウブ 花菖蒲 ５月
アヤメ科 ヒメヒオウギズイセン 姫檜扇水仙 ７月 ヨーロッパ原産
イネ科 アシ 葦 １１月
イネ科 イヌムギ 犬麦 ５月 南アメリカ原産
イネ科 オギ 荻 １１月
イネ科 カゼクサ 風草 ９月
イネ科 カモジグサ 髢草 ５月
イネ科 カラスムギ 烏麦 ５月 ヨーロッパ原産
イネ科 シマスズメノヒエ 島雀稗 ８月
イネ科 ススキ 薄荷 １１月
イネ科 スズメノカタビラ 雀の帷子 ５月 ヨーロッパ原産
イネ科 セイバンモロコシ 西蕃蜀黍 ８月 地中海地域のヨーロッパ中東原産
イネ科 チガヤ 茅萱 ４月
イネ科 チカラシバ 力芝 １０月
イネ科 ネズミムギ 鼠麦 ５月
イネ科 ホソムギ 細麦 ５月
ウリ科 アレチウリ 荒地瓜 １０月 北アメリカ原産
ウリ科 カラスウリ 烏瓜 ８月
ウルシ科 ヌルデ 白膠木 ９月
ウルシ科 ハゼノキ 櫨木 ６月 東南アジア原産
エゴニキ科 エゴノキ 斉墩果 ５月 【植栽】
オオバコ科 ヘラオオバコ 篦大葉子 ５月 ヨーロッパ原産
オシロイバナ科 オシロイバナ 白粉花 ７月 南アメリカ原産
カエデ科 イロハモミジ 以呂波紅葉 ４月 【植栽】
カエデ科 トウカエデ 唐楓 ４月 中国原産
ガガイモ科 ガガイモ 鏡芋 ８月
カキノキ科 カキノキ 柿木 ５月
カタバミ科 イモカタバミ 芋方喰 ４月 南アメリカ原産
カタバミ科 カタバミ 方喰 ７月
カバノキ科 イヌシデ 犬四手 ４月 【植栽】
ガマ科 ヒメガマ 姫蒲 ７月
カヤツリグサ科 サンカクイ 三角藺 ７月
カヤツリグサ科 ハマスゲ 浜菅 ８月
キク科 アイノコセンダングサ 合の小栴檀草 １０月 北アメリカ、南アメリカ原産
キク科 アキノノゲシ 秋野芥子 １０月 東南アジア原産
キク科 アメリカオニアザミ 亜米利加鬼薊 ７月 ヨーロッパ原産
キク科 オオアレチノギク 大荒地野菊 ８月 南アメリカ原産
キク科 オオブタクサ 大豚草 ９月 北アメリカ原産
キク科 オオヨモギ 大蓬 １０月
キク科 オニノゲシ 鬼野芥子 ４月 地中海沿岸原産
キク科 キクイモ 菊芋 １０月 北アメリカ原産
キク科 キクイモモドキ 菊芋擬き ８月 北アメリカ原産
キク科 コセンダングサ 小栴檀草 １０月 北アメリカ原産
キク科 セイタカアワダチソウ 背高泡立草 １０月 北アメリカ原産



キク科 タンポポ 蒲公英 ３月
キク科 チチコグサモドキ 父子草擬 ８月 熱帯アメリカ原産
キク科 ノゲシ 野芥子 ４月 ヨーロッパ原産
キク科 ハルジオン 春紫苑 ４月 北アメリカ原産
キク科 ブタナ 豚菜 ６月 ヨーロッパ原産
キジカクシ科 ムスカリ Muscari ４月 地中海沿岸原産
キンポウゲ科 センニンソウ 仙人草 ８月
クマツヅラ科 コムラサキ 小紫 ７月
クマツヅラ科 ヤナギハナガサ 柳花笠 ６月 南アメリカ原産
クルミ科 オニグルミ 鬼胡桃 ５月
クルミ科 シナサワグルミ 支那沢胡桃 ４月 【植栽】
クワ科 ヒメコウゾ 姫楮 ５月
クワ科 ヤマグワ 山桑 ４月

