
野草名 和名 野草名 和名
アイアシ 間葦 アオハコベ 青繁縷
アイコ 愛子 アオバスゲ 青葉菅
アイズスゲ 会津菅 アオバナ 青花
アイズヒメアザミ 会津姫薊 アオバナヨウラクラン
アイスランド・ポピー アオヒエスゲ
アイダクグ 間莎草 アオビユ 青ひゆ
アイナエ 藍苗 アオフタバラン 青双葉蘭
アイヌソモソモ アオフナバラソウ 青船腹草
アイヌタチツボスミレ アイヌ立坪菫 アオベンケイ 青弁慶
アイヌワサビ アイヌ山葵 アオホオズキ 青酸漿
アイノコクワズイモ アオマムシグサ 青蝮草
アイバソウ アオミズ 青水
アオイカズラ 葵葛 アオミヤマトウバナ 青深山塔花
アオイゴケ 葵苔 アオモリアザミ 青森薊
アオイスミレ 葵菫 アオモリマンテマ 青森マンテマ
アオイチゴツナギ アオヤギソウ 青柳草
アオイボクロ 葵黒子 アオヤギソウ→アオヤギバナ 青柳草→青柳花
アオイマメ 葵豆 アオヤギバナ 青柳花
アオイワベンケイソウ 青弁慶草 アオユキノシタ 青雪の下 
アオウキクサ 青浮草 アカイシコウゾリナ 赤石髭剃菜
アオウシノケグサ アカイシリンドウ 赤石竜胆
アオカモジグサ 青髢草 アカエビネ 赤海老根
アオカモメヅル 青鴎蔓 アカカタバミ 赤片喰
アオガヤツリ 青蚊帳吊り アカギキンポウゲ 赤城金鳳花
アオカラムシ 青苧麻 アカクラエビネ
アオキラン 青木蘭 アカザ 藜
アオグモ 青雲 アカササゲ 赤大角豆
アオゲイトウ 青鶏頭 アカショウマ 赤升麻
アオコウガイゼキショウ 青笄石菖蒲 アカスゲ
アオゴウソ 青郷麻 アカソ 赤麻
アオサイハイラン アオ采配蘭 アカツメクサ 赤詰草
アオサンゴ 青珊瑚 アカテンオトギリ 赤点弟切
アオジガバチソウ アカネ 茜
アオスゲ 青菅 アカネスゲ 茜菅
アオスズラン 青鈴蘭 アカネスミレ 茜菫
アオタチカモメヅル 青立鴎蔓 アカネムグラ 茜葎
アオチドリ 青千鳥 アカノマンマ
アオツヅラフジ 青葛藤 アカバシュスラン 赤葉繻子蘭
アオテンツキ アカバナ 赤花
アオテンナンショウ 青天南星 アカバナエゾノコギリソウ 赤花蝦夷鋸草
アオテンマ 青天麻 アカバナシモツケソウ 赤花下野草
アオノイワレンゲ 青岩蓮華 アカバナダイモンジソウ 赤花大文字草
アオノクマタケラン 青の熊竹蘭 アカバナヒメイワカガミ 赤花姫岩鏡

このカタログは平凡社出典の日本の野草リストです。エルブで在庫していないものもございますのでご注意下さい。

日本の野性植物　（出典：平凡社）

エルブでは入手困難な野草をお探しするお手伝いをしております。
お探しの野草がございましたらエルブまでお問い合わせ下さい。

＊お探しする場合の条件
　・お時間がかかります。
　・最小仕入れ金額が5,000円からとなります。

ア



アオノツガザクラ 青の栂桜 アカバナムシヨケギク 赤花除虫菊
アカバナルリハコベ 赤花瑠璃繁縷 アシズリノジギク 足摺野路菊
アカヒゲガヤ アシタバ 明日葉
アカボシタツナミソウ 赤星立浪草 アシブトワダン
アカボシツルラン アシボソ 足細／脚細
アカミノヤブカラシ 赤実の藪枯 アシボソアカバナ 足細赤花
アカミノルイヨウショウマ 赤実の類葉升麻 アシボソスゲ 足細菅
アカモノ 赤物 アズキ 小豆
アカンカサスゲ アスター
アカンサス 葉薊 アズマイチゲ 東一華
アカンスゲ アズマカモメヅル 東鴎蔓
アキカサスゲ 秋笠菅 アズマガヤ 吾妻茅
アキカラマツ 秋唐松 アズマギク 東菊
アキギリ 秋桐 アズマシライトソウ 東白糸草
アキザキナギラン 秋咲梛蘭 アズマシロカネソウ 東白銀草
アキザキヤツシロラン 秋咲八代蘭 アズマスゲ 東菅
アギスミレ 顎菫 アズマツメクサ 東爪草
アキタテンナンショウ 秋田天南星 アズマナルコ 東鳴子
アキタブキ 秋田蕗 アズマホシクサ
アキチョウジ 秋丁字 アズマヤマアザミ 東山薊
アギナシ 顎無 アズマレイジンソウ 東伶人草
アキノウナギツカミ 秋の鰻掴 アゼオトギリ 畦弟切草
アキノエノコログサ 秋の狗尾草 アゼガヤ 畦萱
アキノキリンソウ 秋の麒麟草 アゼガヤツリ 畦蚊帳吊
アキノギンリョウソウ 秋の銀竜草 アゼスゲ 畦菅
アキノクサタチバナ 秋の草橘 アゼテンツキ 畦天突
アキノコハマギク アゼトウガラシ 畦唐辛子
アキノタムラソウ 秋の田村草 アゼトウナ 畔唐菜
アキノノゲシ 秋の野芥子 アゼナ 畦菜
アキノハハコグサ 秋の母子草 アゼナルコ 畔鳴子
アキノミチヤナギ 秋の道柳 アゼムシロ 畔筵
アキバギク 秋葉菊 アソノコギリソウ 阿蘇鋸草
アキメヒシバ 秋雌日芝 アッカゼキショウ
アケビドコロ アッケシソウ 厚岸草
アケボノアオイ 曙葵 アツバアサガオ 厚葉朝顔
アケボノイワレンゲ節 アツバシマザクラ 厚葉島桜
アケボノシュスラン 曙繻子蘭 アツバスミレ 厚葉菫
アケボノスミレ 曙菫 アツバタツナミソウ 厚葉立浪草
アケボノソウ 曙草 アツバハイチゴザサ
アコウネッタイラン あこう熱帯蘭 アツミオトギリ
アサガオ 朝顔 アツミカンアオイ
アサガオガラクサ アツモリソウ 敦盛草
アサカワソウ アナマスミレ 奄美菫
アサギスズメノヒエ アフェランドラ
アサギリソウ 朝霧草 アブノメ 虻の目
アサザ 浅沙 アブラガヤ 油茅
アサツキ 浅葱 アブラギク→キクタニギク 油菊→菊渓菊
アサヒエビネ 旭海老根 アブラギク→シマカンギク 油菊→島寒菊
アサヒラン 旭蘭 アブラシバ 油芝
アサマキスゲ 浅間黄萓 アブラススキ 油薄
アサマスゲ 浅間菅 アフリカキンセンカ
アサマヒコダイ アフリカスミレ
アサマフウロ 浅間風露 アフリカンマリゴールド
アサマリンドウ 朝熊竜胆 アポイアザミ アポイ薊
アシ 葦 アポイアズマギク アポイ東菊
アシウテンナンショウ 芦生天南星 アポイカラマツ アポイ唐松



アシカキ 足掻き アポイキンバイ アポイ金梅
アポイゼキショウ アポイ石菖 アレツギシギシ
アポイタチツボスミレ アポイ立坪菫 アレチノギク 荒地野菊
アポイハハコ アポイ母子 アレチノチャヒキ
アポイマンテマ アレノノギク 荒野野菊
アポイヤマブキショウマ アポイ山吹升麻 アワ 粟
アマ 亜麻 アワガエリ
アマギカンアオイ 天城寒葵 アワギク 泡菊
アマギギボウシ 天城擬宝珠 アワコガネギク 泡黄金菊
アマギユキモチソウ 天城雪餅草 アワゴケ
アマチャヅル 甘茶蔓 アワスゲ 粟菅
アマドコロ 甘野老 アワチドリ 安房千鳥
アマナ 甘菜 アワバナ 粟花
アマニュウ 甘ニュウ アワボスゲ 粟穂菅
アマノホシクサ アワムヨウラン 阿波無葉蘭
アマミイケマ アワモリショウマ 泡盛昭升麻
アマミエビネ 奄美蝦根 アワモリソウ 泡盛草
アマミカタバミ 奄美傍食 アワユキニシキソウ
アマミクサアジサイ 奄美草紫陽花 アンペラ
アマミサンショウゾウ アンペライ
アマミテンナンショウ 奄美天南星
アマモ 甘藻
アミガサソウ 編笠草
アミガサユリ 編笠百合
アムールテンナンショウ アムール天南星
アメリカアサガオ 亜米利加朝顔
アメリカアゼナ 亜米利加畦菜
アメリカアリタソウ 亜米利加有田草
アメイカキンコジカ 亜米利加金午時花
アメリカクサネム 亜米利加草合歓
アメリカスズメノヒエ 亜米利加雀の稗
アメリカセンダングサ 亜米利加栴檀草
アメリカチョウセンアサガオ 亜米利加朝鮮朝顔
アメリカナデシコ 亜米利加撫子
アメリカネナシカズラ 亜米利加梨葛
アメリカフウロ 亜米利加風露
アメリカホドイモ 亜米利加塊芋 
アメリカヤマゴボウ 亜米利加山牛蒡
アヤメ 菖蒲、文目、綾目
アライドツメクサ
アライドヒナゲシ
アラゲサンショウソウ 粗毛山椒草 
アラゲハンゴンソウ 粗毛反魂草
アラシグサ 嵐草
アリアケスミレ 有明菫
アリサンミズ 阿里山ミズ
アリサンムヨウラン 阿里山無葉蘭
アリスガワゼキショウ 有栖川石菖
アリタソウ 有田草
アリドオシラン 蟻通蘭
アリノトウグサ 蟻塔草
アリマウマノスズクサ 有馬馬の鈴草
アリモリソウ 有盛草
アルクトティス
アルタイミセバヤ
アルメリア



アレチウリ 荒れ地瓜

野草名 和名 野草名 和名
イ イチゲシュスラン
イイデリンドウ 飯豊竜胆 イチゲスミレ
イイヌマムカゴ 飯沼零余子 イチゲフウロ 一華風露
イオウクマタケラン イチゴツナギ 苺繋
イガアザミ 毬薊 イチネンイモ
イガオナモミ 毬雄奈毛美 イチハツ 一初
イガガヤツリ 毬蚊帳吊 イチビ
イガクサ イチヤクソウ 一薬草
イガコウゾリナ 毬髭剃菜 イチョウイモ いちょう芋
イカダカズラ 筏葛 イチョウバイカモ 銀杏梅花藻
イガタツナミ 伊賀立浪 イチヨウラン 一葉蘭
イガホオズキ 毬酸漿 イチリンソウ 一輪草
イカリソウ 碇草 イッケイキュウカ 一茎九花
イグサ 藺草 イッスンキンカ 一寸金花
イケマ 牛皮消 イッスンテンツキ 一寸天突
イシガキキヌラン 石垣絹蘭 イッポンスゲ 一本菅
イシヅチウスバアザミ 石鎚薄葉薊 イトアゼガヤ 糸畦萱
イシヅチテンナンショウ 石鎚天南星 イトイ
イシヅチノダケ 石鎚野竹 イトイチゴツナギ
イシヅチボウフウ 石鎚防風 イトイヌノハナヒゲ 犬犬の鼻髭
イシミカワ 石実皮 イトイヌノヒゲ 糸犬の髭
イシモチソウ 石持草 イトイバラモ
イズアサツキ 伊豆浅葱 イトキツネノボタン
イズイワギボウシ 岩擬宝珠 イトキンスゲ 糸金菅
イズカニコウモリ 伊豆蟹蝙蝠 イトキンポウゲ 糸金鳳花

イズコゴメグサ 伊豆小米草 イトクズモ
イズドコロ 伊豆野老 イトスゲ 糸菅
イズナツトウダイ 伊豆夏灯台 イトスズメガヤ
イズノシマダイモンジソウ 伊豆の島大文字草 イトスナヅル 糸砂蔓
イズノシマホシクサ イトタヌキモ 糸狸藻
イズハハコ 伊豆母子 イトテンツキ 糸点突
イセイモ 伊勢芋 イトトリゲモ
イセハナビ 伊勢花火 イトナルコスゲ
イセラン 伊勢蘭 イトハコベ 糸繁縷
イセリンドウ 伊勢竜胆 イトハナビテンツキ 糸花火点突
イソギク 磯菊 イトヒキスゲ
イソスゲ 磯菅 イトモ 糸藻
イソスミレ 磯菫 イトラッキョウ 糸辣韮
イソテンツキ 磯点突 イナカギク 田舎菊
イソノギク 磯野菊 イナトウヒレン 伊那唐飛廉
イソハナビ 磯花火 イナバラン 稲葉蘭
イソフサギ 磯塞ぎ イナベアザミ
イソホウキギ 磯箒木 イナモリソウ 稲森草
イソマカキラン 磯間柿蘭 イヌアワ 犬粟
イソマツ 磯松 イヌイ 犬藺
イソマンネングサ 磯万年草 イヌカキネガラシ 犬垣根芥子
イソヤマアオキ 磯山青木 イヌカモジグサ
イソヤマテンツキ 磯山点突 イヌガラシ 犬芥子
イタイタグサ 痛痛草 イヌクグ 犬莎草
イタチガヤ 鼬茅 イヌクログワイ
イタチササゲ 鼬ささげ、鼬大角豆 イヌコウジュ 犬香需
イタチジソ イヌゴマ 犬胡麻
イタドリ 虎杖、痛取 イヌショウマ 犬升麻

イ



イチゲイチヤクソウ 一花一薬草 イヌシロネ 犬白根
イヌスミレ 犬菫 イヨフウロ 伊予風露
イヌセンブリ 犬千振 イラクサ 刺草
イヌダテ 犬蓼 イリオモテイワタバコ 西表岩煙草
イヌタヌキモ 犬狸藻 イリオモテクマタケラン 西表熊竹蘭
イヌトウキ 犬当帰 イリオモテソウ 西表草
イヌドウナ イリオモテニシキソウ 西表錦草
イヌトウバナ 犬塔花 イリオモテヒメラン 西表姫蘭
イヌナズナ 犬薺 イリオモテムヨウラン 西表無葉蘭
イヌニガクサ 犬苦草 イリオモテラン 西表島蘭
イヌヌマトラノオ 犬沼虎ノ尾 イワアカザ
イヌノグサ イワアカバナ 岩赤花
イヌノハナヒゲ 犬の鼻髭 イワイチョウ 岩銀杏
イヌノヒゲ 犬の髭 イワインチン 岩茵蔯
イヌノヒゲモドキ イワウイキョウ
イヌノフグリ 犬の陰嚢 イワウチワ 岩団扇
イヌハギ 犬萩 イワウメ 岩梅
イヌハコネトリカブト 犬箱根鳥兜 イワオウギ 岩黄蓍
イヌハッカ イヌハッカ イワオトギリ 岩弟切
イヌビエ 犬稗 イワカガミ 岩鏡
イヌヒメシロビユ イワカラマツ 岩唐松
イヌビユ 犬莧 イワカンスゲ 岩寒萓
イヌホオズキ 犬酸漿 イワキアブラガヤ
イヌミゾハコベ 犬溝繁縷 イワギキョウ 岩桔梗
イヌムギ 犬麦 イワギク 岩菊
イヌムラサキ 犬紫草 イワギク（岩菊）→イソギク 岩菊→磯菊
イヌヤマハッカ 犬山薄荷 イワキノガリヤス 岩木野刈安
イヌヨモギ 犬蓬 イワギボウシ 岩擬宝珠
イノコズチ 猪子槌 イワギリソウ 岩桐草
イバラモ イワキリンソウ 岩麒麟草
イブキカモジ イワキンバイ 岩金梅
イブキキンポウゲ 伊吹金鳳花 イワグルマ 岩車
イブキクガイソウ 伊吹九蓋草 イワザクラ 岩桜
イブキコゴメクサ 伊吹小米草 イワシャジン 岩沙参
イブキジャコウソウ 伊吹麝香草 イワショウブ 岩菖蒲
イブキスミレ 伊吹菫 イワスゲ 岩菅
イブキゼリモドキ 伊吹芹擬 イワゼキショウ 庭石菖
イブキソモソモ 伊吹抑 イワセントウソウ 岩仙洞草
イブキタイゲキ 伊吹大戟 イワタイゲキ 岩大戟
イブキトボシガラ イワタカンアオイ
イブキトラノオ 伊吹虎の尾 イワタケソウ
イブキトリカブト 伊吹鳥兜 イワタデ 岩蓼
イブキヌカボ 伊吹糠穂 イワタバコ 岩煙草
イブキノエンドウ 伊吹野豌豆 イワダレソウ 岩垂草
イブキハタザオ 伊吹旗竿 イワチドリ 岩千鳥
イブキフウロ 伊吹風露 イワツツジ 岩躑躅
イブキボウフウ 伊吹防風 イワツメクサ 岩爪草
イブキレイジンソウ 伊吹伶人草 イワテオトギリ 岩弟切
イボウキクサ 疣浮草 イワテシオガマ 岩手塩竈菊
イボクサ 疣草 イワテトウキ 岩手当帰
イボトリグサ 疣取草 イワテハタザオ 岩手旗竿
イモネヤガラ 芋根矢柄 イワテヒコダイ
イモラン イワナシ 岩梨
イヤギボウシ 祖谷擬宝珠 イワニガナ 岩苦菜
イヨアブラギク 伊予油菊 イワニンジン 岩人参
イヨカズラ 伊予葛 イワネコノメソウ 岩猫の目草



イヨトンボ 伊予蜻蛉 イワノガリヤス 岩野刈安

イワハゼ 岩櫨
イワハタザオ 岩旗竿
イワヒゲ 岩髭
イワブクロ 岩袋
イワフジ 岩藤
イワベンケイ 岩弁慶
イワボタン 岩牡丹
イワマタチツボスミレ
イワミツバ 岩三葉
イワムラサキ 岩紫草
イワヤスゲ
イワユキノシタ 岩雪の下
イワヨモギ 岩蓬
イワレンゲ 岩蓮華
インゲンマメ 隠元豆
インドヒモカズラ 印度紐蔓

野草名 和名 野草名 和名
ウエマツソウ 植松草 ウスベニレンゲ
ウキガヤ 浮茅 ウスユキクチナシグサ 薄雪梔子草
ウキクサ 浮草 ウスユキソウ 薄雪草
ウキシバ 浮芝 ウスユキトウヒレン 薄雪唐飛廉
ウキミクリ ウスユキマンネングサ 薄雪万年草
ウキヤガラ 浮矢柄 ウスユキムグラ 薄雪葎
ウケユリ ウズラバハクサンチドリ 鶉葉白山千鳥
ウゴアザミ 羽後薊 ウチョウラン 羽蝶蘭
ウコンカンゾウ 鬱金萱草 ウチワダイモンジソウ 団扇大文字草
ウサギギク 兎菊 ウチワツナギ 　
ウシオツメクサ 潮爪草 ウチワドコロ 団扇野老

ウシクグ 牛莎草 ウツクシオトギリ
ウシクサ ウツボグサ 靫草
ウシタキソウ 牛滝草 ウド 独活
ウシノケグサ 牛の毛草 ウドノノヨシ
ウシノシッペイ ウナギツカミ 鰻攫
ウシハコベ 牛繁縷 ウナズキギボウシ 頷き偽宝珠
ウスアカカタバミ 薄赤傍食 ウナズキツクバネソウ 頷き衝羽根草
ウスイロスゲ ウバタケギボウシ 姥岳擬宝珠
ウスカワゴロモ ウバタケニンジン 姥岳人参
ウスギオウレン ウバユリ 姥百合
ウスキツリフネ 薄黄釣舟 ウマゴヤシ 馬肥
ウスギナツノタムラソウ 薄黄夏の田村草 ウマスゲ 馬菅
ウスギムヨウラン 薄黄無葉蘭 ウマノアシガタ 馬の足形
ウスギワニグチソウ 薄黄鰐口草 ウマノスズクサ 馬の鈴草
ウスゲタマブキ 薄毛珠蕗 ウマノチャヒキ 馬の茶挽
ウスゲチョウジタデ 薄毛丁字蓼 ウマノミツバ 馬の三葉
ウスゲミヤマゼンゴ 薄毛深山前胡 ウミジグサ
ウスバアカザ ウミショウブ
ウスバアザミ 薄葉薊 ウミヒルモ
ウスバサイシン 薄葉細辛 ウミミドリ 海緑
ウスバスミレ 薄葉菫 ウメガサソウ 梅笠草
ウスバトリカブト 薄葉鳥兜 ウメザキサバノオ
ウスバヤブマメ 薄葉藪豆 ウメハタザオ 梅旗竿
ウスベニアカショウマ 薄紅赤升麻 ウメバチソウ 梅鉢草
ウスベニツメクサ 薄紅爪草 ウメバチモ 梅鉢藻

ウ



ウスベニニガナ 薄紅苦菜 ウラギク 浦菊
ウラゲコバイケイ 裏毛小梅形
ウラゲワレモコウ 裏毛吾亦紅
ウラシマソウ 浦島草
ウラシマツツジ 裏縞躑躅
ウラジロアカザ 裏白藜
ウラジロカガノアザミ 裏白加賀野薊
ウラジロギク
ウラジロギボウシ 裏白擬宝珠
ウラジロキンバイ 裏白金梅
ウラジロタデ 裏白蓼
ウラハグサ 裏葉草
ウリカワ 瓜皮
ウリクサ 瓜草
ウルップソウ 得撫草
ウロコナズナ 鱗薺
ウロコマリ 鱗毬
ウワバミソウ 蟒蛇草
ウンゼンカンアオイ 雲仙寒葵
ウンゼンマンネングサ 雲仙万年草
ウンヌケ
ウンヌケモドキ
ウンラン 海蘭

