
高 尾 駒 木 野 庭 園　　花 暦

No 開花（紅葉・結実） 和名 既存植物 高尾山 独自性 その他 科名 特性

1 １上～下 ロウバイ ● 季節感：早春 ロウバイ科 落葉低木
2 ２～３ マンサク ● マンサク科 落葉高木
3 ２上～３中 ウメ ● 季節感：早春 バラ科 落葉低木
4 ２～４ スイセン（各種） ● ヒガンバナ科 落葉多年草
5 ３上～下 フクジュソウ ● キンポウゲ科 落葉多年草
6 ３中～下 カタクリ ● ユリ科 多年草
7 ３下～４上 ヤマザクラ ● バラ科 落葉高木
8 ３下～４上 シダレザクラ ● バラ科 落葉高木
9 ３～４（１２月にも） オトメツバキ ● ツバキ科 常緑高木
10 ３下～４中 ハナモモ ● 季節感：春 バラ科 落葉低木
11 ２～４ ヤマツバキ（ヤブツバキ） ● ツバキ科 常緑高木
12 ３～５ コブシ ● モクレン科 落葉小高木～高木
13 ３～５ アセビ ● 有毒植物・万葉植物 ツツジ科 常緑低木～小高木
14 ４～ ミツバツツジ ● 葉よりも先に花 ツツジ科 落葉低木
15 ４上～ ユスラウメ ● バラ科 落葉低木
16 ４上～中 ニリンソウ ● 春植物 キンポウゲ科 落葉多年草
17 ４～ ユキヤナギ（コゴメバナ） ● バラ科 落葉低木
18 ４～ ドウダンツツジ ● ツツジ科 落葉低木
19 ４～ スモモ ● バラ科 落葉小高木
20 ４中～下 ツツジ ● 季節感：春 ツツジ科 常緑・落葉低木
21 ４～５ シャガ ● アヤメ科 常緑多年草
22 ４中～５中 ランヨウアオイ ● ウマノスズクサ科 常緑多年草
23 ４～５ ヒトリシズカ ● センリョウ科 多年草
24 ４中～下 イカリソウ ● メギ科 落葉多年草
25 ４中～下 コデマリ ● 茶花 バラ科 落葉低木
26 ４下 ボタン ● 季節感：初夏 ボタン科 落葉多年草
27 ４下～５上 フジ ● 季節感：初夏 マメ科 落葉つる植物
28 ４～５ イチリンソウ ● キンポウゲ科 多年草
29 ４～５ ホウチャクソウ ● ユリ科 多年草
30 ４～５ エビネ ラン科 多年草
31 ４～５ オオデマリ ● スイカズラ科 落葉低木
32 ４～５ モクレン ● モクレン科 落葉小高木
33 ４～５ ミツバアケビ ● アケビ科 落葉つる性
34 ４～５ チゴユリ ユリ科 多年草
35 ４～５ オオチゴユリ ユリ科 多年草
36 ４～５ セリバヒエンソウ ● キンポウゲ科 一年草
37 ４～６ ヤマブキソウ ● ケシ科 多年草
38 ４～６ マムシグサ ● サトイモ科 多年草
39 ５～ カルミア ● ツツジ科 常緑低木
40 ５～ シロヤマブキ ● バラ科 落葉低木
41 ５上～中 シャクヤク ● 茶花 ボタン科 落葉低木
42 ５上～下 サツキ ● 季節感：初夏 ツツジ科 常緑低木
43 ５中 アヤメ 季節感：初夏 アヤメ科 落葉多年草
44 ５～６ ユキノシタ ● ユキノシタ科 多年草
45 ５～６ ハコネウツギ ● スイカズラ科 落葉低木
46 ５～６ タイサンボク ● モクレン科 常緑高木
47 ５～６ ナンテン ● メギ科 常緑低木
48 ５～７ ハクチョウゲ ● アカネ科 常緑小低木
49 ５～７ クサノオウ ● ケシ科 越年草
50 ５下～７ ウツギ ● ユキノシタ科 落葉低木
51 ６上～下 バイカウツギ ● ユキノシタ科 落葉低木
52 ６中～下 ザクロ ● ザクロ科 落葉高木
53 ６～７ ナナカマド ● バラ科 落葉高木
54 ６～７ コムラサキ クマツヅラ科 落葉低木
55 ６下～７上 クチナシ ● 季節感：梅雨 アカネ科 常緑低木
56 ６～９ ヒオウギ アヤメ科 多年草
57 ６～９ ツユクサ ツユクサ科 一年草
58 ６～９ ギボウシ ● ユリ科 多年草
59 ７上～下 マンリョウ ● ヤブコウジ科 常緑小低木
60 ７中～９中 サルスベリ ● 季節感：夏 ミソハギ科 落葉高木
61 ７中～８上 オミナエシ 秋の七草 オミナエシ科 落葉多年草
62 ７下～８上 カワラナデシコ 秋の七草 ナデシコ科 落葉多年草
63 ７下～８上 キキョウ 秋の七草 キキョウ科 落葉多年草
64 ７下～８中 ハス ● 季節感：夏 スイレン科 落葉多年草
65 ７中～８中 オニユリ ● ユリ科 落葉多年草
66 ７～８ ヒメヒオウギスイセン ● アヤメ科 球根草
67 ７～１０ ゲンノショウコ ● フクロソウ科 多年草
68 ７～１１ キソケイ ● モクセイ科 常緑半つる性
69 ８～１０ ヤブラン ● ユリ科 多年草
70 ８～１０ ミズヒキ ● タデ科 多年草
71 ９上～下 ミヤギノハギ ● 秋の七草 マメ科 落葉低木
72 ９中～１０中 フジバカマ 秋の七草 キク科 落葉多年草
73 ９中～下 ヒガンバナ ● 季節感：秋 ヒガンバナ科 冬緑多年草
74 ９下～１０上 シモバシラ ● 冬季氷柱鑑賞可 シソ科 落葉多年草
75 ９下～１０上 シュウカイドウ ● シュウカイドウ科 常緑多年草
76 １０上～１下 カントウカンアオイ ● ウマノスズクサ科 常緑多年草
77 １０上～下 セキヤノアキチョウジ ● シソ科 落葉多年草
78 １０中～２中 ウメモドキ ● 季節感：秋 モチノキ科 落葉低木
79 １０～１１ ヤツデ ● ウコギ科 落葉低木
80 １０～１２ サザンカ ● ツバキ科 常緑小高木
81 １１中～１２上 センリョウ ● 季節感：冬 センリョウ科 常緑多年草
82 １２～２ カンツバキ ● ツバキ科 常緑低木


