
埼玉森林インストラクター会現地研修会報告 2018年度 第二回 

期 日：2018 年６月２６ 日（火）

場 所：小石川植物園 

講 師：黛  治男  

参加者：16名 

天 候：晴れ 

報告者：河野 満  

 梅雨とは思えない晴天の下、16名の参加を得て研修会は開催されました。 

小石川植物園は約 140年の歴史がある日本で最初の植物園で、それ以前徳川幕府の薬

草園等としても、それ以上の歴史があるそうです。 

精子発見のイチョウ、ソテツ、旧小石川療養所の井戸、メンデルのぶどう、ニュート

ンのりんごは有名ですが、青木昆陽が甘藷を試験栽培したのもこの地だったと知りまし

た。まさに見所満載です。 

入口で早速複葉のアワブキが姿を見せますが、表示板のお陰で留まる時間が少なくて

済みます。葉は全く別物ですが、アワブキ特有の赤い果実を見て納得できました。気温

が高いので日陰を選んで歩きますが、それでも暑い！途中ヤブ蚊の攻撃にも会い、半袖

組はささやかな献血を強要されましたが、虫除けスプレーをかけて頂いてからは観察に

集中出来ました。ありがとうございます。 

表示板のお陰で沢山の植物を見れましたが、帰宅して見ると記録漏れがボロボロ。 

それでも短時間で 100種類を超える植物を観察し楽しい時を過ごせました。ご一緒され

た皆様、講師の黛様、企画担当の芳野様有難うございました。 

 

入 口       キバナノミソハギ      ラクウショウ 



 

        精子発見のソテツ               フシノハアワブキ  

               

 
         甘藷試験栽培の地           精子発見のイチョウ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ヤマグルマ             ヒサカキサザンカ 

 

 

  

 