野草名 和名 野草名 和名
エイザンスミレ 叡山菫 エゾカモジグサ 蝦夷髢草
エイザンユリ 叡山百合 エゾカラマツ 蝦夷唐松
エキサイゼリ 益斎芹 エゾカワズスゲ 蝦夷蛙菅
エクボサイシン 笑窪細辛 エゾカワラナデシコ 蝦夷河原撫子
エゴマ 荏胡麻 エゾギク 蝦夷菊
エゾアカバナ 蝦夷赤花 エゾキケマン 蝦夷黄華鬘
エゾアゼスゲ→オオアゼスゲ 蝦夷畦菅→大畦菅 エゾキスゲ 蝦夷黄菅
エゾアゼスゲ→ヒラギシスゲ 蝦夷畦菅→平岸菅 エゾキスミレ 蝦夷黄菫
エゾアブラガヤ 蝦夷油茅 エゾキヌタソウ 蝦夷砧草
エゾイチゲ 蝦夷一華 エゾキンポウゲ 蝦夷金鳳花
エゾイチヤクソウ 蝦夷一薬草 エゾギンラン 蝦夷銀蘭
エゾイトイ 蝦夷糸藺 エゾクガイソウ 蝦夷九蓋草
エゾイヌゴマ 蝦夷犬胡麻 エゾクロユリ 蝦夷黒百合
エゾイヌナズナ 蝦夷犬薺 エゾグンナイフウロ 蝦夷郡内風露
エゾイヌノヒゲ 蝦夷犬の髭 エゾコウゾリナ 蝦夷剛剃菜
エゾイラクサ 蝦夷刺草、蝦夷蕁麻 エゾコウボウ 蝦夷香茅
エゾイワツメクサ 蝦夷岩爪草 エゾコウホネ 蝦夷河骨
エゾウキヤガラ 蝦夷浮矢柄 エゾコゴメグサ 蝦夷小米草
エゾウサギギク 蝦夷兎菊 エゾコザクラ 蝦夷子桜
エゾウスユキソウ 蝦夷薄雪草 エゾゴゼンタチバナ 蝦夷御前橘
エゾウメバチソウ 蝦夷梅鉢草 エゾゴマナ 蝦夷胡麻菜
エゾエンゴサク 蝦夷延胡索 エゾサイコ 蝦夷柴胡
エゾオオケマン 蝦夷大華鬘 エゾサカネラン 蝦夷逆根蘭
エゾオオサクラソウ 蝦夷大桜草 エゾサワスゲ 蝦夷沢菅
エゾオオバコ 蝦夷大葉子 エゾシオガマ 蝦夷塩釜
エゾオオヤマハコベ 蝦夷大山繁縷 エゾシロネ 蝦夷白根
エゾオグルマ 蝦夷緒車 エゾスカシユリ 蝦夷透百合
エゾオトギリ 蝦夷弟切 エゾスズシロ 蝦夷清白

エゾオノエリンドウ 蝦夷御山竜胆 エゾスズラン 蝦夷鈴蘭
エゾオヤマノエンドウ 蝦夷御山豌豆 エゾゼンテイカ 蝦夷禅庭花

エ



エゾオヤマリンドウ 蝦夷御山竜胆 エゾセンノウ 蝦夷仙翁
エゾタイセイ エゾノミズタデ
エゾタカネセンブリ 蝦夷高嶺千振 エゾノミツバフウロ 蝦夷の三葉風露
エゾタカネツメクサ 蝦夷高嶺爪草 エゾノミツモトソウ 蝦夷水源草
エゾタカネニガナ 蝦夷高嶺苦菜 エゾノミヤマハコベ 蝦夷深山繁縷
エゾタカラコウ 蝦夷宝香 エゾノヨツバムグラ 蝦夷四葉葎
エゾタチカタバミ 蝦夷立傍食 エゾノヨロイグサ 蝦夷の鎧草
エゾタツナミソウ 蝦夷立浪草 エゾノリュウキンカ 蝦夷立金花
エゾタンポポ 蝦夷蒲公英 エゾノレイジンソウ 蝦夷怜人草
エゾチドリ 蝦夷千鳥 エゾノレンリソウ 蝦夷連理草
エゾツツジ 蝦夷躑躅 エゾハコベ 蝦夷繁縷
エゾツリスゲ エゾハタザオ 蝦夷旗竿
エゾツルキンバイ 蝦夷蔓金梅 エゾハハコヨモギ 蝦夷母子蓬
エゾトリカブト 蝦夷鳥兜 エゾハマツメクサ 蝦夷浜爪草
エゾナミキ 蝦夷波来 エゾハリイ 蝦夷針藺
エゾニガクサ 蝦夷苦草 エゾハリスゲ 蝦夷針菅
エゾニュウ 蝦夷丹生 エゾヒナノウスツボ 蝦夷雛の臼壺
エゾヌカボ エゾヒメアマナ 蝦夷姫甘菜
エゾネギ 蝦夷葱 エゾヒメクワガタ 蝦夷姫鍬形
エゾネコノメソウ 蝦夷猫の目草 エゾヒロハクサフジ 蝦夷広葉草藤
エゾノアオイスミレ 蝦夷の葵菫 エゾフウロ 蝦夷風露
エゾノイワハタザオ 蝦夷の岩旗竿 エゾフスマ→シラオイハコベ 蝦夷衾→白老繁縷
エゾノカワヂシャ 蝦夷の川萵苣 エゾフスマ→タチハコベ 蝦夷衾→立繁縷
エゾノカワラマツバ 蝦夷の河原松葉 エゾボウフウ
エゾノギシギシ 蝦夷の羊蹄 エゾホシクサ 蝦夷防風
エノゾキツネアザミ 蝦夷の狐薊 エゾホソイ 蝦夷細藺
エゾノキリンソウ 蝦夷の麒麟草 エゾホタルサイコ 蝦夷蛍西胡
エゾノクサイチゴ 蝦夷の草苺 エゾマツムシソウ 蝦夷松虫草
エゾノクサタチバナ 蝦夷の草橘 エゾマンテマ
エゾノクマガイソウ 蝦夷の熊谷草 エゾミズタマソウ 蝦夷水玉草
エゾノクモマグサ 蝦夷の雲間草 エゾミセバヤ 蝦夷見せばや
エゾノクロクモソウ 蝦夷の黒雲草 エゾミソハギ 蝦夷禊萩
エゾノコウボウムギ 蝦夷の弘法麦 エゾミヤマカタバミ 蝦夷深山酢漿草
エゾノコギリソウ 蝦夷の鋸草 エゾミヤマクワガタ 蝦夷深山鍬形
エゾノコンギク 蝦夷の野紺菊 エゾミヤマツメクサ 蝦夷深山爪草
エゾノサヤヌカグサ エゾミヤマトラノオ 蝦夷深山虎の尾
エゾノサワアザミ 蝦夷沢薊 エゾムカシヨモギ 蝦夷昔蓬
エゾノシシウド 蝦夷の猪独活 エゾムギ 蝦夷麦
エゾノシモツケソウ 蝦夷の下野草 エゾムグラ 蝦夷葎
エゾノジャニンジン 蝦夷蛇人参 エゾムラサキ 蝦夷紫
エゾノソナレギク エゾムラサキニガナ 蝦夷紫苦菜
エゾノタウコギ 蝦夷田五加木 エゾモメンヅル 蝦夷木綿蔓
エゾノタチツボスミレ 蝦夷の立坪菫 エゾヤナギモ
エゾノダッタンコゴメグサ エゾヤマアザミ 蝦夷山薊
エゾノチチコグサ 蝦夷の父子草 エゾヤマオトギリ 蝦夷山弟切
エゾノチャルメルソウ 蝦夷の哨吶草 エゾヤマコウボウ 蝦夷山香茅
エゾノツガザクラ 蝦夷の栂桜 エゾヤマゼンゴ 蝦夷山前胡
エゾノトウウチソウ 蝦夷の唐打草 エゾヨモギ 蝦夷蓬
エゾノハクサンイチゲ 蝦夷白山一華 エゾヨモギギク 蝦夷蓬菊
エゾノハクサンボウフウ 蝦夷白山防風 エゾリンドウ 蝦夷竜胆
エゾノハナシノブ 蝦夷花忍 エゾルリソウ 蝦夷瑠璃草
エゾノハハコグサ 蝦夷の母子草 エゾルリトラノオ 蝦夷瑠璃虎の尾
エゾノヒツジグサ 蝦夷未草 エゾルリムラサキ 蝦夷瑠璃紫
エゾノヒルムシロ エゾワサビ 蝦夷山葵
エゾノヘビイチゴ 蝦夷蛇苺 エゾワタスゲ 蝦夷綿菅
エゾノホソバトリカブト 蝦夷細葉鳥兜 エダウチアカバナ 枝打赤花



エゾノミクリゼキショウ 蝦夷の実栗石菖 エダウチクサネム
エダウチチカラシバ 枝打力芝
エダウチチヂミザサ 枝打ち縮笹
エチゴキジムシロ 越後雉蓆
エチゴツルキジムシロ 越後蔓雉筵
エチゴトラノオ 越後虎の尾
エチゴルリソウ 越後瑠璃草
エチゼンダイモンジソウ 越前大文字草
エッチュウミセバヤ 越中見せばや
エーデルワイス
エドドコロ
エトロフヨモギ 択捉蓬
エナガスミレ 柄長菫
エナシシソクサ 柄無紫蘇草
エナシヒコグサ 柄無肥後草
エノキアオイ 榎木葵
エノキグサ 榎草
エノコログサ 狗尾草
エノシマヨメナ 江ノ島嫁菜
エビアマモ 海老甘藻
エビスグサ 胡草、恵比須草、夷草
エビネ 海老根
エヒメアヤメ
エビモ 海老藻
エビラフジ 箙藤
エフデタンポポ
エンコウソウ 猿猴草
エンシュウツリフネソウ 遠州釣舟草
エンシュウハグマ 遠州白熊
エンバク 燕麦
エンビセンノウ 燕尾仙翁
エンメイソウ 延命草
エンレイショウキラン 延齡鐘馗蘭
エンレイソウ 延齢草

野草名 和名 野草名 和名
オイランアザミ 花魁薊 オオアワガエリ 大粟還り
オウギカズラ 扇蔓 オオアワダチソウ 大泡立草
オウゴンオニユリ 黄金鬼百合 オオイカリソウ 大錨草
オウシュウマンネングサ 欧州万年草 オオイタドリ 大虎杖
オウトウカ 黄筒花 オオイチゴツナギ 大苺繋
オウミカリヤス 近江刈安 オオイチョウバイカモ
オウレン 黄蓮 オオイトスゲ 大糸菅
オオアオカモメヅル オオイヌイ
オオアカネ 大茜 オオイヌタデ 大犬蓼
オオアカバナ 大赤花 オオイヌノハナヒゲ 大犬の鼻髭
オオアガリニシキソウ オオイヌノフグリ 大犬の陰嚢
オオアキギリ 大秋桐 オオイワインチン 大岩茵陳
オオアキノキリンソウ 大秋の麒麟草 オオイワウチワ 大岩団扇
オオアゼスゲ 大畦菅 オオイワカガミ 大岩鏡
オオアブノメ 大虻の目 オオイワツメクサ 大岩爪草
オオアブラガヤ 大油茅 オオウサギギク 大兎菊
オオアブラススキ 大油薄 オオウシノケグサ 大牛の毛草
オオアマドコロ 大甘野老 オオウバタケニンジン
オオアマモ 大甘藻 オオウバユリ 大姥百合

オ



オオアレチノギク 大荒地野菊 オオウマノアシガタ 大馬の脚形
オオウメガサソウ 大梅笠草 オオダイブシ
オオオサラン 大筬蘭 オオタチカモジ
オオオナモミ 大葈耳 オオタチツボスミレ 大立坪菫
オオカゲロウラン 大蜉蝣蘭 オオタヌキラン 大狸蘭
オオカサスゲ 大笠菅 オオタマツリスゲ 大玉釣菅
オオカサモチ 大傘持 オオダルマエビネ 大達磨海老根
オオカナダオトギリ 大カナダ弟切 オオチゴユリ 大稚児百合
オオカナダモ 大カナダ藻 オオチダケサシ 大乳茸刺
オオカニコウモリ 大蟹蝙蝠 オオチチッパベンケイ 大乳葉弁慶
オオカニツリ 大蟹釣り オオチドメ 大血止
オオカモメヅル 大鴎蔓 オオチャルメルソウ 大哨吶草
オオカラスウリ 大烏瓜 オオツガザクラ 栂桜
オオカラマツ 大唐松 オオツヅラフジ 大葛藤
オオカワズスゲ 大蛙菅 オオツメクサ 大爪草
オオカワヂシャ 大川萵苣 オオツメクサモドキ
オオカンアオイ 大寒葵 オオツルイタドリ 大蔓虎杖
オオガンクビソウ 大雁首草 オオツルスゲ
オオキソチドリ 大木曽千鳥 オオツワブキ 大石蕗
オオキツネノカミソリ 大狐の剃刀 オオテンニンギク 大天人菊
オオキヌタソウ 大砧草 オオトウヒレン 大塔飛廉
オオキヌラン 大絹蘭 オオトボシガラ
オオギミラン 大宜味蘭 オオトモエソウ 大巴草
オオキリシマエビネ 大霧島海老根 オオトリゲモ
オオキンレイカ 大金鈴花 オオナカバハグマ 大長葉白熊
オオクグ オオナギナタガヤ 大薙刀茅
オオクサアジサイ 大草紫陽花 オオナキリスゲ
オオクサキビ 大草黍 オオナルコユリ 大鳴子百合
オオクサボタン 大草牡丹 オオナンバンギセル 大南蛮煙管
オオケタデ 大毛蓼 オオニガナ 大苦菜
オオケタネツケバナ 大毛種漬花 オオニシキソウ 大錦草
オオコガネネコノメソウ 大黄金猫の目草 オオニワホコリ
オオゴカヨウオウレン 大五加葉黄連 オオヌスビトハギ
オオサクラソウ 大桜草 オオヌマハリイ
オオササガヤ オオネズミガヤ 大鼠茅
オオサワトリカブト 大沢鳥兜 オオネバリタデ 大粘り蓼
オオサワハコベ 大沢繁縷 オオノアザミ 大野薊
オオサンショウソウ 大山椒草 オオバイカイカリソウ
オオジシバリ 大地縛り オオバウマノスズクサ 大葉馬の鈴草
オオシチトウ オオバカンアオイ 大葉寒葵
オオシナノオトギリ オオバキスミレ 大葉黄菫
オオシマカンスゲ 大島寒菅 オオバギボウシ 大葉擬宝珠
オオシマシュスラン 大島繻子蘭 オオハクウンラン 大白雲蘭
オオシマノジギク 大島野路菊 オオバクサフジ 大葉草藤
オオシラタマホシクサ 大白玉星草 オオバケアサガオ 大葉毛朝顔
オオシラヒゲソウ 大白髭草 オオバコ 大葉子
オオシロカネソウ 大白金草 オオバコウモリ 大葉蝙蝠
オオシロガヤツリ オオハコベ 大繁縷
オオシロショウジョウバカマ 大白猩々袴 オオハシカグサ 大麻疹草
オオシンジュガヤ オオバジャノヒゲ 大葉蛇の髭
オオスズメウリ 大雀瓜 オオバショウマ 大葉升麻
オオスズメノカタビラ オオバセンキュウ 大葉川弓
オオスズメノテッポウ 大雀の帷子 オオバタケシマラン 大葉竹縞蘭
オオスミキヌラン オオバタチツボスミレ 大葉立坪菫
オオスミツチトリモチ オオバタネツケバナ 大葉種漬花
オオダイコンソウ 大大根草 オオバタンキリマメ 大葉痰切豆、大葉吐切豆



オオダイトウヒレン 大台塔飛廉 オオバチシマコハマギク 大葉千島小浜菊
オオバチドメ 大葉血止 オオミヤマカラマツ 大深山唐松
オオバツユクサ 大葉露草 オオミヤマカンスゲ
オオハナウド 大花独活 オオムギ 大麦
オオバナオオヤマサギソウ 大花大山鷺草 オオムギスゲ 大麦菅
オオバナノエンレイソウ 大花延齢草 オオムラホシクサ
オオバナノクサガク オオメノマンネングサ 大雌の万年草
オオバナミミナグサ 大花耳菜草 オオモミジガサ 大紅葉傘
オオバナヤマサギソウ 大花山鷺草 オオヤハズエンドウ 大矢筈豌豆
オオバノセンナ 大葉の旃那 オオヤブツルアズキ 大藪蔓小豆
オオバノトンボソウ 大葉蜻蛉草 オオヤマオダマキ 大山苧環
オオバノヤエムグラ 大葉の八重葎 オオヤマカタバミ 大山傍食
オオバノヨツバムグラ 大葉の四葉葎 オオヤマサギソウ 大山鷺草
オオバハマアサガオ 大葉浜朝顔 オオヤマジソ
オオバヒメマオ オオヤマハコベ 大山繁縷
オオバフジボグサ 大葉藤穂草 オオヤマフスマ 大山衾
オオバボンテンカ 大葉梵天花 オオユウガギク 大柚香菊
オオハマギキョウ 大浜桔梗 オオヨモギ 大蓬
オオハマグルマ 大浜車 オオルリソウ 大瑠璃草
オオバミゾホオズキ 大葉溝酸漿 オオレイジンソウ 大伶人草
オオバヤマハッカ 大葉山薄荷 オオワクノテ
オオバユキザサ 大葉雪笹 オオワタヨモギ
オオバヨウラクラン 大葉瓔珞蘭 オカウツボ 丘靫
オオバヨメナ 大葉嫁菜 オカオグルマ 丘小車
オオハリイ 大針藺 オガサワラアザミ 小笠原薊
オオハリシバ 大針菅 オガサワラシコウラン 小笠原指甲蘭
オオハリスゲ オガサワラモクマオウ 小笠原木麻黄
オオハンゲ 大半夏 オカスズメノヒエ 丘雀の稗
オオハンゴンソウ 大反魂草 オカスミレ 丘菫
オオヒキヨモギ 大引蓬 オカダゲンゲ
オオヒゲガリヤス 大髭刈安 オカタツナミソウ 丘立浪草
オオヒゲナガカリヤスモドキ オガタテンナンショウ 緒方天南星
オオヒナノウスツボ 大雛の臼壷 オカトラノオ 丘虎の尾
オオヒラウスユキソウ 大平薄雪草 オカヒジキ 岡鹿尾菜
オオビランジ 大びらんじ オガフウロ 男鹿風露
オオブタクサ 大豚草 オカムラサキ 丘紫
オオフタバムグラ 大双葉葎 オガルカヤ 雄刈萱
オオベニタデ 大紅蓼 オギ 荻
オオベンケイソウ 大弁慶草 オキチハギ
オオボウシバナ 大帽子花 オキナアサガオ 沖縄朝顔
オオホシクサ オキナグサ 翁草
オオホタルサイコ 大蛍柴胡 オキナグサ→アオヤギバナ 翁草→青柳花
オオホナガアオゲイトウ 大穂長青鶏頭 オキナワイモネヤガラ
オオマキエハギ オキナワギク 沖縄菊
オオマツヨイグサ 大待宵草 オキナワクルマバナ 沖縄車花
オオマムシグサ 大蝮草 オキナワサルトリイバラ 沖縄猿捕茨
オオマルバコンロンソウ 大丸葉崑崙草 オキナワシタキヅル 沖縄舌切蔓
オオマルバネコノメ オキナワスズムシソウ 沖縄鈴虫草
オオマルバノテンニンソウ 大丸葉の天人草 オキナワスズメウリ 沖縄雀瓜
オオマルバノホロシ 大円葉白英 オキナワスミレ 沖縄菫
オオミクリゼキショウ 大実栗石菖 オキナワセンニンソウ 沖縄仙人草
オオミズオオバコ 大水大葉子 オキナワチドリ 沖縄千鳥
オオミズトンボ 大水蜻 オキナワテンナンショウ 沖縄天南星
オオミチヤナギ 大道柳 オキナワハグマ 沖縄白熊
オオミツルコケモモ 大実蔓苔桃 オキナワホシクサ
オオミネテンナンショウ 大峰天南星 オキナワマツバボタン 沖縄松葉牡丹



オオミミナグサ 大耳菜草 オキナワムヨウラン 沖縄無葉蘭
オキノアブラギク 隠岐の油菊 オニウシノケグサ
オギノツメ 荻の爪 オニオオノアザミ 鬼大野薊
オギョウ 御形 オニオトコヨモギ 鬼男蓬
オクエゾサイシン 奥蝦夷細辛 オニカサモチ 鬼傘持
オククルマムグラ 奥車葎 オニカモジ 鬼甘草
オクコガネギク オニガヤツリ 鬼蚊帳吊
オクシリエビネ 奥尻海老根 オニカンアオイ 鬼寒葵
オクトネホシクサ オニカンゾウ
オクトリカブト 奧鳥兜 オニキランソウ 鬼金瘡小草
オクノカンスゲ 奥の寒菅 オニク 御肉
オクミチヤナギ 奥道柳 オニゲシ 鬼芥子
オクモミジカラマツ 奧紅葉落葉松草 オニコナスビ 鬼小茄子
オクモミジハグマ 奥紅葉白熊 オニシオガマ 鬼塩釜
オクヤマオトギリ 奥山弟切 オニシバ 鬼芝
オクヤマコウモリ 奥山蝙蝠 オニシモツケ 鬼下野
オクラ 秋葵 オニシャク 鬼杓
オグラコウホネ 巨椋河骨 オニスゲ 鬼菅 
オグラセンノウ 小倉仙翁 オニスズメノヒエ 鬼雀の稗
オグラノフサモ おぐらの房藻 オニタビラコ 鬼田平子
オグルマ 小車 オニツメクサ 鬼爪草
オケラ 朮 オニツルボ 鬼蔓穂
オサバグサ 筬葉草 オニドコロ 鬼野老
オサラン 筬蘭 オニトボシガラ 鬼唐法師殻
オジギソウ お辞儀草、含羞草 オニナルコスゲ 鬼鳴子菅
オシマオトギリ 渡島弟切 オニノアザミ 鬼薊
オショロソウ オニノガリヤス 鬼野刈安
オシロイバナ 白粉花 オニノゲシ 鬼野芥子
オゼキンポウゲ 尾瀬金鳳花 オニノヤガラ 鬼の矢柄
オゼコウホネ 尾瀬河骨 オニバス 鬼蓮
オゼソウ 尾瀬草 オニビシ 鬼菱
オゼタイゲキ 尾瀬大戟 オニヤブマオ 鬼藪苧麻
オゼヌマアザミ 尾瀬沼薊 オニユリ 鬼百合
オゼノサワトンボ 尾瀬の沢蜻蛉 オニルリソウ 鬼瑠璃草
オゼミズギク 尾瀬水菊 オノエイタドリ 尾上虎杖
オタカラコウ 雄宝香 オノエガリヤス
オタネニンジン 御種人参 オノエスゲ 尾上菅
オダマキ 苧環 オノエテンツキ
オタルスゲ 小樽菅 オノエラン 尾上蘭
オチクラブシ オノエリンドウ 尾上竜胆
オチフジ 落ち藤 オノマンネングサ 雄の万年草
オッタチカンギク 乙立寒菊 オハギ
オトギリソウ 弟切草 オハグロスゲ 御歯黒菅
オトギリバニシキソウ オハツキギボウシ
オトコエシ 男郎花 オハラメアザミ 大原女薊
オトコオミナエシ 男女郎花 オヒガンギボウシ お彼岸擬宝珠
オトコゼリ 男芹 オヒゲシバ
オトコヨモギ 男蓬 オヒシバ 雄日芝
オトメアオイ 乙女葵 オヒルムシロ
オトメシャジン 乙女沙参 オヘビイチゴ 雄蛇苺
オドリコソウ 踊子草 オミナエシ 女郎花
オナガエビネ 尾長海老根 オミナメシ
オナガカンアオイ 尾長寒葵 オムナグサ
オナガサイシン 尾長細辛 オモイグサ
オナモミ 葈耳 オモゴウテンナンショウ 面河天南星
オニアザミ 鬼薊 オモダカ 面高