ケシ科 クサノオウ 瘡王 ４月

ケシ科 ナガミヒナゲシ 長実雛芥子 ４月 地中海沿岸原産
ケシ科 ヒナゲシ 雛芥子 ５月 ヨーロッパ原産
ケシ科 ムラサキケマン 紫華鬘 ４月
ゴマノハグサ科 オオイヌノフグリ 大犬陰嚢 ３月 ユーラシア、アフリカ原産
シソ科 アキギリ 秋桐 ８月
シソ科 ジャコウソウ 麝香草 ７月
シソ科 セイヨウハッカ 西洋薄荷 ８月 ヨーロッパ原産
シソ科 ハッカ 薄荷 ９月
シソ科 ヒメオドリコソウ 姫踊り子草 ３月 ヨーロッパ原産
シソ科 ホトケノザ 仏座 ３月
スイカズラ科 オオデマリ 大手毬 ４月
スイカズラ科 スイカズラ 吸葛 ５月
スイカズラ科 ハナゾノツクバネウツギ 花園衝羽根空木 １０月 【植栽】
タデ科 イタドリ 痛取 ９月
タデ科 オオイヌタデ 大犬蓼 ９月
タデ科 ギシギシ 羊蹄 ８月
タデ科 シャクチリソバ 赤地利蕎麦 １０月 ヒマラヤ・中国南西部原産
タデ科 スイバ 酸葉 ７月
タデ科 ハルタデ 春蓼 １０月
タデ科 ミゾソバ 溝蕎麦 １０月
ツバキ科 ヤブツバキ 藪椿 ３月 【植栽】
ツユクサ科 ツユクサ 露草 ８月
ツユクサ科 トキワツユクサ 常磐露草 ６月 南アメリカ原産
ツユクサ科 ムラサキツユクサ 紫露草 ５月 北アメリカ原産
トウダイグサ科 アカメガシワ 赤芽柏 ６月
ドクダミ科 ドクダミ 蕺草 ５月
ナス科 クコ 枸杞 １０月 中国原産
ナス科 ワルビナス 悪茄子 ６月 北アメリカ原産
ナデシコ科 ウシハコベ 牛繁縷 １０月
ナデシコ科 オランダミミナグサ 阿蘭陀耳菜草 ３月 ヨーロッパ原産
ナデシコ科 コハコベ 小繁縷 ４月
ニシキギ科 マユミ 真弓 ５月
ネギ科 ハタケニラ 畑韮 ６月 北アメリカ原産
ノウゼンカズラ科 ノウゼンカズラ 凌霄花 ６月 中国原産【植栽】
バラ科 カジイチゴ 梶苺 ４月
バラ科 コゴメウツギ 小米空木 ５月 【植栽】
バラ科 スモモ 李 ３月 中国原産【植栽】
バラ科 ツルキジムシロ 蔓雉筵 ４月
バラ科 ナナカマド 七竃 ４月 【植栽】
バラ科 ノイバラ 野茨 ５月
バラ科 ミツモトソウ 水元草 ８月 【植栽】
バラ科 ヤマブキ 山吹 ４月 【植栽】
バラ科 ユキヤナギ 雪柳 ４月
ヒガンバナ科 オオマツユキソウ 大待雪草 ４月
ヒガンバナ科 キズイセン 黄水仙 ４月 南ヨーロッパ原産
ヒガンバナ科 スイセン 水仙 １２月 地中海沿岸、中国南部原産
ヒガンバナ科 タマスダレ 玉簾 ８月
ヒガンバナ科 ナツズイセン 夏水仙 ７月 中国原産
ヒガンバナ科 フサザキスイセン 房咲き水仙 ３月 地中海沿岸原産



ヒルガオ科 コヒルガオ 小昼顔 ６月
ヒルガオ科 ヒルガオ 昼顔 ７月
ヒルガオ科 マメアサガオ 豆朝顔 １０月 北アメリカ原産
ヒルガオ科 マルバアメリカアサガオ 丸葉亜米利加朝顔 １０月 北アメリカ原産
フウロソウ科 アメリカフウロ 亜米利加風露 ４月 北アメリカ原産
ブドウ科 ノブドウ 野葡萄 ７月
ブドウ科 ヤブガラシ 藪枯 ７月
フトモモ科 ギンバイカ 銀梅花 ６月 地中海沿岸地方原産
ブナ科 カシワ 柏 ４月 【植栽】
ブナ科 コナラ 小楢 ４月 【植栽】
マメ科 カラスノエンドウ 烏野豌豆 ４月
マメ科 クズ 葛 ８月
マメ科 コメツブツメクサ 米粒詰草 ５月 ヨーロッパ、西アジア原産
マメ科 シロツメクサ 白詰草 ４月 ヨーロッパ原産
マメ科 スズメノエンドウ 雀野豌豆 ４月
マメ科 ツルマメ 蔓豆 ９月
マメ科 ネムノキ 合歓木 ６月
マメ科 ムラサキツメクサ 紫詰草 ４月 ヨーロッパ、西アジア原産
ミズキ科 ミズキ 水木 ５月 【植栽】
ミズキ科 ヤマボウシ 山法師 ５月 【植栽】
ミソハギ科 シマサルスベリ 島百日紅 ８月 【植栽】
ムクロジ科 フウセンカズラ 風船葛 ８月
ムラサキ科 キュウリグサ 胡瓜草 ４月
モクセイ科 イボタノキ 水蝋樹 ５月 【植栽】
モクセイ科 キンモクセイ 金木犀 ９月 【植栽】中国南部原産
モクセイ科 トウネズミモチ 唐鼠黐 ７月 中国原産
モクセイ科 ネズミモチ 鼠黐 ５月
モクレン科 コブシ 辛夷 ３月 【植栽】
モクレン科 ハクモクレン 白木蓮 ３月 【植栽】中国原産園芸種
ヤシ科 シュロ 棕櫚 ５月
ヤナギ科 ネコヤナギ 猫柳 ２月
ユキノシタ科 ウツギ 空木 ５月
ユキノシタ科 ガクアジサイ 額紫陽花 ６月 【植栽】
ユキノシタ科 ミナヅキ 水無月 ８月 【植栽】
ユリ科 タイリンオオアマナ 大輪大甘菜 ４月 地中海沿岸原産
ユリ科 ニラ 韮 ８月
ユリ科 ハナニラ 花韮 ４月 アルゼンチン原産
ユリズイセン科 ユリズイセン 百合水仙 ８月 南アメリカ原産
ラン科 ネジバナ 捩花 ６月
リンドウ科 ツルリンドウ 蔓竜胆 １０月