番号 和名 科 属 

1 フシノハアワブキ アワブキ科 アワブキ属 

2 ケンポナシ クロウメモドキ科 ケンポナシ属 

3 シナユリノキ モクレン科 ユリノキ族 

4 ソテツ ソテツ科 ソテツ属 

5 ネジバナ ラン科 ネジバナ属 

6 ニワゼキショウ アヤメ科 ニワゼキショウ属 

7 オオニワゼキショウ アヤメ科 ニワゼキショウ属 

8 シュロ ヤシ科 シュロ属 

9 トウジュロ ヤシ科 シュロ属 

10 チャボトウジュロ ヤシ科 シュロ属 

11 ヒマラヤスギ マツ科 ヒマラヤスギ属 

12 アトラスシーダー マツ科 ヒマラヤスギ属 

13 ヤマナシ バラ科 ナシ属 

14 ブドウ ブドウ科 ブドウ属 

15 リンゴ バラ科 リンゴ属 

16 ソメイヨシノ バラ科 サクラ属 

17 テンダイウヤク クスノキ科 クロモジ属 

18 アマチャ アジサイ科 アジサイ属 

19 カニクサ カニシダ科 カニクサ属 

20 ニッケイ クスノキ科 クスノキ属 

21 ゴマギ レンプクソウ科 ガマズミ族 

22 アメリカアサガラ エゴノキ科 ヘイルジア属 

23 カマクラヒバ ヒノキ科 ヒノキ属 

24 青木昆陽、  甘藷試験栽培の碑   

25 ヤブミョウガ ツユクサ科 ヤブミョウガ属 

26 旧小石川養生所の井戸     

27 精子発見のイチョウ     

28 ナツボダイジュ アオイ科 シナノキ属 

29 ヘラノキ アオイ科 シナノキ属 

30 ボダイジュ アオイ科 シナノキ属 

31 シナノキ アオイ科 シナノキ属 

32 ウルムス グラブラ ニレ科  

33 オガタマノキ モクレン科 オガタマノキ属 

34 ミツバ セリ科 ミツバ属 

35 フクロミモクゲンジ ムクロジ科 モクゲンジ属 

36 スズカケノキ スズカケノキ科 スズカケノキ属 

37 モミジバスズカケノキ スズカケノキ科 スズカケノキ属 

38 アメリカスズカケノキ スズカケノキ科 スズカケノキ属 



39 タラヨウ モチノキ科 モチノキ属 

40 ヤマグルマ ヤマグルマ科 ヤマグルマ属 

41 カゴノキ クスノキ科 ハマビワ属 

42 ナナミノキ モチノキ科 モチノキ属 

43 アカガシ ブナ科 コナラ属 

44 モッコク モッコク科 モッコク属 

45 コバンモチ ホルトノキ科 ホルトノキ属 

46 ヤマモモ ヤマモモ科 ヤマモモ属 

47 バリバリノキ クスノキ科 ハマビワ属 

48 ホソバシャリンバイ バラ科 シャリンバイ属 

49 サネブトナツメ クロウメモドキ科 ナツメ属 

50 ウバメガシ ブナ科 コナラ属 

51 モクレイシ ニシキギ科 モクレイシ属 

52 ツクバネガシ ブナ科 コナラ属 

53 シマサルスベリ ミソハギ科 サルスベリ属 

54 カリン バラ科 カリン属 

55 コノテガシワ ヒノキ科 コノテガシワ属 

56 ヒメバラモミ マツ科 トウヒ属 

57 シロマツ マツ科 マツ属 

58 マルバチシャノキ ムラサキ科 チシャノキ属 

59 ハリモミ マツ科 トウヒ属 

60 ユサン マツ科 アブラスギ属 

61 コウヨウザン ヒノキ科 コウヨウザン属 

62 セコイアメスギ ヒノキ科 イチイモドキ属 

63 カナダツガ マツ科 ツガ属 

64 モミ マツ科 モミ属 

65 イチイ イチイ科 イチイ属 

66 ドイツトウヒ マツ科 トウヒ属 

67 クロマツ マツ科 マツ属 

68 ニホンミツバチ   

69 ミズバショウ サトイモ科 ミズバショウ属 

70 ザゼンソウ サトイモ科 ザゼンソウ属 

71 フトイ カヤツリグサ科 フトイ属 

72 ヘラオモダカ オモダカ科 サジオモダカ属 

73 ハゼノキ ウルシ科 ウルシ属 

74 キバナノミソハギ ミソハギ科 キバナノミソハギ属 

75 イスノキ マンサク科 イスノキ属 

76 ハナキササゲ ノウゼンカズラ科 キササゲ属 



77 キカラスウリ ウリ科 カラスウリ属 

78 ツルドクダミ タデ科 ソバカズラ属 

79 ミズカンナ クズウコン科 ミズカンナ属 

80 コシアキトンボ   

81 ハナノキ ムクロジ科 カエデ属 

82 イイギリ ヤナギ科 イイギリ属 

83 ウダイカンバ カバノキ科 カバノキ科 

84 ハグロソウ キツネノマゴ科 ハグロソウ属 

85 メグスリノキ ムクロジ科 カエデ属 

86 ムクノキ アサ科 ムクノキ属 

87 ヤマアイ トウダイグサ科 ヤマアイ属 

88 トチュウ トチュウ科 トチュウ属 

89 ラクウショウ ヒノキ科 ラクウショウ属 

90 ユーカリノキ フトモモ科 ユーカリノキ属 

91 ヒトツバタゴ モクセイ科 ヒトツバタゴ属 

92 タニウツギ スイカズラ科 タニウツギ属 

93 ヒトツバハギ コミカンソウ科 ヒトツバハギ属 

94 イヌザクラ  バラ科 ウワミズザクラ属 

95 イヌブナ ブナ科 ブナ属 

96 ハゼノキ ウルシ科 ウルシ属 

97 アイグロマツ マツ科 マツ科 

98 タイミンチク イネ科 メダケ属 

99 メタセコイア ヒノキ科 メタセコイア属 

100 コブシ モクレン科 モクレン属 

101 ユリノキ モクレン科 ユリノキ族 

102 イヌビワ クワ科 イチジク属 

103 ハンノキ  カバノキ科 ハンノキ属 

104 ナラガシワ ブナ科 コナラ属 

105 カシワ ブナ科 コナラ属 

106 アカガシ ブナ科 コナラ属 

107 タブノキ クスノキ科 タブノキ属 

108 オオハンゲ サトイモ科 ハンゲ属 

109 クロキ ハイノキ科 ハイノキ属 

110 チャンチンモドキ ウルシ科 チャンチンモドキ科 

111 ヒサカキサザンカ ツバキ科 ヒサカキサザンカ属 

112 ヒゼンマユミ ニシキギ科 ニシキギ属 

113 バショウ バショウ科 バショウ属 

 