オニイチゴツナギ 鬼苺繋 オモト 万年青
オモトギボウシ
オモロカンアオイ おもろ寒
オヤブジラミ 雄藪虱
オヤマソバ 御山蕎麦
オヤマノエンドウ 御山の豌豆
オヤマボクチ 雄山火口
オヤマムグラ 雄山葎
オヤマリンドウ 御山竜胆
オヤリハグマ 御槍白熊
オランダイチゴ 和蘭苺
オランダガラシ 和蘭芥子
オランダキジカクシ 和蘭雉隠
オランダゲンゲ
オランダフウロ 和蘭風露
オランダミミナグサ 和蘭耳菜草
オロシャギク
オンタケブシ
オンタデ 御蓼

野草名 和名 野草名 和名
カイジンドウ 甲斐竜胆 カズザキコウゾリナ 数咲髪剃菜
カイタカラコウ 甲斐宝香 カズザキヨモギ 数咲き蓬
カイナ カズノコグサ 数の子草
カイナンノアズキ カスマグサ かす間草
カイフウロ 甲斐風露 カゼクサ 風草
ガイラルディア カセンソウ 歌仙草
カエデダイモンジソウ 楓大文字草 カタクリ 片栗
カエデドコロ 楓野老 カタシログサ 片白草
ガガイモ 蘿摩・蘿芋 カタスゲ 硬菅
カガシラ カタバミ 片喰、酢漿草
カガノアザミ 加賀野薊 カタバヤブマオ 堅葉藪苧麻
ガガブタ 鏡蓋 カツウダケエビネ 嘉津宇岳海老根
カガリビソウ 篝火草 カツウダケカンアオイ 嘉津宇岳寒葵
カギガタアオイ 鈎形葵 カッコソウ 勝紅草
カキツバタ 燕子花 ガッサンチドリ 月山千鳥
カキドオシ 垣通し カツラカワアザミ 葛川薊
カキネガラシ 垣根芥子 カテンソウ 花点草
カキノハグサ 柿の葉草 カトウハコベ 加藤繁縷
カキラン 柿蘭 カナダモ
ガクタヌキマメ カナビキソウ 鉄引草
カクチョウラン 鶴頂蘭 カナムグラ 鉄葎
カクラン 鶴蘭 カナリークサヨシ 加那利草葦
カゲロウラン 蜉蝣蘭 カニコウモリ 蟹蝙蝠
カコソウ カニツリグサ 蟹釣草
カゴメラン 籠目蘭 カニツリススキ
カザグルマ 風車 カニツリノガリヤス
カサスゲ 笠菅 カニメ
ガザニア カーネーション
カザリナス 飾り茄子 カノコソウ 鹿の子草
カシノキラン 樫の木蘭 カノコユリ 鹿の子百合
カジノハラセンソウ カノツメソウ 鹿の爪草
カシマガヤ カブスゲ 株菅
ガシャモク ガマ 蒲
カシュウイモ 何首烏薯 カマヤマショウブ 蒲山菖蒲

カ



カシワバハグマ 柏葉白熊 カヤマリソウ 鎌槍草
カミエビ 神衣比 カリヤスモドキ 刈安擬き
カミガモソウ 上賀茂草 カルイザワカラマツ 軽井沢唐松
カミガヤツリ 紙蚊帳吊 カルイザワテンナンショウ 軽井沢天南星
カミカワスゲ カルカヤ 刈萱
カミコウチテンナンショウ 上高地天南星 カワゴケソウ 川苔草
カミツレ 加密列 カワゴロモ 川衣
カムイコザクラ 神威小桜 カワズスゲ 蛙菅
カムイビランジ 神威びらんじ カワゼンゴ 川前胡
カメバヒキオコシ 亀葉引起 カワヂシャ 川萵苣
カモアオイ 賀茂葵 カワチブシ 河内附子
カモガヤ 鴨茅 カワツルモ
カモジグサ 髢草 カワミドリ 河碧、川緑
カモノハシ 鴨の嘴 カワラアカザ 河原藜
カモメラン 鴎蘭 カワラウスユキソウ 河原薄雪草
カヤツリグサ 蚊帳吊草 カワラケツメイ 河原決明
カヤツリスゲ 蚊帳吊菅 カワラサイコ 河原柴胡
カヤラン 榧蘭 カワラスガナ 河原菅菜
カライトソウ 唐糸草 カワラスゲ 河原菅
カラクサキンポウゲ 唐草金鳳花 カワラナデシコ 河原撫子
カラクサナズナ 唐草薺 カワラニガナ 河原苦菜
カラスウリ 烏瓜 カワラニンジン 河原人参
カラスキバサンキライ 唐鋤葉山帰来 カワラノギク 河原野菊
カラスノエンドウ→イブキノエンドウ 烏野豌豆→伊吹野豌豆 カワラハハコ 河原母子
カラスノエンドウ→ヤハズエンドウ 烏野豌豆→矢筈豌豆 カワラボウフウ 河原防風
カラスノゴマ 烏の胡麻 カワラマツバ 河原松葉
カラスノチャヒキ 烏の茶挽 カワラヨモギ 河原蓬
カラスビシャク 烏柄杓 カワリバアサガオ 変葉朝顔
カラスムギ 烏麦 カワリバウスバサイシン 変葉薄葉細辛
カラハナソウ 唐花草 カワリバマキエハギ 変葉蒔絵萩
カラフトアカバナ 樺太赤花 カンアオイ 寒葵
カラフトアツモリソウ 樺太敦盛草 カンエンガヤツリ 灌園蚊帳吊
カラフトイチゴツナギ 樺太苺繋 カンカケイニラ
カラフトイチヤクソウ 樺太一薬草 カンガレイ 寒枯藺
カラフトイワスゲ 樺太岩菅 ガンクビソウ 雁首草
カラフトゲンゲ 樺太紫雲英 ガンクビヤブタバコ 雁首薮煙草
カラフトダイコンソウ 樺太大根草 ガンコウラン 岩高蘭
カラフトドジョウツナギ 樺太鰌繋 カンサイイワスゲ
カラフトニンジン 樺太人参 カンサイタンポポ 関西蒲公英
カラフトネコノメソウ 樺太猫の目草 カンザシギボウシ 簪擬宝珠
カラフトノダイオウ 樺太の大黄 カンザシヒメハギ 簪姫萩
カラフトハナシノブ 樺太花忍 ガンジュアザミ 岩鷲薊
カラフトヒナゲシ 樺太雛芥子 カンショウコウ 甘松香
カラフトブシ 樺太附子 カンスゲ 寒菅
カラフトホシクサ ガンゼキラン 岩石蘭
カラフトホソイ 樺太細藺 カンゾウ(マメ科) 甘草
カラフトマンテマ 樺太まんてん カンチコウゾリナ 寒地剛剃菜
カラフトミセバヤ 樺太見せば哉 カンチスゲ 寒地菅
カラフトムシトリスミレ 樺太虫取菫 カンチヤチハコベ 寒地谷地繁縷
カラマツソウ 落葉松草、唐松草 カンツワブキ 寒石蕗
カラムシ 茎蒸・苧麻 カントウカンアオイ 関東寒葵
カラメドハギ カントウタンポポ 関東蒲公英
カリガネソウ 雁草、雁金草 カントウマムシグサ 関東蝮草
カリバオウギ 狩場黄耆 カントウミヤマカタバミ 関東深山傍食
カリマタガヤ 雁股茅 カントウヨメナ 関東嫁菜
ガリメギイヌノヒゲ 刈女木犬の髭 ガンピ 雁皮



カリヤス 刈安 カンポウラン 寒鳳蘭
カンラン 寒蘭
カンランズイセン 寒蘭水仙

野草名 和名 野草名 和名
キイイトラッキョウ 紀伊糸辣韮 キスミレ 黄菫
キイウマノミツバ 紀伊馬の三葉 キセルアザミ 煙管薊
キイシオギク 紀伊潮菊 キセワタ 着せ綿
キイジョウロウホトトギス 紀伊上臈 キソエビネ 木曽海老根
キイセンニンソウ 紀伊仙人草 キソコザクラ 木曽小桜
キイハナネコノメ 紀伊花猫の目 キソチドリ 木曽千鳥
キイムヨウラン 紀伊無葉蘭 キタキンバイソウ 北金梅草
キイルンフジバカマ 基隆藤袴 キタササガヤ
キイルンヤマノイモ 基隆山の芋 キタダケイチゴツナギ 北岳苺繋
キイレツチトリモチ 喜入土鳥黐 キタダケカニツリ 北岳蟹釣
キイロミミガタテンナンショウ 黄色耳型天南星 キタダケキンポウゲ 北岳金鳳花
キエビネ 黄海老根 キタダケソウ 北岳草
キオン 黄苑 キタダケトラノオ 北岳虎の尾
キカシグサ キタダケトリカブト 北岳鳥兜
キガヤツリ 黄蚊帳吊 キタダケナズナ 北岳薺
キカラスウリ 黄烏瓜 キタダケヨモギ 北岳蓬
キキョウ 桔梗 キダチアミガサソウ 木立編笠草
キキョウカンアオイ 桔梗寒葵 キダチキンバイ 木立金梅
キキョウソウ 桔梗草 キダチノネズミガヤ 木立鼠茅
キキョウラン 桔梗蘭 キダチハマグルマ 木立浜車
キク 菊 キダチミカンソウ
キクアザミ 菊薊 キタノカワズスゲ
キクイモ 菊芋 キタノコギリソウ 北鋸草
キクガラクサ 菊唐草 キタミソウ 北見草
キクザキイチゲ 菊咲一華 キタメヒシバ
キクザキタカネミミナグサ キタヤマブシ 北山附子
キクタニギク 菊渓菊 キタヨシ
キクバオウレン 菊葉黄連 キチガイナスビ 気違い茄子
キクバクワガタ 菊葉鍬形 キチジョウソウ 吉祥草
キクバドコロ 菊葉野老 キッコウハグマ 亀甲白熊
キクバヒヨドリ 菊葉鵯 キツネアザミ 狐薊
キクバヤマボクチ 菊葉山火口 キツネガヤ 狐萱
キクムグラ 菊葎 キツネナス 狐茄子
キクモ 菊藻 キツネノカミソリ 狐の剃刀
キケマン 黄華鬘 キツネノヒマゴ 狐の曾孫
キケンショウマ 鬼瞼升麻 キツネノボタン 狐の牡丹
キザンヒメラン キツネノマゴ 狐の孫
キジカクシ 雉隠 キツネノメマゴ 狐の女孫
ギシギシ 羊蹄 キツリフネ 黄釣船
キシダマムシグサ 岸田蝮草 キヌガサソウ 衣笠草
キジムシロ 雉筵 キヌタエビネ 砧海老根
キシュウギク 紀州菊 キヌタソウ 砧草
キシュウスゲ 紀州菅 キヌラン 絹蘭
キシュウスズメノヒエ 紀州雀の稗 キノエササラン
キシュウナキリ キノクニシオギク 紀の国潮菊
キシュウネコノメ 紀州猫の目 キノクニスゲ 紀の国菅
キショウブ 黄菖蒲 キノクニスズカケ 紀の国鈴懸
キジョラン 鬼女蘭 キハギ 木萩
キズイセン 黄水仙 キバナアキギリ 黄花秋桐
キスゲ 黄萓 キバナイカリソウ 黄花錨草

キ



キスゲユリ キバナイソマツ 黄花磯松
キバナカキラン 黄花柿蘭 キリシマエビネ 霧島海老根
キバナカワラマツバ 黄花河原松葉 キリシマシャクジョウ 霧島錫杖
キバナキリシマエビネ 黄花霧島海老根 キリシマタヌキノショクダイ 霧島狸の燭台
キバナクマガイソウ 黄花熊谷草 キリシマテンナンショウ 霧島天南星
キバナコウリンカ 黄花紅輪花 キリシマノガリヤス 霧島野刈安
キバナサバノオ 黄花鯖の尾 キリシマヒゴタイ 霧島平江帯
キバナシオガマ 黄花塩竃 キリンソウ 麒麟草
キバナシュスラン 黄花繻子蘭 キレバイヌガラシ 切葉犬芥子
キバナチゴユリ 黄花稚児百合 キレバチダケサシ 切葉乳茸刺
キバナノアツモリソウ 黄花の敦盛草 キレハノブドウ 切葉野葡萄
キバナノアマナ 黄花の甘菜 キレンゲショウマ 黄蓮華升麻
キバナノコオニユリ 黄花の小鬼百合 キンエノコロ 金狗児
キバナノコマノツメ 黄花の駒の爪 キンカアザミ 金華薊
キバナノショウキラン 黄花の鍾馗蘭 キンガヤツリ 金蚊帳吊
キバナノセッコク 黄花の石斛 キンキエンゴサク 近畿延胡索
キバナノツキヌキホトトギス 黄花の突抜杜鵑草 キンキカサスゲ 近畿笠菅
キバナノヒメユリ 黄花の姫百合 キンギョモ→ホザキノフサモ 金魚藻→穂咲総藻
キバナノホトトギス 黄花の杜鵑草 キンギョモ→マツモ 金魚藻→松藻
キバナノマツバニンジン 黄花の松葉人参 キンギンソウ 金銀草
キバナノヤマオダマキ 黄花の山苧環 キンギンナスビ 金銀茄子
キバナノレンリソウ 黄花の連理草 キンコウカ 金光花
キバナバス 黄花蓮 ギンコウライ
キバナハタザオ 黄花旗竿 キンゴジカ 金午時花
キバナハナネコノメ 黄花花猫の目 キンシバイ 金糸梅
キバナバラモンジン 黄花婆羅門参 キンスゲ 金菅
キバナミヤマムギラン 黄花深山麦蘭 キンセイラン 金精蘭
キヒオウギ 黄檜扇 キンセンカ 金盞花
キビノミノボロスゲ キンチャクアオイ 巾着葵
キビヒトリシズカ 吉備一人静 キンチャクスゲ 巾着菅
キヒラトユリ 黄平戸百合 キントキシロヨメナ 金時白嫁菜
キブネギク 貴船菊 キントキヒゴタイ 金時平江帯
キブネダイオウ 貴船大黄 キンバイザサ 金梅笹
ギボウシラン 擬宝珠蘭 キンバイソウ 金梅草
キミズ 木水 ギンバイソウ 銀梅草
キミズモドキ 木みず擬 キンポウゲ 金鳳花
キミノツチアケビ 黄味の土木通 キンポクラン
キミノヒヨドリジョウゴ 黄味の鵯上戸 キンミズヒキ 金水引
キムラタケ キンラン 金蘭
キャベツ ギンラン 銀蘭
キュウシュウコゴメグサ 九州小米草 ギンリョウソウ 銀竜草
キュウリグサ 胡瓜草 ギンリョウソウモドキ 銀竜草擬
キョウガノコ 京鹿子 キンリョウヘン 金稜辺
ギョウギシバ 行儀芝 キンレイカ 金蓮花
ギョウジャアザミ 行者薊 ギンレイカ 銀鈴花
ギョウジャニンニク 行者葫 キンロバイ 金露梅
ギョクチンラン 玉珍蘭 ギンロバイ 銀露梅
キヨシソウ 瀞草
キヨスミウツボ 清澄靫
キヨスミギク 清澄菊
キヨスミギボウシ 清澄擬宝珠
キランソウ 金襴草
キランニシキゴロモ 金瘡錦衣
キラガミネアキノキリンソウ 霧ケ峰秋の麒麟草
キリガミネアサヒラン 霧ヶ峰旭蘭
キリガミネトウヒレン 霧ヶ峰唐飛廉



キリガミネヒオウギアヤメ 霧が峰桧扇菖蒲

野草名 和名 野草名 和名
クガイソウ 九蓋草 クモイイカリソウ 雲居碇草
クグ 沙草 クモイオトギリ 雲居弟切
クグガヤツリ 沙草蚊帳吊 クモイコゴメグサ 雲居小米草 
クグスゲ 莎草菅 クモイコザクラ 雲居小桜
クゲヌマラン 鵠沼蘭 クモイナズナ 雲居薺
クサアジサイ 草紫陽花 クモイリンドウ 雲居竜胆
クサイ 草藺 クモキリソウ 雲切草
クサコアカソ 草小赤麻 クモマキンポウゲ 雲間金鳳花
クサスギカズラ 草杉蔓 クモマグサ 雲間草
クサスゲ 草菅 クモマシバスゲ 雲間芝菅
クサタチバナ 草橘 クモマスズメノヒエ 雲間雀の稗
クサテンツキ 草点突 クモマタンポポ 雲間蒲公英
クサドウ 草籐 クモマナズナ 雲間薺
クサナギオゴケ 草薙尾苔 クモマニガナ 雲間苦菜
クサニワトコ 草接骨木 クモマミクリゼキショウ 雲間実栗石菖
クサネム 草合歓 クモマミミナグサ 雲間耳菜草
クサノオウ 瘡の王、草の黄 クモマユキノシタ 雲間雪の下
クサノオウバノギク 草の黄葉の菊 クモマリンドウ 雲間竜胆
クサノオウバノヤクシソウ クモラン 蜘蛛蘭
クサハギ 草萩 クララ 苦参、眩草
クサフジ 草藤 クリイロスゲ 栗色菅
クサボタン 草牡丹 クリヤマハハコ 栗山母子
クサマオ 草真麻 クリンソウ 九輪草
クサヤツデ 草八手 クリンユキフデ 九輪雪筆
クサヨシ 草葦 クルマアヤメ 車菖蒲
クサレダマ 草連玉 クルマギク 車菊
クジュウツリスゲ クルマバアカネ 車葉茜
クジラグサ 鯨草 クルマバザクロソウ 車葉石榴草
クシロチドリ 釧路千鳥 クルマバソウ 車葉草
クシロチャヒキ 釧路茶挽 クルマバツクバネソウ 車葉衝羽根草
クシロネナシカズラ 釧路根無葛 クルマバナ 車花
クシロホシクサ クルマバハグマ 車葉白熊
クシロワチガイソウ 釧路輪違草 クルマバヒメハギ 車葉姫萩
クズ 葛 クルマムグラ 車葎
クスクスラン クルマユリ 車百合
クスダマツメクサ 薬玉詰草 クレソン
クソエンドウ 糞豌豆 グレーンスゲ
クソニンジン 糞人参 クロアブラガヤ 黒油茅

クチナシグサ 梔子草 クロイヌノヒゲ 黒犬の髭
クチバシシオガマ 嘴塩竈 クロイヌノヒゲモドキ 黒犬の髭擬
クチベニズイセン 口紅水仙 クロオスゲ
クニガミサンショウヅル 国頭山椒蔓 クロカミシライトソウ 黒髪白糸草
クニガミシュスラン 国頭繻子蘭 クロカミラン 黒髪蘭
グビジンソウ 虞美人草 クロカワズスゲ 黒蛙菅
クボタテンナンショウ 久保田天南星 グロキシニア
クマガイソウ 熊谷草 クロギボウシ 黒擬宝珠
クマガワナンテンハギ クログモ 黒雲
クマギク クロクモソウ 黒雲草
クマコケモモ 熊苔桃 クログワイ 黒慈姑
クマタケラン 熊竹蘭 クロコウガイゼキショウ 黒笄石菖
クマツヅラ 熊葛 クロコヌカグサ 黒小糠草
クマノギク 熊野菊 クロジガバチソウ 黒似我蜂草
クマノダケ クロスゲ 黒菅

ク



クミアイスゲ クロタマガヤツリ 黒玉蚊帳吊
クロテンコオトギリ 黒点小弟切
クロテンツキ 黒点突
クロトウヒレン 黒唐飛廉
クロナミギボウシ 黒波擬宝珠
クロヌマハリイ 黒沼針藺
クローバー
クロハシテンナンショウ 黒はし天南星
クロハタガヤ 黒畑茅
クロバナイヨカズラ 黒花伊予葛
クロバナウマノミツバ 黒花馬之三葉
クロバナカモメヅル 黒花鴎蔓
クロバナキハギ 黒花木萩
クロバナハンショウヅル 黒花半鐘蔓
クロバナヒキオコシ 黒花引起
クロバナヤマハッカ 黒花山薄荷
クロバナロウゲ 黒花狼牙
クロバナロクオンソウ
クロハリイ 黒針藺
クロヒナスゲ 黒雛菅
クロヒメカンアオイ 黒姫寒葵
クロフネサイシン 黒船細辛
クロホシクサ 黒星草
クロボシソウ 黒星草
クロボスゲ 黒穂菅
クロミクリゼキショウ 黒実栗石菖
クロミノオキナワスズメウリ 黒実の沖縄雀瓜
クロミノタケシマラン 黒実の竹縞蘭の実
クロミノハリイ 黒みの針藺
クロムヨウラン 黒無葉蘭
クロメスゲ 黒雌菅
クロモ 黒藻
クロユリ 黒百合
クワイ 慈姑
クワイバカンアオイ 慈姑葉寒葵
クワガタソウ 鍬形草
クワクサ 桑草
クワズイモ 食わず芋
クワモドキ 桑擬
クンショウギク 勲章菊
グンナイキンポウゲ 郡内金鳳花
グンナイフウロ 郡内風露
グンバイヅル 軍配蔓
グンバイナズナ 軍配薺
グンバイヒルガオ 軍配昼顔

野草名 和名 野草名 和名
ケイタドリ 毛虎杖 ケカラスウリ 毛烏瓜
ケイトウ 鶏頭 ケキツネノボタン 毛狐の牡丹
ケイノコズチ ケゴンアカバナ 華厳赤花
ゲイビゼキショウ ケサヤバナ 毛鞘花
ケイビラン 鶏尾蘭 ケシ 芥子
ケイワタバコ 毛岩煙草 ケシャク 毛杓
ケウスバスミレ 毛薄葉菫 ケショウヨモギ 化粧蓬
ケカタバミ 毛片喰 ケシライワシャジン 毛白岩沙参

ケ



ケカモノハシ 毛鴨の嘴 ケシロネ 毛白根
ケシンジュガヤ 毛真珠萱
ケスゲ 毛菅
ケタガネソウ 毛鏨草
ケタチツボスミレ 毛立坪菫
ケチヂミザサ 毛縮笹
ケチドメグサ 毛血止草
ケチョウセンアサガオ 毛朝鮮朝顔
ゲットウ 月桃
ケツルアズキ 毛蔓小豆
ケツルノゲイトウ 毛蔓野鶏頭
ケナシイヌゴマ 毛無犬胡麻
ケナシイワハタザオ 毛無岩旗竿
ケナシエゾオオバコ 毛無蝦夷大葉子
ケナシコフウロ 毛無小風露
ケナシベニバナヤマシャクヤク 毛無紅花山芍薬
ケナシミヤマキンポウゲ 毛無深山金鳳花
ケナシムカシヨモギ 毛無昔蓬
ケナシヤマムグラ 毛無山葎
ケナシヨツバムグラ 毛無四葉葎
ケナツノタムラソウ 毛夏の田村草
ケニオイグサ 毛匂草
ケハギ 毛萩
ケハクサンアザミ 毛白山薊
ケハマエンドウ 毛浜豌豆
ケハンショウヅル 毛半鐘蔓
ケブカツルカコソウ 毛深蔓夏枯草
ケフシグロ 毛節黒
ケマルバスミレ 毛丸葉菫
ケマンソウ 華鬘草
ケマンネングサ け万年草
ケミノカラフトブシ 毛みの樺太附子
ケミヤマカラマツ 毛深山唐松
ケミヤマキンバイ 毛深山金梅
ケミヤマタニタデ 深山谷蓼
ケミヤマナミキ 毛深山浪来
ケムラサキニガナ 毛紫苦菜
ケモイワシャジン 毛藻岩沙蔘
ケヤブハギ 毛薮萩
ケヤマシャクヤク 毛山芍薬
ケヤマギボウシ 毛山擬宝珠
ケヤリスゲ 毛槍菅
ケヨツバムグラ け四葉葎
ケルリソウ 毛瑠璃草
ゲンカイイワレンゲ 玄海岩蓮華
ゲンカイモエギスゲ
ゲンゲ 紫雲英
ゲンジスミレ 源氏菫
ゲンジバナ 源氏花
ゲンノショウコ 現の証拠

野草名 和名 野草名 和名
コアカザ 小藜 コアツモリソウ 小敦盛草
コアカソ 小赤麻 コアニチドリ 小阿仁千鳥
コアゼガヤツリ 小畦蚊帳吊 コアマモ 小甘藻

コ



コアゼテンツキ 小畦点突 コイケマ 小牛皮消
コイチゴツナギ 小苺繋 コエビソウ 小海老草
コイチヤクソウ 小一薬草 コオトギリ 小弟切
コイヌガラシ 小犬芥子 コオニシバ 小鬼芝
コイヌノハナヒゲ 小犬の鼻髭 コオニタビラコ 小鬼田平子
コイヌノヒゲ 小犬の髭 コオニユリ 小鬼百合
コイブキアザミ 小伊吹薊 コオロギラン 蟋蟀蘭
コイワカガミ 小岩鏡 コカナダモ
コイワカンスゲ 小岩寒菅 コガネイチゴ 黄金苺
コイワザクラ 小岩桜 コガネギク 黄金菊
コウアンボウフウ コガネギシギシ 黄金羊蹄
コウオウソウ コガネサイコ 黄金柴胡
コウガイゼキショウ 笄石菖 コガネネコノメソウ 黄金猫の目草
コウガイモ 笄藻 コガネユウコクラン 黄金幽谷蘭
コウキクサ 小浮草 コガマ 小蒲
コウキヤガラ 小浮矢幹 コカモメヅル 小鴎蔓
コウシュウウヤク 衡州烏薬 ゴカヨウオウレン 大五加葉黄蓮
コウシュウヒゴタイ 甲州平江帯 コカラフトブシ 小樺太附子
コウシュンウマノスズクサ 恒春馬の鈴草 コカラマツ 小唐松
コウシュンシバ 恒春芝 コカンスゲ 小寒菅
コウシュンシュスラン 恒春繻子蘭 コキクモ
コウシンソウ 庚申草 コギシギシ 広義
コウシンヤマハッカ 甲信山薄荷 コキツネノボタン 狐の牡丹
コウスユキソウ 小薄雪草 ゴキヅル 合器蔓
ゴウソ 郷麻 コギボウシ 擬宝珠
コウゾリナ 剃刀菜 コキリシマエビネ 小霧島海老根
コウトウアマナラン 紅頭甘菜蘭 コキンバイ 小金梅
コウトウシュウカイドウ 紅頭秋海棠 コキンバイザサ 小金梅笹
コウトウシラン 紅頭紫蘭 コキンレイカ 小金鈴花
コウトウヒスイラン 紅頭翡翠蘭 コクラン 黒蘭
コウボウ コクワガタ 小鍬形
コウボウシバ 弘法芝 コケイラン 小蕙蘭
コウボウムギ 弘法麦 コケオトギリ 苔弟切
コウホネ 河骨 コケスゲ
コウマゴヤシ 小馬肥やし コケスミレ 苔菫
コウメバチソウ 小梅鉢草 コケセンボンギク
コウモリカズラ 蝙蝠葛 コケタンポポ 苔蒲公英
コウモリソウ 蝙蝠草 コケトウバナ 苔塔花
コウヤカンアオイ 高野寒葵 コケヌマイヌノヒゲ 苔沼犬の髭
コウヤザサ 高野笹 コケミズ 苔みず
コウヤシロカネソウ 高野白銀草 コケモモ 苔桃
コウヤハンショウヅル 高野半鐘蔓 コケリンドウ 苔竜胆
コウヤボウキ 高野箒 ゴケンミセバヤ
コウライウシノケグサ 高麗牛の毛草 コゴメカゼクサ
コウライカライトソウ 高麗唐糸草 コゴメガヤツリ 小米蚊帳吊
コウライシバ 高麗芝 コゴメカラマツ 小米金梅笹
コウライゼキショウ 高麗石菖 コゴメギク 小米菊
コウライタデスミレ 高麗蓼菫 コゴメキノエラン 小米樹上蘭
コウライテンナンショウ 高麗天南星 コゴメグサ 小米草
コウライトモエソウ 高麗巴草 コゴメスゲ 小米菅
コウライヒメノダケ 高麗姫野竹 コゴメヌカボシ 小米糠星
コウライワニグチソウ 高麗鰐口草 コゴメバオトギリ 小米葉弟切
コウリャン 高梁 コゴメマンネングサ 小米万年草
コウリンカ 紅輪花 コゴメミズ 小米みず
コウリンギク 紅輪菊 コササキビ 小笹黍
コウリンタンポポ 紅輪蒲公英 コシオガマ 小塩竈



コエゾツガザクラ 小蝦夷栂桜 コジオン 小紫苑
ゴジカ 午時花 コバナツルウリクサ 小花蔓瓜草
コシカギク コバナノガリヤス 小花の野刈安
コシガヤホシクサ コバナノワレモコウ 小花の吾亦紅
コシジオウレン 越路黄蓮 コバナヒメハギ 小花姫萩
コシジシモツケソウ 越路下野草 コバノイチヤクソウ 小葉の一薬草
コシジタビラコ 越路田平子 コバノイラクサ 小葉の刺草
コシジバイケイソウ 越路梅恵草 コバノウシノシッペイ 小葉の牛の竹篦
コシジヒキオコシ 越路引起こし コバノカモメヅル 小葉の鴎蔓
コシナガワハギ 小品川萩 コバノコアカソ
コシノカンアオイ 越の寒葵 コバノコゴメグサ 小葉の小米草
コシノコバイモ 越の小貝母 コバノサワオトギリ 小葉の沢弟切
コシノチャルメルソウ 越の哨吶草 コバノセンダングサ 小葉の栴檀草
コシノネズミガヤ 越の鼠茅 コバノタツナミ 小葉の立浪
コシノホンモンジスゲ 越の本門寺菅 コバノトンボソウ 小葉の蜻蛉草
コジマエンレイソウ 小島延齢草 コバノニキシソウ 小葉の錦草
コジミノナズナ コバノヒルムシロ
コジュズスゲ 小数珠菅 コバノボタンヅル 小葉牡丹蔓
コショウ 胡椒 コバノリュウキンカ 小葉立金花
コショウジョウバカマ 小猩猩袴 コハマアカザ 小浜藜
コシロネ 小白根 コハマギク 小浜菊
コシロノセンダングサ 小白栴檀草 コハリスゲ
コシンジュガヤ 小真珠萱 ゴハリマツモ
コスズメガヤ 小雀茅 コバンソウ 小判草
コスズメノチャヒキ 小雀の茶挽 コバンムグラ 小判葎
コスミレ 小菫 コヒゲ 小髭
コセリバオウレン 小芹葉黄連 コヒナリンドウ 小雛竜胆
ゴゼンタチバナ 御前橘 コヒマワリ 小向日葵
コセンダングサ 小栴檀草 コヒメユリ 小姫百合
コダカラベンケイ 子宝弁慶草 コヒルガオ 小昼顔
コダチキレンゲショウマ こだち黄蓮華升麻 コフウロ 小風露
コタチツボスミレ 小立坪菫 コフタバラン 小双葉蘭
コタヌキモ 小狸藻 コブナグサ 子鮒草
コタヌキラン 小狸蘭 コベンケイソウ 小弁慶草
コチャルメルソウ 小哨吶草 コホタルイ
コチョウインゲン 胡蝶隠元 コボタンヅル 小牡丹蔓
コツガザクラ 小栂桜 コマウスユキソウ 駒薄雪草
コツブキンエノコロ 小粒金狗尾 コマクサ 駒草
コツブヌマハリイ 小粒沼針藺 ゴマクサ 胡麻草
コツマトリソウ 小褄取草 ゴマシオホシクサ
コテングクワガタ 小天狗鍬形 コマチギク 小町菊
コトジソウ 琴柱草 コマツカサススキ 小松毬薄
コナギ 小菜葱 コマツナギ 駒繋ぎ
コナスビ 小茄子 コマツヨイグサ 小待宵草
コナミキ 小波来 ゴマナ 胡麻菜
コニガクサ 小苦草 ゴマノハグサ 胡麻の葉草
コニシキソウ 小錦草 コマヤマハッカ 小山薄荷
コヌカグサ 小糠草 コマルバネコノメ 小丸葉猫の目
コヌマイヌノヒゲ 小沼犬の髭 コマンネンソウ 小万年草
コネズミガヤ 小鼠萱 コミカンソウ 小蜜柑草
コバイケイソウ 小梅蕙草 コミヤマカタバミ 小深山傍食
コバイモ 小貝母 コミヤマスミレ 小深山菫
コバギボウシ 小葉擬宝珠 コミヤマヌカボ 小深山糠穂
コハクラン 琥珀蘭 コミヤマハンショウヅル 小深山半鐘蔓
コハコベ 小繁縷 コミヤマミズ 小深山水
コバナアザミ 小花薊 コムギ 小麦



コバナガンクビソウ 小花雁首草 コメガヤ 米萱
コメススキ 米薄
コメツブウマゴヤシ 米粒馬肥やし
コメツブツメクサ 米粒詰草
コメナモミ 小雌菜揉
コメバツガザクラ 米葉栂桜
コメヒシバ 小雌日芝
コモウセンゴケ 小毛氈苔
コモチゼキショウ
コモチマンネングサ 子持万年草
コモチミミコウモリ 子持耳蝙蝠
コモチレンゲ 子持蓮華
コモノギク 菰野菊
コヤクシマショウマ 小屋久島升麻
コヤブタバコ 小薮煙草
コヤブマオ 小藪荢麻
コヤブミョウガ 小藪茗荷
コヤブラン 小藪蘭
ゴヨウイチゴ 五葉苺
コヨメナ 小嫁菜
コラン 小蘭
ゴリンバナ 五輪花
コワニグチソウ 小鰐口草
コンギク 紺菊
ゴンゲンスゲ 権現菅
コンジキヤガラ 金色矢柄
コンニャク 蒟蒻
コンロンソウ 崑崙草

野草名 和名 野草名 和名
サイカイヤブマオ サクラスミレ 桜菫
サイコクイワギボウシ 西国岩擬宝珠 サクラソウ 桜草
サイコクサバノオ 西国鯖の尾 サクラソウモドキ 桜草擬
サイコクホシクサ サクラタデ 桜蓼
サイシン 細辛 サクララン 桜蘭
サイトウガヤ 西塔茅 ザクロソウ 石榴草
サイハイラン 采配蘭 サケバヒヨドリ 裂葉鵯
サイヨウシャジン 細葉沙参 ササエビモ
サカネラン 逆根蘭 ササガヤ 笹茅
サガミギク 相模菊 ササキビ
サガミジョウロウホトトギス 相模上臈杜鵑草 ササクサ 笹草
サガミトリゲモ ササゲ 大角豆
サガミラン 相模蘭 ササノハスゲ 笹の葉菅
サガミランモドキ 相模蘭擬 ササバエンゴサク 笹葉延胡索
サカワサイシン 佐川細辛 ササハギ 笹萩
サギゴケ 鷺苔 ササバギンラン 笹葉銀蘭
サギシバ 鷺芝 ササバサンキライ 笹葉三帰来
サキシマスケロクラン 先島すけろく蘭 ササバモ 笹葉藻
サキシマボタンヅル 先島牡丹蔓 ササバラン 笹葉蘭
サギスゲ 鷺菅 ササユリ 笹百合
サギソウ 鷺草 サジオモダカ
サクヤアカササゲ 咲也赤棒 サジガンクビソウ 匙雁首草
サクユリ 作百合 サジバモウセンゴケ 匙葉毛氈苔
サクライウズ 桜井鳥頭 ザゼンソウ 座禅草
サクライソウ 桜井草 サダソウ 佐田草

サ



サクラジマエビネ 桜島海老根 サツキヒナノウスツボ 五月雛の臼壺
サッポロスゲ 札幌菅 サワハコベ 沢繁縷
サツマアオイ 薩摩葵 サワヒメスゲ 沢姫菅
サツマイナモリ 薩摩稲森 サワヒヨドリ 沢鵯
サツマイモ 薩摩芋 サワラン 沢蘭
サツマオモト 薩摩万年青 サワルリソウ 沢瑠璃草
サツマサンキライ 薩摩山帰来 サンインギク 山陰菊
サツマスゲ 薩摩菅 サンインクワガタ 山陰鍬形
サツマネコノメ 薩摩猫の目 サンインシロカネソウ 山陰白金草
サツマノギク 薩摩野菊 サンインヒキオコシ 山陰引起
サツマハギ 薩摩萩 サンインヤマトリカブト 山陰山鳥兜
サツマビャクゼン 薩摩白前 サンカクイ 三角藺
サツマホトトギス 薩摩杜鵑草 サンカクホタルイ
サツママアザミ 薩摩薊 サンカヨウ 山荷葉
サツママンネングサ 薩摩万年草 サンコカンアオイ
サツマユリ 薩摩百合 サンゴジュスズメウリ
サデクサ サンショウソウ 山椒草
サトイソギク 里磯菊 サンプクリンドウ 三伏竜胆
サトイモ 里芋 サンベサワアザミ 三瓶沢薊
ザートヴィッケ サンヨウアオイ 山陽葵
サトウキビ 砂糖黍 サンヨウブシ 山陽附子
サドクルマユリ 佐渡車百合 サンヨウボタンヅル
サドシオデ 佐渡牛尾菜 サンリンソウ 三輪草
サドスゲ 佐渡菅
サナエタデ 早苗蓼
サナギスゲ 蛹菅
サバノオ 鯖の尾
サマニオトギリ 様似弟切
サマニカラマツ 様似唐松
サマニヨモギ 様似蓬
サミダレハギ 五月雨萩
サヤスゲ
サヤヌカグサ 鞘糠草
サヤマスゲ
サラシナショウマ 晒菜升麻
ザラツキイチゴツナギ
ザラツキエノコログサ
ザラツキシオデ
ザラツキヒナガリヤス
サルダヒコ
サルトリイバラ 猿捕茨
サルビア
サルマメ 猿豆
サルメンエビネ 猿面海老根
サルルショウマ
サワアザミ 沢薊
サワアザミ→キセルアザミ 沢薊→煙管薊
サワオグルマ 沢小車
サワオトギリ 沢弟切
サワギキョウ 沢桔梗
サワギク 沢菊
サワシロギク 沢白菊
サワスズメノヒエ 沢雀の稗
サワゼリ 沢芹
サワトウガラシ 沢唐辛子
サワトラノオ 沢虎の尾



サワトンボ 沢蜻蛉

野草名 和名 野草名 和名
ジイソブ 爺蕎 シソバキスミレ 紫蘇葉黄菫
シオカゼテンツキ 潮風点突 シソバタツナミ 紫蘇葉立波草
シオガマギク 塩竈菊 シタキソウ 舌切草
シオギク 潮菊 シチトウ 七島藺
シオクグ 塩莎草 シチトウスミレ 七島菫
シオツメクサ 浜爪草 シチメンソウ 七面草
シオデ 牛尾菜 シデアブラガヤ 四手油茅
シオニラ シデシャジン 四手沙参
シオマツバ 塩松葉 シトギ
シオヤキソウ 塩焼草 シトロネラグラス
シオン 紫苑 シナオトギリ
シカギク 鹿菊 シナガワハギ 品川萩
シカクイ 四角藺 シナカンゾウ 支那萓草
シカクホタルイ シナシュンラン 支那春蘭
ジガバチソウ 似我蜂草 シナダレスズメガヤ
シカハンゲ シナノアキギリ 信濃秋桐
シカンラン 紫寒蘭 シナノオトギリ 信濃弟切
シキンカラマツ 紫錦唐松 シナノキンバイ 信濃金梅
シギンカラマツ 紫銀唐松 シナノコザクラ 信濃小桜
シコウラン 指甲蘭 シナノタイゲキ 信濃大戟
シコクアザミ 四国薊 シナノナデシコ 信濃撫子
シコクイチゲ 四国苺 シナノヒメクワガタ 信濃姫鍬形
シコクカッコソウ 四国鞨鼓草 シナノヤマオトギリ 信濃弟切,
シコクギボウシ 四国擬宝珠 シナマンネングサ しな丸葉万年草
シコクシモツケソウ 四国下野草 シノノメソウ 東雲草
シコクシロギク 四国城蓬 シノノメソウ→バイケイソウ 東雲草→梅蕙草
シコクスミレ 四国菫 シバ 芝
シコクチャルメルソウ 四国哨吶草 シハイスミレ 紫背菫
シコクテンナンショウ 四国天南星 シバイモ
シコクトリアシショウマ 四国鳥足升麻 シバスゲ 芝菅
ジゴクノカマノフタ 地獄の釜の蓋 シバナ 塩場菜
ジコクハタザオ 四国旗竿 シバネム 芝合歓
シコクハンショウヅル 四国半鐘蔓 シバハギ 芝萩
シコクビエ 四石稗 シバムギ 芝麦
シコクヒナノウスツボ 四国雛の臼壺 シブカワシロギク 渋川白菊
シコクヒロハテンナンショウ 四国広葉天南星 シブカワニンジン 渋川人参
シコクフウロ 四国風露 シブツアカツキ 至仏浅葱
シコクブシ 四国附子 シベリアクガイソウ 西比利亜九蓋草
シコクママコナ 四国飯子菜 シベリアシオガマ 西伯利亜塩竃
シコタンキンポウゲ 色丹金鳳花 シベリアノカラマツ 西伯利亜落葉松
シコタンソウ 色丹草 シベリアヒナゲシ 西比利亜雛罌粟
シコタンタンポポ 色丹蒲公英 シマアケボノソウ 島曙草
シコタンハコベ 色丹繁縷 シマアザミ 島薊
シコタンヨモギ 色丹蓬 シマイボクサ 島疣草
シシウド 猪独活 シマイワウチワ 島岩団扇
シシキリガヤ 猪切り茅 シマイワカガミ 島岩鏡
ジシバリ 地縛り シマウキクサ 島浮草
ジシバリ→ツルヨシ 地縛り→蔓葦 シマウチワドコロ 島団扇野老
シシンラン シマウツボ
シズイ シマウリクサ 島瓜草
シソ 紫蘇 シマカコソウ 島夏枯草
シソクサ 紫蘇草 シマカテンソウ 島花点草
シソノミグサ シマカノコユリ 島鹿の子百合

シ



シソバウリクサ 紫蘇葉瓜草 シマガヤ 島茅
シマカンギク 島寒菊 ジャノメギク 蛇の目菊
シマキケマン 島黄華鬘 ジャーマン・アイリス
シマキツネノボタン 島狐の牡丹 シュウカイドウ 秋海棠
シマキンレイカ 島金鈴花 ジュウニキランソウ 十二金瘡小草
シマギンレイカ 島銀鈴花 ジュウニヒトエ 十二単
シマクマタケラン 島熊竹蘭 シュウブンソウ 秋分草
シマクモキリソウ 島雲切草 シュウメイギク 秋明菊
シマクワズイモ 島食わず芋 ジュウモンジスゲ 十文字菅
シマゴショウ 島胡椒 ジュウロクササゲ 十六大角豆
シマザクラ 島桜 ジュズサンゴ 数珠珊瑚
シマササバラン 島笹葉蘭 ジュズスゲ 数珠菅
シマジタムラソウ 島路田村草 ジュズダマ 数珠玉
シマシャジン 島沙参 シュスラン 繻子蘭
シマシュスラン 島繻子蘭 シュミットスゲ
シマショウジョウバカマ 島猩猩袴 シュムシュノコギリソウ 占守鋸草
シマスズメノヒエ 島雀の稗 シュロガヤツリ 棕櫚蚊張吊
シマセンブリ 島千振 シュロソウ 棕櫚草
シマソナレムグラ 島磯馴葎 シュンギク 春菊
シマタヌキラン 島狸蘭 ジュンサイ 蓴菜
シマチカラシバ 島力芝 シュンジュギク 春寿菊
シマツナソ 縞綱麻 シュンラン 春蘭
シマツユクサ 島露草 ショウガ 生姜
シマテンナンショウ 島天南星 ショウキズイセン 鐘馗水仙
シマトウヒレン ショウキラン 鐘馗蘭
シマナガバヤブマオ 島長葉藪苧麻 ショウキラン→ショウキズイセン 鐘馗蘭→鐘馗水仙
シマニシキソウ 島錦草 ジョウシュウオニアザミ 上州鬼薊
シマハママツナ ジョウシュウカモメヅル 上州鴎蔓
シマバラソウ 島原草 ジョウシュウトリカブト 上州鳥兜
シマヒメミカンソウ 島姫蜜柑草 ショウジョウスゲ 猩々菅
シマフジバカマ 島藤袴 ショウジョウソウ 猩々草
シマホザキラン 島穂咲蘭 ショウジョウバカマ 猩々袴
シマホタルブクロ 島蛍袋 ショウジョウボク
シママムシソウ 島蝮草 ショウブ 菖蒲
シママンネングサ 島万年草 ジョウロウスゲ 上﨟菅
シマミズ 島みず ジョウロウホトトギス 上臈杜鵑草
シマヤマブキショウマ 島山吹升麻 ジョウロウラン 上臈蘭
ジムカデ 土百足 ショカツサイ 諸葛菜
シムラニンジン 志村人参 ショデコ
シモカワハンショウヅル シライトシュスラン 白糸繻子蘭
シモダカンアオイ 下田寒葵 シライトソウ 白糸草
シモツケソウ 下野草 シライワコゴメグサ 白岩小米草
シモバシラ 霜柱 シライワシャジン 白岩沙参
シャガ 射干、著莪 シラオイエンレイソウ 白老延齢草
ジャガイモ シラオイハコベ 白老繁縷
ジャカゴソウ シラカワスゲ 白川菅
シャク 杓 シラカワボウフウ 白川防風
シャクジイタヌキモ 石神井狸藻 シラスゲエチゴトラノオ
シャクジョウソウ 錫杖草 シラゲガヤ 白毛茅
シャクヤク 芍薬 シラゲヒメシソ 白毛姫紫蘇
ジャコウキヌラン 麝香絹蘭 シラコスゲ 白子菅
ジャコウソウ 麝香草 シラスゲ 白菅
シャジクソウ 車軸草 シラタマノキ 白玉の木
シャゼンソウ 車前草 シラタマホシクサ
ジャトウソウ 麝香草 シラトリシャジン 白鳥沙参
ジャニンジン 蛇人参 シラネアオイ 白根葵



ジャノヒゲ 蛇の髭 シラネアザミ 白根薊
シラネイ 白根藺 シロバナタンポポ 白花蒲公英
シラネセンキュウ 白根川芎 シロバナトウウチソウ 白花唐打草
シラネニンジン 白根人参 シロバナニガナ 白花苦菜
シラネヒゴタイ 白根平江帯 シロバナネコノメソウ 白花猫の目草
シラハギ 白萩 シロバナノチシマフウロ 白花千島風露
シラヒゲソウ 白髭草 シロバナノヘビイチゴ 白花の蛇苺
シラホスゲ 白穂菅 シロバナハクサンフウロ 白花白山風露
シラヤマギク 白山菊 シロバナハマカンギク 白花浜寒菊
シラン 紫蘭 シロバナハンショウヅル 白花半鐘蔓
シリベシナズナ シロバナヒナゲシ 白花雛芥子
シレトコスミレ 知床菫 シロバナビランジ
シレトコブシ 知床附子 シロバナフデリンドウ 白花筆竜胆
シロアヤメ 白文目 シロバナマンジュシャゲ 白花曼珠沙華
シロイヌナズナ 白犬薺 シロバナマンテマ 白花ナマンテマ
シロイヌノヒゲ 白犬の髭 シロバナミミカキグサ 白花耳掻草
シロウマアカバナ 白馬赤花 シロバナミヤコグサ 白花都草
シロウマアサツキ 白馬浅葱 シロバナムシヨケギク 白花虫除菊
シロウマオウギ 白馬黄耆 シロバナヤマジソ 白花山紫蘇
シロウマスゲ 白馬菅 シロバナヨウシュチョウセンアサガオ 白花洋種朝鮮朝顔
シロウマタンポポ 白馬蒲公英 シロハンショウヅル 白半鐘蔓
シロウマチドリ 白馬千鳥 ジロボウエンゴサク 次郎坊延胡索
シロウマナズナ 白馬薺 シロホトトギス 白杜鵑
シロウマヒメスゲ 白馬姫菅 シロホンモンジスゲ
シロウマリンドウ 白馬竜胆 シロミノハリイ 白味の針蘭
シロエゾホシクサ シロミノルイヨウショウマ 白味の類葉升麻
シロカキツバタ 白杜若 シロモノ 白物
シロガネカラクサ 白銀唐草 シロヨメナ 白嫁菜
シロカネソウ 白金草 シロヨモギ 白蓬
シロガネヨシ 白銀葭 シンウシノケグサ
シロガヤツリ 白蚊帳吊 ジングウスヒゲ
シロザ 白藜 ジンジソウ 人字草
シロサマニヨモギ 白様似蓬 シンジュガヤ 真珠茅
シロシマツルラン シンチクヒメハギ
シロシャクジョウ 白錫杖 ジンバイソウ 神拝草
シロスミレ 白菫 シンミズヒキ 新水引
シロツメクサ 白詰草 ジンヤクラン 腎葯蘭
シロツリフネ 白釣舟 ジンヨウイチヤクソウ 腎葉一薬草
シロテンマ 白天麻 ジンヨウキスミレ 腎葉黄菫
シロナタマメ 白刀豆 ジンヨウスイバ 腎葉酸葉
シロニガナ 白苦菜 ジンリョウユリ 神領百合
シロネ 白根
シロノセンダイグサ 白の栴檀草
シロバナイノガコウゾリナ 白花伊賀髪剃菜
シロバナイナモリソウ 白花稲森草
シロバナエンレイソウ 白花延齢草
シロバナオナガエビネ 白花尾長海老根
シロバナカモメヅル 白花鴎蔓
シロバナキンラン 白花金蘭
シロバナクサタチバナ 白花草橘
シロバナクサナギオゴケ 白花草薙尾苔
シロバナコバイモ 白花小貝母
シロバナサクラタデ 白花桜蓼
シロバナシナガワハギ 白花品川萩
シロバナショウジョウバカマ 白花猩々袴
シロバナシラン 白花紫蘭



シロバナソバナ 白花蕎麦菜

野草名 和名 野草名 和名
スイシャホシクサ スナジタイゲキ 砂地大戟
スイセン 水仙 スナジマメ 砂地豆
スイトピー スナジミチヤナギ
スイバ 蓚・酸い葉 スナヅル 砂蔓
スイラン 水蘭 スナビキソウ 砂引草
スエヒロアオイ 末広葵 スハマソウ 州浜草
スカシタゴボウ 透田牛蒡 スブタ 簀蓋
スカシユリ 透百合 スベリヒユ 滑莧
スガモ スミレ 菫
スカンポ スミレサイシン 菫細辛
スギナモ スルガジョウロウホトトギス 駿河上臈杜鵑草
スギバマンネングサ スルガスゲ 駿河菅
スギモリゲイトウ
スゲアマモ
スゲユリ 菅百合
スジギボウシ 筋擬宝珠
スジキンラン
スジヌマハリイ
スズカアザミ 鈴鹿薊
スズカカンアオイ 鈴鹿寒葵
スズカケソウ 鈴懸草
スズカゼリ 鈴鹿芹
ススキ 芒、薄
スズコウジュ 鈴香需
スズサイコ 鈴柴胡
スズシロソウ 蘿蔔草
スズフリイカリソウ
スズフリエビネ
スズフリバナ 鈴振り花
スズフリホンゴウソウ
スズムシソウ 鈴虫草
スズムシバナ 鈴虫花
スズメウリ 雀瓜
スズメガヤ 雀茅
スズメノエンドウ 雀野豌豆
スズメノオゴケ 雀麻小笥
スズメノカタビラ 雀の帷子
スズメノケヤリ 雀の槍
スズメノコビエ 雀の小稗
スズメノチャヒキ 雀の茶挽
スズメノテッポウ 雀の鉄砲
スズメノトウガラシ 雀の唐辛子
スズメノヒエ 雀の稗
スズメノヒエ→スズメノヤリ 雀の稗→雀の槍
スズメノヤリ 雀の槍
スズメノハコベ 雀繁縷
ススヤトモエ
スズラン 鈴蘭
スズラン→カキラン 鈴蘭→柿蘭
スターチス
ズダヤクシュ 喘息薬種
スダレギボウシ 簾擬宝珠
ステゴビル

ス



ストック

野草名 和名 野草名 和名
セイカンラン センジュガンピ 千手岩菲
セイコノヨシ 西湖の葦 センジュギク 千寿菊
セイサリュウ 青鎖竜 センジョウスゲ 仙丈菅
セイタカアキノキリンソウ 背高泡立草 センダイスゲ 仙台菅
セイタカアワダチソウ 背高泡立草 センダイソウ 仙台草
セイタカオトギリ 背高弟切 センダイタイゲキ 仙台大戟
セイタカサギゴケ 背高鷺苔 センダイトウヒレン 仙台塔飛廉
セイタカスズムシソウ(ラン科) 背高鈴虫草 センダイハギ 千代萩
セイタカスズムシソウ(キツネノマゴ科) 背高鈴虫草 センダイヤマハギ 仙台山萩
セイタカスズメガヤ 背高雀茅 センダングサ 栴檀草
セイタカタウコギ 背高田五加木 ゼンテイカ 禅庭花
セイタカタンポポ 背高蒲公英 セントウソウ 仙洞草
セイタカトウヒレン 背高唐飛廉 セントポーリア
セイタカニシキソウ 背高錦草 センナ
セイタカヌカボシソウ 背高糠星草 センナリホオズキ 千成酸漿
セイタカハリイ 背高針藺 センニンコク 仙人穀
セイタカヨシ 背高葦 センニンソウ 仙人草
セイバンモロコシ 西播蜀黍 センニンモ 仙人藻
セイヤブシ 誠哉付子 センノウ 仙翁
セイヨウカノコソウ 西洋鹿の子草 センブリ 千振
セイヨウコウゾリナ 西洋剃刀菜 センボンギク 千本菊
セイヨウタンポポ 西洋蒲公英 センボンヤリ 千本槍
セイヨウノコギリソウ 西洋鋸草 センリゴマ 千里胡麻
セイヨウヒルガオ 西洋昼顔 センリョウ 仙蓼
セイヨウマツムシソウ 西洋松虫草
セイヨウミヤコグサ 西洋都草
セイロンベンケイ 錫蘭弁慶
セイロンマツリ 錫蘭茉莉
セキショウ 石菖
セキショウイ
セキショウモ 石菖藻
セキチク 石竹
セキモンウライソウ
セキヤノアキチョウジ 関屋の秋丁字
セッコク 石斛
セッピコテンナンショウ せっぴ小天南星
セツブンソウ 節分草
セトウチホトトギス 瀬戸内杜鵑草
セトウチマンネングサ 瀬戸内万年草
セトウミオトギリ 瀬戸海弟切
セトガヤ 瀬戸茅
セトガヤモドキ 瀬戸茅擬
セナミスミレ 瀬波菫
ゼニアオイ 銭葵
ゼニバサイシン 銭葉細辛
セリ 芹
セリバオウレン 芹葉黄連
セリバシオガマ 芹葉塩竈
セリバヤマブキソウ 芹葉山吹草
セリモドキ 芹擬
センウズモドキ 川鳥頭擬
センカクアオイ 尖閣葵
センカクオトギリ 尖閣弟切

セ



センカクキヌラン 尖閣絹欄

野草名 和名 野草名 和名
ソウウンナズナ 層雲薺
ソクシンラン 束心蘭
ソクズ 蒴藋
ソコベニシロカネソウ 底紅白銀草
ソコベニヒルガオ 底紅昼顔
ソシンラン 束心蘭
ソナレアマチャヅル
ソナレシバ 磯馴芝
ソナレセンブリ 磯馴千振
ソナレノギク 磯馴野菊
ソナレマツムシソウ 磯馴松虫草
ソナレムグラ 磯馴葎
ソノエビネ 磯馴海老根
ソバカズラ 蕎麦蔓
ソバナ 岨菜
ソハヤキミズ
ソメモノイモ 染物芋
ソメモノカズラ 染物蔓
ソメワケハギ 染分萩
ソラチコザクラ 空知小桜
ソラマメ 蚕豆

野草名 和名 野草名 和名
タイアザミ 大薊 タイワンカワラケツメイ
タイキンギク 堆金菊 タイワンクズ 台湾葛
ダイコン 大根 タイワンコマツナギ 台湾駒繋
ダイコンソウ 大根草 タイワンサギゴケ 台湾鷺苔
ダイサギソウ 大鷺草 タイワンスゲ
タイシャクカモジ タイワンスベリヒユ
ダイジョ 大薯 タイワンソクズ 台湾そくず
ダイズ 大豆 タイワンタイトゴメ 台湾大唐米
タイセツイワスゲ 大雪岩菅 タイワンツルギキョウ 台湾蔓桔梗
ダイセツトリカブト 大雪鳥兜 タイワントリアシ 台湾鳥足
ダイセツヒナオトギリ 大雪雛弟切 タイワンハマオモト 台湾浜万年青
ダイセンオトギリ 大山弟切 タイワンヒメクグ
ダイセンキスミレ 大山黄菫 タイワンホドイモ 台湾塊芋
ダイセンクワガタ 大山鍬形 タイワンヤマイ
ダイセンスゲ 大山菅 タイワンルリソウ 台湾瑠璃草
ダイダイエビネ 橙海老根 タウコギ 田五加木
タイツリオウギ 鯛釣黄耆 タカアザミ 高薊
タイツリソウ 鯛釣草 タカオスミレ 高尾菫
タイトゴメ 大唐米 タカオヒゴタイ 高尾平江帯
ダイニチアザミ 大日薊 タカオフウロ 高尾風露
タイヌビエ タカオワニグチソウ 高尾鰐口草
タイミンガサ 大明傘 タカクマソウ 高隈草
タイム タカクマヒキオコシ 高隅引起こし
ダイモンジソウ 大文字草 タカクマホトトギス 高隈杜鵑草
タイヨウフウトウカズラ 太陽風藤蔓 タカサゴイチビ
タイリンアオイ 大輪葵 タカサゴサギソウ 高砂鷺草
タイリンヤマハッカ 大輪山薄荷 タカサゴソウ 高砂草
タイワンイチビ 台湾青麻 タカサゴトキンソウ 高砂吐金草
タイワンイワタバコ 台湾岩煙草 タカサゴマンネングサ 高砂万年草

ソ

タ



タイワンカモノハシ 台湾鴨嘴 タカサブロウ 高三郎
タガソデソウ 誰袖草 タカネママコナ 高嶺飯子菜
タカツルラン 高蔓蘭 タカネマンテマ 高嶺まんてま
タカトウダイ 高燈台 タカネマンネングサ 高嶺万年草
タカナタマメ 高鉈豆 タカネミクリ
タカネ タカネミミナグサ 高嶺耳菜草
タカネアオチドリ 高嶺青千鳥 タカネヤガミスゲ
タカネアオヤギソウ 高嶺青柳草 タカネヤハズハハコ 高嶺矢筈母子
タカネイ 高嶺藺 タカネヨモギ 高嶺蓬
タカネイチゴツナギ 高嶺苺繋 タガネラン 鏨蘭
タカネイブキボウフウ 高嶺伊吹防風 タカネリンドウ 高嶺竜胆
タカネウシノケグサ 高嶺牛の毛草 タカノツメ 鷹の爪
タカネウスユキソウ 高嶺矢筈母子 タカノホシクサ
タカネウメバチソウ 高嶺梅鉢草 タカハシテンナンショウ 高梁天南星
タカネエゾムギ 高嶺蝦夷麦 タガラシ 田辛子
タカネオトギリ 高嶺弟切 タキキビ
タカネオミナエシ 高嶺女郎花 ダキバヒメアザミ 抱葉姫薊
タカネキスミレ 高嶺黄菫 タキミチャルメルソウ 滝見哨吶草
タカネキタアザミ 高嶺北薊 タキユリ 滝百合
タカネキンポウゲ 高嶺金鳳花 タクヨウレンリソウ 托葉連理草
タカネクロスゲ 高嶺黒菅 タケシマシシウド
タカネグンナイフウロ 高嶺郡内風露 タケシマユリ 竹島百合
タカネグンバイ 高嶺軍配 タケシマラン 竹縞蘭
タカネコウゾリナ 高嶺髪剃菜 ダケスゲ
タカネコウボウ ダケゼリ 岳芹
タカネコウリンカ 高嶺高輪花 タケダグサ
タカネコウリンギク 高嶺紅輪菊 タケニグサ 竹似草
タカネコメススキ タコアシオトギリ
タカネコンギク 高嶺紺菊 タコガタサギソウ
タカネサギソウ 高嶺鷺草 タコノアシ 蛸の足
タカネシオガマ 高嶺塩竃 タジマタムラソウ 但馬田村草
タカネシバスゲ 高嶺芝菅 タシロスゲ 田代菅
タカネスイバ 高嶺酸葉 タシロノガリヤス
タカネスズメノヒエ 高嶺雀の稗 タシロラン 田代蘭
タカネスミレ 高嶺菫 タチアオイ 立葵
タカネセンブリ 高嶺千振 タチアザミ 立薊
タガネソウ 鏨草 タチアマモ
タカネソモソモ 高嶺そもそも タチイチゴツナギ 立ち苺繋
タカネタチイチゴツナギ 高嶺立苺繋 タチイヌノフグリ 立犬の陰嚢
タカネタンポポ 高嶺蒲公英 タチオオバコ 立ち大葉子
タカネツメクサ 高嶺爪草 タチオランダゲンゲ 立阿蘭陀紫雲英
タカネツリガネニンジン 高嶺釣鐘人参 タチガシワ 立柏
タカネトウウチソウ 高嶺唐打草 タチカメバソウ 立亀葉草
タカネトリカブト 高嶺鳥兜 タチカモジ 立髢
タカネトンボ 高嶺蜻蛉 タチカモメヅル 立鴎蔓
タカネナデシコ 高嶺撫子 タチガヤツリ 立蚊帳吊
タカネナルコ 高嶺鳴子 タチギボウシ 立擬宝珠
タカネニガナ 高嶺苦菜 タチキランソウ 立金瘡小草
タカネノガリヤス 高嶺野刈安 タチクサネム 立草合歓
タカネハリスゲ 高嶺針菅 タチゲヒカゲミズ 立毛日影みず
タカネハンショウヅル 高嶺半鐘蔓 タチコウガイゼキショウ 立笄石菖
タカネヒゴタイ 高嶺平江帯 タチコゴメグサ 立小米草
タカネヒメスゲ 高嶺姫菅 タチシオデ 立坪菫
タカネビランジ 高嶺ビランジ タチジャコウソウ 立麝香草
タカネフタバラン 高嶺双葉蘭 タチスゲ 立菅
タカネマスクサ 高嶺升草 タチスズシロソウ 立ち蘿蔔草



タカネマツムシソウ 高嶺松虫草 タチスズメノヒエ 立ち雀の稗
タチスミレ 立菫 タマカラマツ
タチタネツケバナ 立種漬花 タマガワホトトギス 玉川杜鵑草
タチチチコグサ 立ち父子草 タマギク 玉菊
タチツボスミレ 立坪菫 タマコウガイゼキショウ
タチテンモンドウ 立天門冬 タマザキエビネ
タチドコロ 立野老 タマザキヤマビワソウ 玉咲山枇杷草
タチドジョウツナギ 立泥鰌繋 タマサンゴ 玉珊瑚
タチネコノメソウ 立猫の目草 タマズサ
タチネコハギ 立猫萩 タマツナギ
タチネズミガヤ タマツリスゲ
タチハコベ 立繁縷 タマネギ 玉葱
タチビャクブ 立百部 タマノカンアオイ 多摩の寒葵
タチフウロ 立風露 タマノカンザシ 玉簪花
タチミゾカクシ 立溝隠 タカバシロヨメナ 玉葉白嫁菜
タチモ タマブキ 球蕗
ダッチ・アイリス タマボウキ 玉箒
タツナミソウ 立浪草 タマミクリ 玉実栗
タツノツメガヤ タマミゾイチゴツナギ
タツノヒゲ 竜の鬚 タムラソウ 田村草
タデシナヒメスゲ タメトモユリ→サクユリ 為朝百合→作百合
タデスミレ 蓼菫 タメトモユリ→テッポウユリ 為朝百合→鉄砲百合
タデノウミコンロンソウ タモトユリ
タデハギ タラノキ 楤木
タテヤマアザミ 立山薊 タルマイスゲ
タテヤマイ 立山葦 タルマイソウ 樽前草
タテヤマウツボグサ 立山靱草 ダルマエビネ 達磨海老根
タテヤマオウギ ダルマギク 達磨菊
タテヤマギク 立山菊 ダルマヒオウギ 達磨檜扇
タテヤマキンバイ 立山金梅 タレユエソウ 誰故草
タテヤマスゲ 立山菅 ダンギク 段菊
タテヤマリンドウ 立山竜胆 タンキリマメ 痰切豆、吐切豆
タニイチゴツナギ 谷苺繋 タンゲブ
タニガワコンギク 谷川紺菊 ダンゴギク 団子菊
タニガワスゲ 谷川菅 ダンダンキキョウ 段々桔梗
タニギキョウ 谷桔梗 ダンチク 暖竹
タニジャコウソウ 谷麝香草 ダンドタムラソウ 段戸田村草
タニスゲ 谷菅 ダンドボロギク 段戸襤褸菊
タニソバ 谷蕎麦 タンナトリカブト 丹那鳥兜 
タニタデ 谷蓼 タンナヤマハハコ 丹那山母子
タニマスミレ 谷間菫 タンバヤブレガサ 丹波破れ傘
タニミツバ 谷三つ葉
タヌキアヤメ 狸文目
タヌキコマツナギ 狸の駒繋
タヌキノショクダイ 狸の燭台
タヌキマメ 狸豆
タヌキモ 狸藻
タヌキラン 狸蘭
タネガシマカイロラン
タネガシマシコウラン 種子島指甲蘭
タネガシマムヨウラン 種子島無葉蘭
タネツケバナ 種漬花
タネヒリグサ
タビラコ→キュウリグサ 田平子→キュウリグサ
タビラコ→コオニタビラコ 田平子→小鬼田平子
タマイ



タマガヤツリ 球蚊帳吊

野草名 和名 野草名 和名
チイサンウシノケグサ チヂミザサ 縮み笹
チガヤ チトセバイカモ 千歳梅花藻
チカラシバ 力芝 チドメグサ 血止草
チクセツニンジン 竹節人参 チドリソウ 千鳥草
チクセツラン 竹節蘭 チビウキクサ
チクマハッカ 筑摩薄荷 チメクサ 知女久佐
チクリンカ チモシー
チケイラン 竹螵蘭 チャガヤツリ 茶蚊帳吊
チゴザサ 稚児笹 チャシバスゲ
チゴユリ 稚児百合 チャボイ
チシオスミレ 血潮菫 チャボイナモリ 矮鶏稲森
チシマアザミ 千島薊 チャボカラマツ 矮鶏唐松
チシマアマナ 千島甘菜 チャボシライトソウ 矮鶏白糸草
チシマイワブキ 千島岩蕗 チャボゼキショウ 矮鶏石菖
チシマウスバスミレ 千島薄葉菫 チャボタイゲキ
チシマウスユキソウ 千島薄雪草 チャボチドリ 矮鶏千鳥
チシマオドリコソウ 千島踊子草 チャボツメレンゲ 矮鶏爪蓮華
チシマカニツリ 千島蟹釣 チャボホトトギス 矮鶏杜鵑草
チシマガリヤス 千島 チャラン
チシマギキョウ 千島桔梗 チャルメルソウ 哨吶草
チシマキンバイ 千島金梅 チャンパギク 占城菊
チシマキンレイカ 千島金鈴花 チュウゴクホトトギス 中国杜鵑
チシマクモマグサ 千島雲間草 チュウゼンジスゲ
チシマゲンゲ 千島紫雲英 チョウカイアザミ 鳥海薊
チシマコザクラ 千島小桜 チョウカイフスマ 鳥海衾
チシマコハマギク 千島小浜菊 チョウジギク 丁子菊
チシマスズメノヒエ 千島雀の稗 チョウジソウ 丁字草
チシマゼキショウ 千島石菖 チョウジタデ 丁字蓼
チシマセンブリ 千島千振 チョウセンアサガオ 朝鮮朝顔
チシマソモソモ チョウセンカメバソウ 朝鮮亀葉草
チシマツガザクラ 千島栂桜 チョウセンカラスウリ 朝鮮烏瓜
チシマツメクサ 千島爪草 チョウセンガリヤス 朝鮮刈安
チシマドジョウツナギ 千島泥鰌繋 チョウセンカワラマツバ 朝鮮河原松葉
チシマトリカブト 千島鳥兜 チョウセンキハギ 朝鮮萩
チシマネコノメソウ 千島猫の目草 チョウセンキンミズヒキ 朝鮮金水引
チシマノキンバイソウ 千島金梅草 チョウセンツリフネ 朝鮮釣船
チシマヒナゲシ 千島雛芥子 チョウセンニワフジ 朝鮮庭藤
チシマヒメカラマツ 千島姫唐松 チョウセンニンジン 朝鮮人参
チシマフウロ 千島風露 チョウセンノギク 朝鮮野菊
チシマホソコウガイゼキショウ 千島細笄石菖 チョウセンノコンギク 朝鮮野紺菊
チシママツバイ チョウセンマツモト 朝鮮まつもと
チシママンテマ 千島まんてんま チョウセンマンテマ 朝鮮まんてま
チシマミクリ 千島実栗 チョウセンヤマニガナ 朝鮮山山苦菜
チシマヨモギ 千島蓬 チョウセンヤマハギ 朝鮮山萩
チシマリンドウ 千島竜胆 チョウセンヨメナ 朝鮮嫁菜
チシマワレモコウ 千島吾木香 チョウセンリンドウ 朝鮮竜胆
チダケサシ 乳茸刺 チョウノスケソウ 長之助草
チダケトリアシ チョウリョウソウ 張良草
チチコグサ 父子草 チョマ 苧麻
チチコグサモドキ 父子草疑 チョロギ
チチッパベンケイ 乳葉弁慶 チョロギガヤ
チチブイワザクラ 秩父岩桜 チリウキクサ
チチブシロカネソウ 秩父白銀草 チングルマ 珍車、稚児車

チ



チチブリンドウ 秩父竜胆 チンゼイマムシグサ ちんぜい蝮草

野草名 和名 野草名 和名
ツガザクラ 栂桜 ツクバキンモンソウ 筑波金紋草
ツガルフジ 津軽藤 ツクバトリカブト 筑波鳥兜
ツガルミセバヤ 津軽見せばや ツクバネソウ 衝羽根草
ツキイゲ ツクモグサ 九十九草
ツキクサ 鴨頭草 ツシマギボウシ 対馬擬宝珠
ツキヌキオトギリ 突抜弟切 ツシマスゲ 対馬菅
ツキヌキソウ 突抜草 ツシマノダケ 対馬野竹
ツキミソウ 月見草 ツシマヒナノウスツボ 対馬雛の臼壺
ツクシアオイ 築紫葵 ツシマママコナ 対馬飯子菜
ツクシアカショウマ 筑紫赤升麻 ツシママンネングサ 対馬万年草
ツクシアザミ 筑紫薊 ツタノハイヌノフグリ 蔦葉犬陰嚢
ツクシアブラガヤ 筑紫油茅 ツタノハヒルガオ 蔦の葉昼顔
ツクシアリドオシラン 筑紫蟻通蘭 ツチアケビ 土木通、土通草
ツクシイワシャジン 筑紫岩沙参、土筆岩沙参 ツチグリ 土栗
ツクシオオガヤツリ 筑紫大蚊帳吊 ツチトリモチ 土鳥黐
ツクシガシワ 筑紫柏 ツツイトモ
ツクシカシワバハグマ 筑紫柏葉白熊 ツツナガユリ
ツクシガヤ ツヅラフジ 葛藤
ツクシキケマン 筑紫黄華鬘 ツナソ 綱麻
ツクシクガイソウ 筑紫九蓋草 ツノギリソウ 角切草
ツクシクサボタン 筑紫草牡丹 ツバメオモト 燕万年青
ツクシクロイヌノヒゲ ツブラトンボソウ つぶら蜻蛉草
ツクシコウモリソウ 筑紫蝙蝠草 ツボクサ 壺草・坪草
ツクシコゴメグサ 筑紫小米草 ツボスミレ 坪菫
ツクシシオガマ 筑紫塩竃 ツボミオオバコ 蕾大葉子
ツクシショウジョウバカマ 筑紫猩々袴 ツマトリソウ 褄取草
ツクシスズメノカタビラ 筑紫雀の帷子 ツメクサ 爪草
ツクシスミレ 筑紫菫 ツメレンゲ 爪蓮華
ツクシゼリ 筑紫芹 ツユクサ 露草
ツクシタチドコロ 筑紫立野老 ツユクサシュスラン 露草繻子蘭
ツクシタツナミソウ 筑紫立浪草 ツリガネニンジン 釣鐘人参
ツクシタマボウキ 筑紫玉箒 ツリガネラン
ツクシチドリ 筑紫千鳥 ツリシュスラン 釣繻子蘭
ツクシチャルメルソウ 築紫哨吶草 ツリフネソウ 釣船草、吊舟草
ツクシテンナンショウ 筑紫天南星 ツルアズキ 蔓小豆
ツクシトウキ 筑紫当帰 ツルアブラガヤ 蔓油茅
ツクシトウヒレン 筑紫唐飛廉 ツルアリドオシ 蔓蟻通し
ツクシトラノオ 筑紫虎の尾 ツルウリクサ 蔓瓜草
ツクシナルコ ツルカコソウ 蔓鹿の子草
ツクシネコノメソウ 筑紫猫の目草 ツルガシワ 蔓柏
ツクシノダケ 筑紫野竹 ツルカノコソウ 蔓鹿の子草
ツクシノハギ 筑紫野萩 ツルカミカワスゲ
ツクシハナミョウガ 筑紫花茗荷 ツルカメバソウ 蔓亀葉草
ツクシヒトツバテンナンショウ 筑紫一ツ葉天南星 ツルギカンギク
ツクシフウロ 筑紫風露 ツルギキョウ 蔓桔梗
ツクシボウフウ 筑紫防風 ツルキジムシロ 蔓雉蓆
ツクシポドステモン ツルキツネノボタン 蔓狐の牡丹
ツクシマムシグサ 筑紫蝮草 ツルキンバイ 蔓金梅
ツクシマンネングサ 筑紫万年草 ツルクモマグサ 蔓雲間草
ツクシミカエリソウ 筑紫見返草 ツルケマン 蔓華鬘
ツクシミノボロスゲ ツルコケモモ 蔓苔桃
ツクシメナモミ 筑紫雌なもみ ツルシロカネソウ 蔓白銀草
ツクシヤマアザミ 筑紫山薊 ツルスゲ 蔓菅

ツ



ツクネイモ ツルセンノウ 蔓仙翁
ツルソバ 蔓蕎麦
ツルタチツボスミレ 蔓立坪菫
ツルタデ 蔓蓼
ツルツチアケビ 蔓土通草
ツルドクダミ 蔓毒痛
ツルナ 蔓菜
ツルニガクサ 蔓苦草
ツルニンジン 蔓人参
ツルネコノメソウ 蔓猫の目草
ツルノゲイトウ 蔓野鶏頭
ツルハコベ 蔓繁縷
ツルフジバカマ 蔓藤袴
ツルボ 蔓穂
ツルマオ 蔓苧麻
ツルマオモドキ 蔓梅擬
ツルマメ 蔓豆
ツルマンネングサ 蔓万年草
ツルメドハギ
ツルモウリンカ 蔓茉莉花
ツルヨシ 蔓葦
ツルラン 鶴蘭
ツルリンドウ 蔓竜胆
ツルレイシ 蔓茘枝
ツレサギソウ 連鷺草
ツワブキ 石蕗

野草名 和名 野草名 和名
テイショウソウ 禎祥草 テンツキ 点突
テイネニガクサ テンナンショウ 天南星
ディモルフォテカ テンニンソウ 天人草
テガタチドリ 手形千鳥 テンモンドウ 天門冬
テガヌマイ
テキリスゲ 手切り菅
テシオコザクラ 天塩小桜
テシオソウ 天塩草
テッポウユリ 鉄砲百合
テバコマンテマ 手箱まんてま
テバコモミジガサ 手箱紅葉傘
テリハアカショウマ 照葉赤升麻
テリハアザミ 照り葉薊
テリハオオバコ 照葉大葉子
テリハキンバイ 照葉金梅
テリハタチツボスミレ 照葉立坪菫
テリハチダケサシ 照葉乳蕈刺
テリハニシキソウ 照葉錦草
テリハノブドウ 照葉野葡萄
テリハブシ 照葉附子
テリハボク 照葉木
テリミノイヌホオズキ 照実の犬酸漿
デワノタツナミソウ 出羽の立浪草
テンガイユリ 天蓋百合
テンキグサ
テングクワガタ 天狗鍬形
テングスミレ 天狗菫

テ



テンジクスゲ 天狗菅

野草名 和名 野草名 和名
ドイツスズラン 独逸鈴蘭 ドクムギ 毒麦
トウオオバコ 唐大葉子 トクワカソウ 徳若草
トウカイタンポポ 東海蒲公英 トゲアザミ 棘薊
トウキ 当帰 トゲオナモミ
トウギボウシ 唐擬宝珠 トゲソバ 棘蕎麦
トウゲオトギリ 峠弟切 トゲナシカカラ
トウゲブキ 峠蕗 トゲナシゴヨウイチゴ 棘無五葉苺
トウゴクサバノオ 東国鯖の尾 トゲナシヤエムグラ 棘無八重葎
トウゴクシソバタツナミ 東国紫蘇葉立浪草 トゲホザキノフサモ
トウササクサ 唐笹草 トゲミノキツネノボタン 棘実の狐の牡丹
トウサワトラノオ 悼沢虎の尾 トゲミミズヒキモ
トウシャジン 唐沙参 トゲヤマルリソウ 棘山瑠璃草
トウシンソウ 灯心草 トケンラン 杜鵑蘭
トウダイグサ 燈台草 トサオトギリ 土佐弟切
トウテイラン 洞庭藍 トサカメオトラン 鶏冠夫婦蘭
トウトボシガラ トサコゴメグサ 土佐小米草
トウヌマゼリ 唐沼芹 トサトウヒレン 土佐塔飛廉
トウノアザミ トサノアオイ 土佐の葵
トウバナ 塔花 トサノカモメヅル 土佐の鴎蔓
トウヒゴタイ トサノギボウシ 土佐の擬宝珠
トウビャクブ 唐百部 トサノチャルメルソウ 土佐の哨吶草
トウマツムシソウ トサノモミジガサ 土佐の紅葉傘
ドウモンワニグチソウ 洞門鰐口草 トサボウフウ 土佐防風
トウヤクリンドウ 当薬竜胆 ドジョウツナギ 泥鰌繋
トウリンドウ 唐竜胆 トダイアカバナ 戸台赤花
トウロウソウ 灯篭草 トバシバ 戸田芝
トウワタ 唐綿 トダスゲ 戸田菅
トガクシインチン 戸隠茵陳 トチカガミ 鼈鏡
トガクシオトギリ 戸隠弟切 トチナ
トガクシギク 戸隠菊 トチナイソウ 栃内草
トガクシコゴメグサ 戸隠小米草 トチバニンジン 栃葉人参
トガクシショウマ 戸隠升麻 トネアザミ 利根薊
トガクシソウ 戸隠升麻 トネテンツキ 利根点突
トガクシナズナ 戸隠薺 トビシマカンゾウ 飛島萓草
トカチエンレイソウ 十勝延齢草 トボシガラ 点火茎
トカチフウロ 十勝風露 トマリスゲ 泊菅
トキイロフデリンドウ 朱鷺色筆竜胆 トモエシオガマ 巴塩釜
トキソウ 朱鷺草 トモエソウ 巴草
トキヒサソウ トモシロソウ 友知草
トキホコリ トラキチラン 寅吉蘭
トキリマメ 吐切豆 トラノオジソ 虎の尾紫蘇
トキワイカリソウ 常葉碇草 トラノオスズカケ 虎の尾鈴懸
トキワカモメヅル 常磐鴎蔓 トラノハナヒゲ 虎の鼻髭
トキワカワゴケソウ トリアシショウマ 鳥足升麻
トキワサルトリイバラ 常葉猿捕茨 トリガタハンショウヅル 鳥形半鐘蔓
トキワススキ 常磐薄 トリゲモ
トキワハゼ 常磐爆 トレニア 花瓜草
トキワヤブハギ 常盤藪萩 ドロイ
トキンソウ 吐金草 トロロアオイ 黄蜀葵
トクサラン 木賊蘭 トンボソウ 蜻蛉草
ドクゼリ 毒芹
トクダマ
ドクダミ 毒溜

ト



トクノシマエビネ 徳之島海老根

野草名 和名 野草名 和名
ナアザミ 菜薊 ナガヒゲガリヤス
ナエバキスミレ 苗場黄菫 ナガボテンツキ 長穂天突
ナガイモ 長芋 ナガボノアカワレモコウ 長穂の赤吾亦紅
ナガエアカバナ 長柄赤花 ナガボノコジュズスゲ
ナガエコナスビ 長柄小茄子 ナガボノシロワレモコウ 長穂の白吾亦紅
ナガエチャボゼキショウ 長柄矮鶏石菖 ナガミノオニシバ
ナガエノアザミ 長柄薊 ナガミノツルケマン 長実の蔓華曼
ナガエフタバムグラ 長柄双葉葎 ナガミハマナタマメ 長実浜鉈豆
ナガエミクリ 長柄実栗 ナギ 梛
ナカガワノギク 那賀川野菊 ナギナタガヤ
ナガサキオトギリ 長崎弟切 ナギナタコウジュ 薙刀香薷
ナガサキシャジン 長崎沙参 ナギラン 梛蘭
ナガサキマンネングサ 長崎万年草 ナキリスゲ 菜切菅
ナガバアサガオ 長葉朝顔 ナゴラン 名護蘭
ナガバアリノトウグサ 長葉蟻塔草 ナス 茄子
ナガバイボクサ 長葉疣草 ナズナ 薺
ナガバイラクサ 長葉刺草 ナスノクロイヌノヒゲ 那須の黒犬髭
ナガバエビモ ナスノヒオウギアヤメ 那須の檜扇菖蒲
ナガバカキノハグサ 長葉柿の葉草 ナタマメ 鉈豆
ナガバカラマツ 長葉落葉松 ナツエビネ 夏海老根
ナガバギシギシ 長葉羊蹄 ナツカラマツ 夏唐松
ナガバキタアザミ 長葉北薊 ナツズイセン 夏水洗
ナガハグサ 長葉草 ナツトウダイ 夏燈台
ナガバクロカモメヅル 長葉黒鴎蔓 ナツノウナギツカミ 夏の鰻攫
ナガバコウゾリナ 長葉剃刀菜・顔剃菜 ナツノタムラソウ 夏の田村草
ナガバサンショウソウ 長葉山椒草 ナガツガママンネングサ
ナガハシスミレ 長嘴菫 ナハカノコソウ 那覇鹿の子草
ナガハシマムシソウ ナハキハギ 那覇萩
ナガバジャノヒゲ 長葉蛇の髭 ナベナ 鍋菜
ナガバシュロソウ 長葉綜櫚草 ナベワリ
ナガバシラヤマギク 長葉白山菊 ナミウチマムシグサ
ナガバシロヨメナ 長葉白嫁菜 ナミキソウ 波来草
ナガバスズメノヒエ 長葉雀の稗 ナメラダイモンジソウ 滑大文字草
ナガバタチツボスミレ 長葉立坪菫 ナメルギボウシ 滑る偽宝珠
ナガバツガザクラ 長葉栂桜 ナヨクサフジ 弱草藤
ナガバツメクサ 長葉爪草 ナヨテンマ 弱天麻
ナガバトンボソウ 長葉蜻蛉草 ナヨナヨコゴメグサ
ナガバノイシモチソウ 長葉の石持草 ナリヤラン 成屋蘭
ナガバノイワベンケイ 長葉の岩弁慶 ナルコスゲ 鳴子菅
ナガバノウナギツカミ 長葉の鰻攫 ナルコビエ 鳴子稗
ナガバノキソチドリ 長葉の木曽千鳥 ナルコユリ 鳴子百合
ナガバノキリンソウ 長葉の麒麟草 ナルトオウギ
ナガバノコウヤボウキ 長葉の高野箒 ナンカイアオイ 南海葵
ナガバノサワハコベ 長葉の沢繁縷 ナンカイギボウシ 南海擬宝珠
ナガバノスミレサイシン 長葉の菫細辛 ナンカイシュスラン 南海繻子蘭
ナガバノモウセンゴケ 長葉の毛氈苔 ナンキンコザクラ 南京小桜
ナガバノヤノネグサ 長葉の矢の根草 ナンゴクウラシマソウ 南国浦島草
ナガバハグマ 長葉白熊 ナンゴクカモメヅル 南国鴎蔓
ナガバハマササゲ 長葉浜大角豆 ナンゴククガイソウ 南国九蓋草
ナガバハマミチヤナギ ナンゴククサスギカズラ 南国草杉蔓
ナガバヒメフタバラン 長葉姫双葉蘭 ナンゴクチョウセンヤマハギ 南国朝鮮山萩
ナガバマムシグサ 長葉蝮草 ナンゴクナツトウダイ 南国夏燈台
ナガバヤクシソウ 長葉薬師草 ナンゴクネジバナ 南国捩花

ナ



ナガバヤブマオ 長葉藪苧麻 ナンゴクホウチャクソウ 南国宝鐸草
ナンザンスミレ 南山菫
ナンタイブシ
ナンテンハギ 南天萩
ナンバンアカバナアズキ 南蛮赤花小豆
ナンバンカラムシ 南蛮茎蒸
ナンバンカンゾウ 南蛮萱草
ナンバンギセル 南蛮煙管
ナンバンキンギンソウ 南蛮金銀草
ナンバンコマツナギ 南蛮駒繋
ナンバンツユクサ 南蛮露草
ナンバンハコベ 南蛮繁縷
ナンブアザミ 南部薊
ナンブイヌナズナ 南部犬薺
ナンブソウ 南部草
ナンブソモソモ 南部そもそも
ナンブトウウチソウ 南部唐打草
ナンブトウヒレン 南部飛簾
ナンブトラノオ 南部虎の尾
ナンブワチガイソウ 南部輪違い草

野草名 和名 野草名 和名
ニイガタガヤツリ 新潟蚊帳吊 ニッポンイヌノヒゲ 日本犬の髭
ニイタカチドリ 新高千鳥 ニドハギ
ニイタカナガバマンネングサ 新高長葉万年草 ニュウメンラン 入面蘭
ニオイエビネ 匂海老根 ニョイスミレ 如意菫
ニオイカラマツ 臭唐松 ニョホウチドリ 女峰千鳥
ニオイグサ ニラ 韮
ニオイタチツボスミレ 匂立壷菫 ニラバラン 韮葉蘭
ニオイタデ 香蓼 ニリンソウ 二輪草
ニオウヤブマオ 仁王藪苧麻 ニワゼキショウ 庭石菖
ニガカシュウ 苦荷首烏 ニワフジ 庭藤
ニガクサ 苦草 ニワホコリ 庭埃
ニガナ 苦菜 ニワヤナギ 庭柳
ニガナノキ ニンニク 蒜
ニクジュヨウ 肉従蓉
ニコゲヌカキビ
ニジガハマギク 虹ヶ浜菊
ニシキゴロモ 錦衣
ニシキソウ 錦草
ニシキハギ 錦萩
ニシキミヤコグサ 錦都草
ニシダケササバギンラン 西岳笹葉銀蘭
ニシノホンモンジスゲ 西の本門寺菅
ニシノヤマクワガタ 西の山鍬形
ニシノヤマタイミンガサ 西山大明傘
ニシヨモギ 西蓬
ニッコウアザミ 日光薊
ニッコウオトギリ 日光弟切
ニッコウキスゲ 日光黄菅
ニッコウコウガイゼキショウ 日光笄石菖
ニッコウシラハギ 日光白萩
ニッコウチドリ 日光千鳥
ニッコウネコノメ 日光猫の目
ニッコウハリスゲ 日光針菅

ニ



ニッコウヤマオトギリ 日光山弟切

野草名 和名
ヌイオスゲ
スカカゼクサ
ヌカキビ 糠黍
ヌカスゲ 糠菅
ヌカボ 糠穂
ヌカボガエリ
ヌカボシソウ 糠星草
ヌカボタデ 糠穂蓼
ヌカボミチヤナギ
ヌスビトハギ 盗人萩
ヌプリポツメクサ
ヌマアゼスゲ 沼畦菅
ヌマイチゴツナギ 沼苺繋
ヌマカゼクサ
ヌマガヤ 沼芽
ヌマガヤツリ 沼蚊帳吊
ヌマクロボスゲ
ヌマスゲ 沼菅
ヌマゼリ 沼芹
ヌマダイオウ 沼大黄
ヌマダイコン 沼大根
ヌマトラノオ 沼虎の尾
ヌマハコベ 沼繁縷
ヌマハリイ 沼針藺
ヌメリグサ 滑り草

野草名 和名 野草名 和名
ネギ 葱 ネムロハコベ 根室繁縷
ネコアサガオ 猫朝顔 ネムロホシクサ
ネコジャラシ 猫じゃらし
ネコノシタ 猫の舌
ネコノメソウ 猫の目草
ネコハギ 猫萩
ネコヤマヒゴタイ 猫山平江帯
ネジイ
ネジバナ 綟摺
ネジレモ
ネズミガヤ 鼠萱
ネズミシバ 鼠芝
ネズミノオ 鼠の尾
ネズミムギ 鼠麦
ネナシカズラ 根無葛
ネバリタデ 粘り蓼
ネバリノギラン 粘り芒蘭
ネバリノミノツヅリ
ネバリハコベ 粘り繁縷
ネビキグサ 根引草
ネビキミヤコグサ 根引都草
ネムチャ
ネムロコウホネ 根室河骨
ネムロシオガマ 根室塩竈
ネムロスゲ 根室菅

ヌ

ネ



ネムロチドリ 根室千鳥

野草名 和名 野草名 和名
ノアサガオ 野朝顔
ノアザミ 野薊
ノアズキ 野小豆
ノウゴウイチゴ 能郷苺
ノウルシ 野漆
ノカラマツ 野唐松
ノガリヤス 野刈安
ノカンゾウ 野萱草
ノギラン 芒蘭
ノグサ 野草
ノゲイトウ 野鶏頭
ノゲシ 野芥子
ノコギリソウ 鋸草
ノコンギク 野紺菊
ノササゲ 野大角豆
ノジアオイ 野路葵
ノジギク 野路菊
ノジスミレ 野路菫
ノジトラノオ 野路虎の尾
ノシュンギク 野春菊
ノシラン 熨斗蘭
ノソリホシクサ
ノダイオウ 野大黄
ノダケ 野竹
ノダケモドキ 野竹擬き
ノタヌキモ 野狸藻
ノヂシャ 野萵苣
ノチドメ 野血止
ノッポロガンクビソウ 野幌雁首草
ノテンツキ 野点突
ノニガナ 野苦菜
ノハナショウブ 野花菖蒲
ノハラアザミ 野原薊
ノハラクサフジ 野原草藤
ノハラスズメノテッポウ 野原雀の鉄砲
ノハラツメクサ 野原詰草
ノハラテンツキ 野原点突
ノハラヒジキ
ノハラムラサキ 野原紫
ノビネチドリ 延根千鳥
ノヒメユリ 野姫百合
ノビル 野蒜
ノブキ 野蕗
ノブドウ 野葡萄
ノボロギク 野襤褸菊
ノマアザミ 野間薊
ノマダケカンアオイ 野間岳寒葵
ノミノツヅリ
ノミノフスマ 蚤の衾
ノヤマトンボ 野山蜻蛉
ノリクラアザミ 乗鞍薊
ノルゲスゲ

ノ



野草名 和名 野草名 和名
バアソブ 婆蕎・婆雀斑 ハクツル 白鶴
ハイオトギリ 這弟切 ハクバブシ 白馬付子
バイカイカリソウ 梅花碇草 ハクホウナズナ 白鳳薺
バイカオウレン 梅花黄蓮 ハグロソウ 葉黒草
バイカモ 梅花藻 ハクロバイ 白露梅
ハイキツネノボタン 這狐の牡丹 ハゲイトウ 葉鶏頭
ハイキビ 這黍 ハコネギク 箱根菊
ハイキンポウゲ 這金鳳花 ハコネコメツツジ 箱根米躑躅
ハイクサネム 這草合歓 ハコネシロカネソウ 箱根白銀草
バイケイソウ 梅蕙草 ハコネトリカブト 箱根鳥兜
バイケイラン 梅蕙蘭 ハコネヒヨドリ 箱根鵯
ハイコヌカグサ 這小糠草 ハコネラン 箱根蘭
ハイシバ ハコベ 繁縷
ハイタムラソウ 這田村草 ハコベマンネングサ 繁縷万年草
ハイチゴザサ 這稚児笹 ハゴロモギク 羽衣菊
ハイドジョウツナギ 這泥鰌繋 ハゴロモグサ 羽衣草
ハイニシキソウ 這錦草 ハゴロモヒカゲミツバ 羽衣日陰三つ葉
ハイヌメリグサ ハゴロモホトトギス 羽衣杜鵑
ハイハマボッス 這浜払子 ハゴロモモ 羽衣藻
ハイビユ 這い覓 ハシカグサ 麻疹草
ハイマキエハギ バシクルモン
ハイミチヤナギ 這道柳 ハシナガカンスゲ 嘴長寒菅
ハイメドハギ 這蓍萩 ハシナガヤマサギソウ 嘴長山鷺草
バイモ 貝母 ハシリドコロ 走野老
ハイルリソウ 這瑠璃草 ハス 蓮
ハウチワテンナンショウ 葉団扇天南星 ハスノハカズラ 蓮の葉葛
ハエジゴク 蠅捕草 ハゼラン 爆蘭
ハエドクソウ 蠅毒草 ハダカツユクサ
ハエトリソウ 蠅捕草 ハダカホオズキ 裸酸漿
ハガクレスゲ ハタガヤ 畑茅
ハガクレツリフネ 葉隠釣舟 ハタケテンツキ
ハガクレナガミラン 葉隠長実蘭 ハタザオ 旗竿
ハギカズラ 萩葛 ハタササゲ 旗捧げ
ハギクソウ 葉菊草 ハタベスゲ
ハキダメギク 掃溜菊 ハチジョウイタドリ 八丈虎杖
ハクウンラン 白雲蘭 ハチジョウイノコズチ 八丈猪の子槌
ハクサイ 白菜 ハチジョウオトギリ 八丈弟切
ハクサンアザミ 白山薊 ハチジョウカンスゲ 八丈寒菅
ハクサンイチゲ 白山一花 ハチジョウギボウシ 八丈擬宝珠
ハクサンイチゴツナギ 白山苺繋 ハチジョウコゴメグサ 八丈小米草
ハクサンオオバコ 白山大葉子 ハチジョウシュスラン 八丈繻子蘭
ハクサンオミナエシ 白山女郎花 ハチジョウショウマ 八丈升麻
ハクサンカメバヒキオコシ 白山亀葉引起こし ハチジョウススキ 八丈薄
ハクサンコザクラ 白山小桜 ハチジョウチドリ 八丈千鳥
ハクサンサイコ 白山柴胡 ハチジョウツレサギ 八丈連鷺
ハクサンシャジン 白山沙参 ハチジョウナ 八丈菜
ハクサンスゲ 白山菅 ハチジョウネッタイラン 八丈熱帯蘭
ハクサンタイゲキ 白山大戟 ハッカ 薄荷
ハクサンチドリ 白山千鳥 ハツシマカンアオイ 初島寒葵
ハクサントリカブト 白山鳥兜 ハツシマラン 初島蘭
ハクサンハタザオ 白山旗竿 ハトムギ 鳩麦
ハクサンフウロ 白山風露 ハナイカリ 花碇
ハクサンボウフウ 白山防風 ハナイソギク 花磯菊

ハ



ハクセンナズナ 白癬薺 ハナイバナ 葉内花
ハナイボクサ ハマオモト 浜万年青
ハナウド 花独活 ハマカキラン 浜柿蘭
ハナウリクサ 花瓜草 ハマガヤ 浜茅
ハナガサギク 花笠菊 ハマカンギク 浜寒菊
ハナカズラ 花鬘 ハマカンザシ 浜簪
ハナカタバミ 花片喰・花傍食 ハマカンゾウ 浜萓草
ハナキリン 花麒麟 ハマギク 浜菊
ハナキンポウゲ 花金鳳花 ハマグルマ→クマノギク 浜車→熊野菊
ハナクサアジサイ 花草紫陽花 ハマグルマ→ネコノシタ 浜車→猫の舌
ハナクサキビ 花草黍 ハマクワガタ 浜鍬形
ハナジオウ 花地黄 ハマコウゾリナ 浜髪剃菜
ハナシノブ 花忍 ハマコンギク 浜紺菊
ハナショウブ 花菖蒲 ハマサジ 浜匙
ハナゼキショウ 花石菖 ハマサルトリイバラ 浜猿捕茨
ハナダイコン 花大根 ハマシオン 浜紫苑
ハナタツナミソウ 花立浪草 ハマスゲ 浜菅
ハナタデ 花蓼 ハマゼリ 浜芹
ハナチダケサシ 花乳茸刺 ハマタイゲキ 浜大戟
ハナナズナ 花薺 ハマダイコン 浜大根
ハナニガナ 花苦菜 ハマタイセイ 浜大青
ハナネコノメ 花猫の目 ハマダイモンジソウ 浜大文字草
ハナハタザオ 花旗竿 ハマタマボウキ 浜玉箒
ハナハマサジ 花浜匙 ハマチャヒキ 浜茶挽
ハナビガヤ 花火茅 ハマツメクサ 浜爪草
ハナビスゲ 花火菅 ハマトラノオ 浜虎の尾
ハナビゼキショウ 花火石菖 ハマナタマメ 浜鉈豆
ハナビゼリ 花芹 ハマナデシコ 浜撫子
ハナヒリグサ ハマニガナ 浜苦菜
ハナホシクサ ハマニンニク 浜大蒜
ハナマガリスゲ ハマネナシカズラ 浜根無し葛
ハナマキアザミ 花巻薊 ハマハコベ 浜繁縷
ハナマメ 花豆 ハマハタザオ 浜旗竿
ハナミョウガ 花茗荷 ハマヒエガエリ 浜稗返り
ハナムグラ 花葎 ハマビシ 浜菱
ハネガヤ 羽茅 ハマヒナノウスツボ 浜雛の臼壷
ハノジエビネ 八の字海老根 ハマヒルガオ 浜昼顔
ハハコグサ 母子草 ハマフウロ 浜風露
ハハコヨモギ 母子蓬 ハマベノギク 浜辺野菊
ハバヤマボクチ 葉場山火口 ハマベンケイソウ 浜弁慶草
バヒアグラス ハマボウフウ 浜防風
パピルス ハマボッス 浜払子
ハブカズラ 波布蔓 ハママツナ 浜松菜
ハブソウ 波布草 ハママンネングサ 浜万年草
ハマアオスゲ 浜青菅 ハマミチヤナギ 浜道柳
ハマアカザ 浜藜 ハマムギ 浜麦
ハマアザミ 浜薊 ハマヤブマオ 浜藪苧麻
ハマアズキ 浜小豆 ハマユウ 浜木綿
ハマイ 浜藺 ハマヨモギ 浜蓬
ハマイブキボウフウ 浜伊吹防風 ハマレンゲ 浜蓮華
ハマウツボ 浜靫 ハマワスレナグサ 浜勿忘草、浜忘れな草
ハマウド 浜独活 ハヤチネウスユキソウ 早池峰薄雪草
ハマエノコロ 浜狗尾草 ハライヌノヒゲ はら犬の髭
ハマエンドウ 浜豌豆 ハリカガノアザミ はりかが野薊
ハマオギ 浜荻 ハリガネカズラ 針金葛
ハマオトコヨモギ 浜男蓬 ハリガネスゲ 針金菅



ハマオミナエシ 浜女郎花 ハリコウガイゼキショウ 針笄石菖蒲
ハリヒジキ
ハリヒメハギ はり姫萩
ハリビユ 針莧
ハリフタバ 針双葉
ハリベンチャルメルソウ 針弁哨吶草
ハルオミナエシ 春女郎花
ハルガヤ 春茅
ハルカラマツ 春唐松
ハルカンラン 春寒蘭
ハルザキヤツシロラン 春咲八代蘭
ハルジオン 春紫菀
ハルタデ 春蓼
ハルトラノオ 春虎ノ尾
ハルナユキザサ 榛名雪笹
ハルノタムラソウ 春の田村草
ハルノノゲシ 春の野芥子
パルマロサグラス
ハルユキノシタ 春雪の下
ハルリンドウ 春龍胆
ハンカイシオガマ 樊噌塩竃
ハンカイソウ 樊噲草
ハンゲ 半夏
ハンゲショウ 半夏生
ハンゴンソウ 反魂草
ハンショウヅル 半鐘蔓
バンジンガンクビソウ
バンダイクワガタ 磐梯鍬形
バンダイショウマ 磐梯升麻
パンパスグラス

野草名 和名 野草名 和名
ヒイラギソウ 柊草 ヒゲナガトンボ 髭長蜻蛉
ヒエ 稗 ヒゲナシイタチササゲ
ヒエガエリ 稗返り ヒゲナデシコ 髭撫子
ヒエスゲ 稗菅 ヒゲネワチガイソウ 髯根輪違草
ヒオウギ 檜扇 ヒゲノガリヤス 髭野刈安
ヒオウギアヤメ 檜扇菖蒲 ヒゲハリスゲ 髭針菅
ヒカゲイノコズチ 日陰猪子槌 ヒゴ
ヒカゲシラスゲ 日陰白菅 ヒゴイカリソウ 肥後錨草
ヒカゲスゲ 日陰菅 ヒゴオミナエシ 肥後女郎花
ヒカゲスミレ 日陰菫 ヒゴキケマン
ヒカゲハリスゲ 日陰髭針菅 ヒゴクサ 肥後草
ヒカゲヒメジソ 日陰姫紫蘇 ヒゴシオン 肥後紫苑
ヒカゲミズ 日陰みず ヒゴスミレ 肥後菫
ヒカゲミツバ 日陰三つ葉 ヒゴタイ 平江帯
ヒガンバナ 彼岸花 ヒゴビャクゼン 肥後白前
ヒガンマムシグサ 彼岸蝮草 ヒゴロモソウ 緋衣草
ヒキオコシ 引起 ヒシ 菱
ヒキノカサ 蛙の傘 ヒシモドキ 菱擬
ヒキヨモギ 引蓬 ヒダアザミ
ヒゲクサ 髭草 ヒダカイワザクラ 日高岩桜
ヒゲシバ 髭芝 ヒダカエンレイソウ 日高延齢草
ヒゲスゲ 髭菅 ヒダカゲンゲ 日高紫雲英
ヒゲナガコメススキ 髭長米薄 ヒダカソウ 日高草

ヒ



ヒゲナガスズメノチャヒキ 髭長雀の茶挽 ヒダカトウヒレン 日高唐飛簾
ヒダカトリカブト 日高鳥兜 ヒメイ 姫藺
ヒダカハナシノブ 日高花忍 ヒメイカリソウ 姫碇草
ヒダカミセバヤ 日高みせばや ヒメイズイ 姫委ずい
ヒダカミヤマノエンドウ 日高美山の豌豆 ヒメイチゲ 姫一華
ヒツジグサ 未草 ヒメイヌビエ 犬犬稗
ビッチュウアザミ 備中薊 ヒメイバラモ
ビッチュウフウロ 備中風露 ヒメイワカガミ 姫岩鏡
ビッチュウヤマハギ 備中山萩 ヒメイワギボウシ 姫岩擬宝珠
ヒッツキアザミ ヒメイワショウブ 姫岩菖蒲
ヒデコ ヒメイワタデ 姫岩蓼
ヒデリコ 日照子 ヒメイワベンケイ 姫岩弁慶
ヒトツバイチヤクソウ 一葉一薬草 ヒメウキガヤ 姫浮茅
ヒトツバエゾスミレ 一葉蝦夷菫 ヒメウキクサ 姫浮草
ヒトツバキソチドリ 一葉木曽千鳥 ヒメウシオスゲ
ヒトツバショウマ 一葉升麻 ヒメウズ 姫烏頭
ヒトツバテンナンショウ 一葉天南星 ヒメウスユキソウ 姫薄雪草
ヒトツバヨモギ 一葉蓬 ヒメウズラヒトハラン
ヒトツボクロ 一つ黒子 ヒメウマノアシガタ 姫馬の足形
ヒトツボクロモドキ 一黒子擬き ヒメウマノミツバ 姫馬の三葉
ヒトモトススキ 一本薄 ヒメウメバチソウ 姫梅鉢草
ヒトヨシテンナンショウ 人吉天南星 ヒメウラシマソウ 姫浦島草
ヒトリガヤツリ ヒメウワバミソウ 姫蟒蛇草
ヒトリシズカ 一人静 ヒメエゾネギ 姫蝦夷葱
ヒナアズキ 雛小豆 ヒメエンゴサク 姫延胡索
ヒナウキクサ 雛浮草 ヒメオトギリ 姫弟切
ヒナウスユキソウ 雛薄雪草 ヒメオドリコソウ 姫踊り子草
ヒナガヤツリ 雛蚊帳吊 ヒメカイウ 姫海芋
ヒナガリヤス 雛刈安 ヒメガガブタ 姫鏡蓋
ヒナカンアオイ 雛寒葵 ヒメカカラ 姫かから
ヒナギキョウ 雛桔梗 ヒメカクラン 姫鶴蘭
ヒナゲシ 雛芥子 ヒメカナリークサヨシ 姫加那利草葦
ヒナコゴメグサ 雛子米草 ヒメガマ 姫蒲
ヒナザクラ 雛桜 ヒメガヤツリ 姫蚊帳吊
ヒナザサ 雛笹 ヒメカラマツ 姫唐松
ヒナシャジン 雛沙参 ヒメカワズスゲ 姫蛙菅
ヒナスゲ 雛菅 ヒメカンアオイ 姫寒葵
ヒナスミレ 雛菫 ヒメカンガレイ 姫寒枯藺
ヒナタイノコズチ 日向猪子槌 ヒメガンクビソウ 姫雁首草
ヒナチドリ 雛千鳥 ヒメカンスゲ 姫寒菅
ヒナノウスツボ 雛の臼壺 ヒメカンゾウ 姫萓草
ヒナノカンザシ 雛の簪 ヒメキカシグサ 姫きかし草
ヒナノキンチャク 雛の巾着 ヒメキクタビラコ 姫菊田平子
ヒナノシャクジョウ 雛の錫杖 ヒメキセワタ 姫着せ綿
ヒナヒゴタイ 雛平江帯 ヒメキツネノボタン 姫狐の牡丹
ヒナラン 雛蘭 ヒメキランソウ 姫金瘡小草
ヒナリンドウ 雛竜胆 ヒメキリンソウ 姫黄輪草
ヒナミサキギク 日の御碕菊 ヒメキンポウゲ 姫金鳳花
ヒマワリ 向日葵 ヒメキンミズヒキ 姫金水引
ヒメアオガヤツリ 姫青蚊帳吊 ヒメクグ 姫莎草
ヒメアカショウマ 姫赤升麻 ヒメクズ 姫葛
ヒメアカバナ 姫赤花 ヒメクモマグサ 姫雲間草
ヒメアギスミレ 姫顎菫 ヒメクリソラン
ヒメアザミ 姫薊 ヒメクワガタ 姫鍬形
ヒメアゼスゲ ヒメグンバイナズナ 姫軍配薺
ヒメアブラススキ 姫油薄 ヒメケフシグロ 姫毛節黒



ヒメアマナ 姫甘菜 ヒメコイワカガミ 姫小岩鏡
ヒメコウガイゼキショウ 姫笄石菖 ヒメナキリスゲ
ヒメゴウソ 姫郷麻 ヒメナツトウダイ 姫夏灯台
ヒメコウホネ 姫河骨 ヒメナベワリ 姫舐割
ヒメコウモリソウ 姫蝙蝠草 ヒメナミキ 姫浪来
ヒメコゴメグサ 姫小米草 ヒメニガクサ 姫苦草
ヒメコザクラ 姫小桜 ヒメニラ 姫韮
ヒメコナスビ 姫小茄子 ヒメネズミノオ 姫鼠の尾
ヒメコヌカグサ 姫小糠草 ヒメノアズキ 姫野小豆
ヒメコバンソウ 姫小判草 ヒメノガリヤス 姫野刈安
ヒメゴヨウイチゴ 姫五葉苺 ヒメノダケ 姫野竹
ヒメサギゴケ 姫鷺苔 ヒメノハギ 姫野萩
ヒメササ 姫笹 ヒメノボタン 姫野牡丹
ヒメザゼンソウ 姫座禅草 ヒメノヤガラ 姫の矢柄
ヒメサユリ 姫小百合 ヒメバイカモ 姫梅花藻
ヒメサルダヒコ 姫猿田彦 ヒメハギ 姫萩
ヒメシオン 姫紫苑 ヒメハッカ 姫薄荷
ヒメジガバチソウ 姫似我蜂草 ヒメハブカズラ
ヒメジシバリ 姫地縛り ヒメハマナデシコ 姫浜撫子
ヒメジソ 姫紫蘇 ヒメハリイ 姫針藺
ヒメシャガ 姫著莪 ヒメヒゴタイ 姫平江帯
ヒメシャクナゲ 姫石楠花 ヒメビシ 姫菱
ヒメシャジン 姫沙参 ヒメヒャクリコウ 姫百里香
ヒメジュズスゲ 姫数珠菅 ヒメヒラテンツキ 姫点突
ヒメジョオン 姫女菀 ヒメフウロ 姫風露
ヒメシラスゲ 姫白菅 ヒメフタバラン 姫双葉蘭
ヒメシロアサザ 姫白阿佐佐 ヒメヘビイチゴ 姫蛇苺
ヒメシロネ 姫白根 ヒメホタルイ 姫蛍藺
ヒメシロビユ 姫白莧 ヒメホテイラン 姫布袋蘭
ヒメシンジュガヤ 姫真珠茅 ヒメマイヅルソウ 姫舞鶴草
ヒメスイバ 姫酸葉 ヒメマツカサススキ 姫松毬薄
ヒメスゲ 姫菅 ヒメミカンソウ 姫蜜柑草
ヒメスミレ 姫菫 ヒメミクリ 姫実栗
ヒメスミレサイシン 姫菫細辛 ヒメミクリスゲ 姫実栗菅
ヒメセンブリ 姫千振 ヒメミコシガヤ
ヒメソクシンラン 姫束心蘭 ヒメミズ
ヒメタガソデソウ 姫誰袖草 ヒメミズトンボ 姫水蜻蛉
ヒメタケシマラン 姫竹縞蘭 ヒメミセバヤ
ヒメタデ 姫蓼 ヒメミソハギ 姫禊萩
ヒメタヌキモ 姫狸藻 ヒメミミカキグサ 耳掻き草
ヒメタマスゲ ヒメミヤマウズラ 姫深山鶉
ヒメタムラソウ 姫田村草 ヒメミヤマカラマツ 姫深山唐松
ヒメチシマクモマグサ 姫千島雲間草 ヒメミヤマスミレ 姫深山菫
ヒメチチコグサ 姫父子草 ヒメムカシヨモギ 姫昔蓬
ヒメチドメ 姫血止 ヒメムギクサ 姫麦草
ヒメチャルメルソウ 姫哨吶草 ヒメムヨウラン 姫無葉蘭
ヒメツルアズキ ヒメヤツシロラン
ヒメツルコケモモ 姫蔓苔桃 ヒメヤブラン 姫藪蘭
ヒメテキリスゲ ヒメヤマアザミ 姫山薊
ヒメテンツキ 姫点突 ヒメヤマハナソウ 姫山端草
ヒメテンナンショウ 姫天南星 ヒメユリ 姫百合
ヒメトキホコリ ヒメヨツバハギ 姫四葉萩
ヒメトケンラン 姫杜鵑蘭 ヒメヨツバムグラ 姫四葉葎
ヒメドコロ 姫野老 ヒメヨモギ 姫蓬
ヒメトモエソウ 姫巴草 ヒメレンゲ 姫蓮華
ヒメトラノオ 姫虎の尾 ヒメワタスゲ 姫綿萓



ヒメナエ 姫苗 ヒモゲイトウ 紐鶏頭
ビャクブ 百部 ヒロハノエビモ 広葉の海老藻
ビャッコイ ヒロハノオオウシノケグサ 広葉牛の毛草
ヒユ ヒロハノカラン 広葉之花蘭
ヒュウガギボウシ 日向擬宝珠 ヒロハノカワラサイコ 広葉の河原紫胡
ヒュウガトウキ 日向塔喜 ヒロハノコウガイゼキショウ 広葉の笄石菖
ヒュウガトンボ 日向蜻蛉 ヒロハノコヌカグサ
ヒュウガナルコユリ 日向鳴子百合 ヒロハノコメススキ 広葉の米薄
ヒュウガホシクサ ヒロハノコモチゼキショウ
ヒョウノセンカタバミ 氷ノ山傍喰 ヒロハノドジョウツナギ 広葉泥鰌繋
ビョウヤナギ 未央柳 ヒロハノハネガヤ
ヒヨクソウ 比翼草 ヒロハノヒトツバヨモギ
ヒヨドリジョウゴ 鵯上戸 ヒロハノミズタマソウ 広葉水玉草
ヒヨドリバナ 鵯花 ヒロハヒルガオ 広葉昼顔
ヒライ ヒロハマツナ 広葉松菜
ヒラギシスゲ ヒロハムカシヨモギ
ヒラテンツキ ヒロハヤマトウバナ 広葉山塔花
ヒラベンエビネ ヒロハヤマヨモギ 広葉山蓬
ヒラモ ヒロハユキザサ 広葉雪笹
ビランジ ヒンジガヤツリ 品字蚊帳吊
ヒルガオ 昼顔 ヒンジモ 品字藻
ヒルゼンスゲ
ヒルムシロ
ヒレアザミ 鰭薊
ピレオギク
ヒレフリカラマツ 領布振唐松
ビロードイヨカズラ
ビロードキビ
ビロードクサフジ
ビロードスゲ
ビロードテンツキ
ビロードトラノオ
ビロードヒメクズ
ビロードボタンヅル
ビロードモウズイカ
ビロードラン
ヒロハイッポンスゲ
ヒロハウラジロヨモギ 広葉裏白蓬
ヒロハオゼヌマスゲ 広葉尾瀬沼菅
ヒロハカワラナデシコ 広葉河原撫子
ヒロハギシギシ 広葉羊蹄
ヒロハクサフジ 広葉草藤
ヒロハケニオイグサ 広葉毛匂草
ヒロハコンロンソウ 広葉崑崙草
ヒロバスゲ 広葉菅
ヒロハタンナトリカブト
ヒロハタンポポ 広葉蒲公英
ヒロハツメレンゲ 広葉爪蓮華
ヒロハテイショウソウ 広葉禎祥草
ヒロハテンナンショウ 広葉天南星
ヒロハトラノオ 広葉虎の尾
ヒロハトリゲモ
ヒロハトンボソウ 広葉蜻蛉草
ヒロハヌマガヤ
ヒロハノアマナ 広葉の甘菜
ヒロハノイヌヒゲ 広葉犬の髭



ヒロハノウシノケグサ 広葉牛の毛草

野草名 和名 野草名 和名
フイリゲンジスミレ 斑入り源氏菫 フジハタザオ 富士旗竿
フイリダンチク 斑入り葮竹 フジボグサ 藤穂草
フイリヒメフタバラン 斑入り姫双葉蘭 ブゼンテンツキ 豊前点突
フイリミヤマフタバラン 斑入り深山双葉蘭 ブゼンノギク 豊前野菊
フウセンアサガオ 風船朝顔 ブゾロイバナ
フウトウカズラ 風藤蔓 ブタクサ 豚草
フウラン 風蘭 ブタクサモドキ 豚草擬
フウロケマン 風露華鬘 ブタナ 豚菜
フウロソウ 風露草 フタナミソウ 二並草
フォリイアザミ フタバアオイ 双葉葵
フォーリーガヤ フタバムグラ 双葉葎
フガクスズムシソウ 富岳鈴虫草 フタバラン 二葉蘭
フキ 蕗 フタマタイチゲ 二股一華
フキヤマツバ 吹屋三つ葉 フタマタタンポポ 二股蒲公英
フキユキノシタ 蕗雪の下 フタリシズカ 二人静
フギレオオバキスミレ 斑切大葉黄菫 フッキソウ 富貴草
フクオウソウ 福王草 フデクサ 筆草
フクギ 福木 フデリンドウ 筆竜胆
フクシマシャジン 福島沙参 フトイ 太藺
フクジュソウ 福寿草 フトヒルムシロ
フクド フトボナギナタコウジュ 太蛭蓆
ブクリョウサイ 茯苓菜 フトボヤブマオ 太穂薙刀香需
フクリンギボウシ 覆輪擬宝珠 フナシアケボノソウ 太穂薮藪苧麻
フクリンジガバチソウ 覆輪似我蜂草 フナシミヤマウズラ 斑無曙草
フクリンシラン 覆輪紫蘭 フナバラソウ 斑無深山鶉
フクリンマンネングサ フモトスミレ 舟腹草
フクロダガヤ フラサバソウ 麓菫
ブーゲンビレア ブラックマッペ
ブコウミツバフウロ ぶこう三葉風露 フランスギク
フサエビネ プルンバーゴ
フサガヤ 房茅 フレンチマリゴールド
フサザキズイセン 房咲き水仙
フサジュンサイ 房蓴菜
フサスゲ 房菅
フサタヌキモ
フサナキリスゲ 房菜切菅
フサモ
フジアカショウマ 富士赤升麻
フジアザミ 富士薊
フジオトギリ 富士弟切
フジガエソウ
フジカンゾウ 藤甘草
フシグロ 節黒
フシグロセンノウ 節黒仙翁
フシゲタチフウロ
フジスミレ 藤菫
フジセンニンソウ ふじ仙人草
フシダカフウロ 節高風露
フジチドリ 富士千鳥
フジテンニンソウ 富士天人草
フシナシオサラン
フジナデシコ 藤撫子
フジノカンアオイ 藤野寒葵

フ



フジバカマ 藤袴

野草名 和名 野草名 和名
ヘクソカズラ 屁糞葛
ベチベル
ヘツカコナスビ 辺塚小茄子
ヘツカラン 辺塚蘭
ヘツカリンドウ 辺塚竜胆
ベニアマモ
ベニイタドリ 紅虎杖
ベニカヤラン 紅榧蘭
ベニカンゾウ 紅萓草
ベニカンラン 紅榧蘭
ベニコウホネ 紅河骨
ベニジウム
ベニジオガマ 紅塩竈
ベニシュスラン 紅繻子蘭
ベニタイゲキ 紅岩大戟
ベニバナアワモリショウマ 紅花泡盛升麻
ベニバナイチヤクソウ 紅花一薬草
ベニバナインゲン 紅花隠元
ベニバナオオケタデ 紅花大毛蓼
ベニバナサイハイラン 紅花采配蘭
ベニバナツメクサ 紅花詰草
ベニバナハルユキノシタ 紅花春雪の下
ベニバナボロギク 紅花襤褸菊
ベニバナヤマシャクヤク 紅花山芍薬
ベニヒオウギ 紅姫檜扇 
ベニヒモノキ 紅紐の木
ベニマメヅタラン 紅豆蔦蘭
ベニヨウラクラン 紅瓔珞蘭
ヘビイチゴ 蛇苺
ヘビノダイハチ 蛇の大八
ヘラオオバコ 箆大葉子
ヘラオモダカ 箆面高
ヘラナレン
ヘラバヒメジョオン 箆葉姫女苑
ベンケイギボウシ 弁慶擬宝珠
ベンケイソウ 弁慶草
ベンケイナズナ 弁慶薺
ヘンゴダマ
ペンペングサ ぺんぺん草
ヘンリーメヒツバ

野草名 和名 野草名 和名
ボウアマモ ホウライシソクサ 蓬莱紫蘇草
ホウオウシャジン 鳳凰沙参 ホウライジユリ 鳳来寺百合
ホウキギ 箒木 ホウライセンブリ 蓬莱千振
ホウキギク 箒菊 ホウライツヅラフジ
ホウコ ホウライツユクサ 蓬莱露草
ボウコツルマメ ボウラン 棒蘭
ホウサイ ホオズキ 鬼灯
ボウシバナ 帽子花 ホオズキハギ 酸漿萩
ホウチャクソウ 宝鐸草 ホガエリガヤ 穂反茅
ボウムギ 棒麦 ホクセンミミナグサ ほくせん耳菜草

ヘ

ホ



ホウライカガミ 蓬莱鏡 ホクチアザミ 火口薊
ホクリクネコノメ 北陸猫の目 ホソバツメクサ 細葉爪草
ホクリクムヨウラン 北陸無葉蘭 ホソバツルノゲイトウ 細葉蔓野鶏頭
ホクロクトウヒレン ホソバテンナンショウ→アマミテンナンショウ 細葉天南星→奄美天南星
ホコガタアカザ 鉾形藜 ホソバテンナンショウ→マムシグサ 細葉天南星→蝮草
ホコガタフウロ ホソバトウキ 細葉当帰
ホザキイチヨウラン 穂咲一葉蘭 ホソバドジョウウナギ 細葉の泥鰌繋
ホザキキカシグサ ホソバトリカブト 細葉鳥兜
ホザキキケマン 穂咲黄華鬘 ホソバナコバイモ 細花小貝母
ホザキザクラ 穂咲桜 ホソバニガナ 細葉苦
ホザキシオガマ 穂咲塩竈 ホソバノアマナ 細葉の甘菜
ホザキツキヌキソウ 穂咲突抜草 ホソバノウナギツカミ 細葉の鰻攫
ホザキノフサモ 穂咲の房藻 ホソバノギク 細葉野菊
ホザキノミミカキグサ 穂咲の耳掻草 ホソバノキソチドリ 細葉の木曽千鳥
ホザキヒメラン 穂咲姫蘭 ホソバノキリンソウ 細葉の麒麟草
ホシアサガオ 星朝顔 ホソバノコウガイゼキショウ 細葉の笄石菖
ホシクサ ホソバノシバナ 細葉の塩場菜
ホシケイラン 星恵蘭 ホソバノセイタカギク 細葉の背高菊
ホシザキカタバミ ホソバノセンダングサ 細葉栴檀草
ホシザキカンアオイ ホソバノツルリンドウ 細葉の蔓竜胆
ホシザキシャクジョウ 星咲錫杖 ホソバノヤマハハコ 細葉の山母子
ホシザキユキノシタ 穂咲雪の下 ホソバノヨツバムグラ 細葉の四葉葎
ホシナシゴウソ ホソバノロクオンソウ 細葉の鹿苑草
ホシナシベニカヤラン ホソバハグマ 細葉白熊
ホスゲ 穂菅 ホソバハナウド 細葉花独活
ホソアオゲイトウ 細青鶏頭 ホソバハマアカザ 細葉浜藜
ホソイ 細藺 ホソバヒカゲスゲ 細葉日陰菅
ホソエノアザミ 細柄野薊 ホソバヒナウスユキソウ 細葉雛薄雪草
ホソガタスズメウリ ホソバヒメオトギリ 細葉姫弟切
ホソコウガイゼキショウ 細笄石菖 ホソバヒメトラノオ 細葉姫虎の尾
ホソスゲ 細菅 ホソバヒルムシロ 細葉蛭蓆
ホソバアカザ 細葉藜 ホソバフジボグサ 細葉藤穂草
ホソバアカバナ 細葉赤花 ホソバママコナ 細葉飯子菜
ホソバアリノトウグサ 細葉蟻の塔草 ホソバミズヒキモ 細葉水引藻
ホソバイヌタデ 細葉犬蓼 ホソバミミナグサ 細葉耳菜草
ホソバイラクサ 細葉刺草 ホソバムカシヨモギ 細葉昔蓬
ホソバイワベンケイ 細葉岩弁慶 ホソバヤブレガサ 細葉破れ傘
ホソバウキミクリ 細葉浮実栗 ホソバヤマジソ 細葉山紫蘇
ホソバウマノスズクサ 細葉馬の鈴草 ホソバヤマブキソウ 細葉山吹草
ホソバウルップソウ 細葉得撫草 ホソバラン 細葉蘭
ホソバウンラン 細葉海蘭 ホソバリンドウ 細葉竜胆
ホソバエゾノコギリソウ 細葉蝦夷鋸 ホソバワダン 細葉海菜
ホソバエノキグサ 細葉榎草 ホソミエビスグサ
ホソバオグルマ 細葉小車 ホソムギ 蛍麦
ホソバオゼヌマスゲ 細葉尾瀬沼菅 ホタルイ 蛍藺
ホソバカラマツ 細葉唐松 ホタルカズラ 蛍葛
ホソバガンクビソウ 細葉雁首草 ホタルサイコ 蛍柴胡
ホソバカンスゲ 細葉寒菅 ホタルブクロ 蛍袋
ホソバキンゴジカ 細葉金午時花 ボタン 牡丹
ホソバコゴメグサ 細葉小米草 ボタンウキクサ 牡丹浮草
ホソバコンギク 細葉紺菊 ボタンキンバイ 牡丹金梅
ホソバシオデ 細葉牛尾菜 ボタンヅル 牡丹蔓
ホソバシュロソウ 細葉棕櫚草 ボタンネコノメソウ 牡丹猫の目草
ホソバシュンラン 細葉春欄 ボタンボウフウ 牡丹防風
ホソバソバナ 細葉岨菜 ホッスガヤ 払子茅
ホソバチクセツニンジン ホッスモ 払子藻



ホソバチョウセンノギク 細葉朝鮮野菊 ホップ
ホテイアオイ 布袋葵
ホテイアツモリソウ 布袋敦盛草
ホテイラン 布袋蘭
ホドイモ 塊芋
ホトケノザ 仏の座
ホトトギス 杜鵑草
ホナガアオゲイトウ 穂長青鶏頭
ホナガイヌビユ 穂長犬莧
ホナガタツナミソウ 穂長立浪草
ポピー
ホルトカズラ
ホルトソウ 続随子草
ボロギク 襤褸菊
ボロジノニシキソウ
ホロテンナンショウ 幌天南星
ホロマンノコギリソウ
ホロムイイチゴ 幌向苺
ホロムイクグ
ホロムイコウガイ
ホロムイスゲ 幌向菅
ホロムイソウ 幌向草
ホロムイリンドウ 幌向竜胆
ホンカンゾウ 本萱草
ホンゴウソウ 本郷草
ボンテンカ 梵天花
ボントクタデ 凡篤蓼
ホンモンジスゲ

野草名 和名 野草名 和名
マイサギソウ 舞鷺草 マツバニンジン 松葉人参
マイヅルソウ 舞鶴草 マツバボタン 松葉牡丹
マイヅルテンナンショウ 舞鶴天南星 マツムシソウ 松虫草
マイハギ 舞萩 マツムライヌノヒゲ
マオ マムツラソウ 松村草
マカラスムギ マツモ
マキエハギ 蒔絵萩 マツモト
マキノスミレ 牧野菫 マツモトセンノウ 松本仙翁
マコモ 真菰 マツヨイグサ 待宵草
マシカクイ マツラコゴメグサ
マシケオトギリ 増毛弟切 マツラン 松蘭
マシケゲンゲ 増毛蓮華 マネキグサ 招草
マスクサ 升草 マネキシンジュガヤ
マダイオウ 真大黄 マノセカワゴケソウ 万之瀬川苔草
マタデ 真蓼 ママコナ 飯子菜
マツカサススキ 松毬薄 ママコノシリヌグイ 継子の尻拭い
マツカゼソウ 松風草 マムシグサ 蝮草
マツゲカヤラン 睫毛榧蘭 マムシソウ
マツダヒメラン 松田姫蘭 マメアサガオ 豆朝顔
マツナ 松菜 マメグンバイナズナ 豆軍配薺
マツノハマンネングサ 松の葉万年草 マメゴケ 豆苔
マツバイ 松葉藺 マメスゲ 豆菅
マツバウミジグサ マメダオシ 豆倒し
マツバウンラン 松葉海蘭 マメチャ 豆茶
マツバギク 松葉菊 マメヅタラン 豆蔦蘭

マ



マツバスゲ 松葉菅 マヤラン 摩耶蘭
マルバアカザ 丸葉藜 マンセンカラマツ 満鮮唐松
マルバアカソ 丸葉赤麻 マンダラゲ 曼陀羅華
マルバアサガオ 丸葉朝顔 マンテマ
マルバアサガオ→オオバハマアサガオ 丸葉朝顔→大葉浜朝顔 マンネングサ 丸葉万年草
マルバアメリカアサガオ 丸葉亜米利加朝顔
マルバウマノスズクサ 丸葉馬の鈴草
マルバオウセイ 丸葉黄精
マルバオモダカ 丸葉面高
マルバカモメヅル 丸葉鴎蔓
マルバギシギシ
マルバキンレイカ 丸葉金鈴花
マルバクワガタ 丸葉鍬形
マルバケスミレ 円葉毛菫
マルバコゴメグサ 丸葉小米草
マルバコンロンソウ 丸葉崑崙草
マルバサンキライ
マルバシマザクラ 丸葉島桜
マルバスミレ 丸葉菫
マルバタウコギ
マルバダケブキ 丸葉岳蕗
マルバタマノカンザシ 丸葉玉の簪
マルバチャルメルソウ 丸葉哨吶草
マツバツユクサ
マルバテイショウソウ 丸葉貞祥草
マルバトウキ 丸葉当帰
マルバヌスビトハギ 丸葉盗人萩
マルバネコノメソウ 丸葉猫目草
マルバノイチヤクソウ 丸葉の一薬草
マルバノサワトウガラシ 丸葉の沢唐辛子
マルバノチョウリョウソウ 丸葉張良草
マルバノニンジン 丸葉の人参
マルバノフナバラソウ 丸葉の舟腹草
マルバノホロシ 丸葉のほろし
マルバノリクラアザミ 丸葉乗鞍薊
マルバハギ 丸葉萩
マルバハダカホオズキ 丸葉裸酸漿
マルバハタケムシロ 丸葉畑蓆
マルバハマカキラン
マルバヒメノアズキ
マルバヒレアザミ 丸葉鰭薊
マルバママコナ 丸葉飯子菜
マルバマンネングザ
マルバヤハズソウ 丸葉矢筈草
マルバヤブマオ
マルバルコウ 丸葉縷紅
マルホハリイ
マルミスブタ
マルミノウルシ 丸実の漆
マルミノカンアオイ 丸実の寒葵
マルミノハルカラマツ
マルミノヤマゴボウ 丸実の山牛蒡
マルヤマシュウカイドウ 丸山秋海棠
マンシュウキスゲ 満州菊
マンシュウクロカワスゲ
マンシュウスイラン 満州翠蘭



マンセンオオキヌタソウ

野草名 和名 野草名 和名
ミガエリスゲ 見返 ミズマツバ 水松葉
ミカエリソウ 見返草 ミスミイ 三角藺
ミカヅキグサ 三日月草 ミスミギク
ミカワイヌノヒゲ 三河犬の髭 ミスミグサ
ミカワシオガマ 三河塩竈 ミスミソウ 三角草
ミカワショウマ 三河升麻 ミズユキノシタ 溝雪の下
ミカワシンジュガヤ 三河真珠萱 ミセバヤ 見せばや
ミカワスブタ ミゾイチゴツナギ 溝苺繋
ミカワタヌキモ 三河狸藻 ミゾカクシ 溝隠
ミカワチャルメルソウ 三河哨吶草 ミソガワソウ 味噌川草
ミカワバイケイソウ 三河梅蕙草 ミゾコウジュ 溝香需
ミギワガラシ 水際芥 ミゾソバ 溝蕎麦
ミギワトダシバ ミソナオシ 味噌直し
ミクニテンナンショウ 三国天南星 ミソハギ 禊萩
ミクラトンボソウ ミゾハコベ 溝繁縷
ミクリ 実栗 ミゾホオズキ 溝酸漿
ミクリガヤ 実栗萱 ミタケスゲ 御嶽管
ミクリスゲ 実栗菅 ミチシバ 道芝
ミクリゼキショウ 実栗石菖 ミチノクエンゴサク 陸奥延胡索
ミコシガヤ 御輿茅 ミチノククワガタ 陸奥鍬形
ミコシギク 神輿菊 ミチノクコゴメグサ 陸奥小米草
ミサヤマチャヒキ 三才山茶挽 ミチノクコザクラ 陸奥小桜
ミシマサイコ 三島柴胡 ミチノクサイシン 陸奥細辛
ミシマバイカモ 三島梅花藻 ミチノクチドリ 陸奥千鳥
ミジンコウキクサ ミチノクネコノメソウ 陸奥猫の目草
ミズ ミチノクハリスゲ
ミズ→ウワバミソウ ミズ→蟒蛇草 ミチノクヒメユリ 陸奥姫百合
ミズアオイ 水葵 ミチノクホンモンジスゲ
ミズイ ミチノクヤマタバコ 陸奥山煙草
ミズイチョウ 水銀杏 ミチバタガラシ 道端芥子
ミズオオバコ 水大葉子 ミチヤナギ 道柳
ミズオジギソウ 水含羞草 ミツガシワ 三槲
ミズオトギリ 水弟切 ミツデコトジソウ 三手琴柱草
ミズガヤツリ 水蚊帳吊 ミツバ 三つ葉
ミズキカシグサ ミツバオウレン 三葉黄蓮
ミズギク 水菊 ミツバグサ 三つ葉草
ミズギボウシ 水擬宝珠 ミツバコトジソウ 三つ葉琴柱草
ミズキンバイ 水金梅 ミツバコンロンソウ 三葉崑崙草
ミズスギナ 水杉菜 ミツバツチグリ 三葉土栗
ミスズラン 水鈴蘭 ミツバテンナンショウ 三つ葉天南星
ミズタカモジ ミツバトリカブト 三葉鳥兜
ミズタガラシ 水田芥子 ミツバノコマツナギ 三葉の駒繋
ミズタビラコ 水田平子 ミツバノバイカオウレン 三葉の梅花黄蓮
ミズタマソウ 水玉草 ミツバフウロ 三葉風露
ミズチドリ 水千鳥 ミツバベンケイソウ 三葉弁慶草
ミズトラノオ 水虎の尾 ミツモトソウ 水元草
ミズトンボ 水蜻蛉 ミドリアカザ 緑藜
ミズナ 水菜 ミドリサンゴ 緑珊瑚
ミズネコノオ 水猫の尾 ミドリシャクジョウ 緑錫杖
ミズハコベ 水繁縷 ミドリテンナンショウ 緑天南星
ミズバショウ 水芭蕉 ミドリハコベ 緑繁縷
ミズハナビ 水花火 ミドリヒメフタバラン 緑姫双葉蘭
ミズヒキ 水引 ミドリミヤマフタバラン 緑双葉蘭
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ミズビワソウ 水枇杷草 ミドリヨウラク 緑瓔珞
ミネアザミ 峰薊 ミヤマカラマツ 深山唐松
ミネウスユキソウ 峰薄雪草 ミヤマカンアオイ 深山寒葵
ミネズオウ 峰蘇芳 ミヤマカンスゲ 深山寒菅
ミネハリイ 峰針藺 ミヤマキケマン 深山黄華鬘
ミノゴメ 蓑米 ミヤマキスミレ 深山黄菫
ミノゴメ→ムツオレグサ 蓑米→六折草 ミヤマキタアザミ 深山北薊
ミノシライトソウ 美濃白糸草 ミヤマキヌタソウ 深山砧草
ミノチャルメルソウ 美濃哨吶草 ミヤマキリンソウ 深山麒麟草
ミノボロ 蓑ぼろ ミヤマキンバイ 深山金梅
ミノボロスゲ 蓑ぼろ菅 ミヤマキンポウゲ 深山金鳳花
ミノボロモドキ ミヤマクサアジサイ 草紫陽花
ミブヨモギ ミヤマクルマバナ 深山車花
ミミカキグサ 耳掻き草 ミヤマクロスゲ 深山黒萱
ミミガタテンナンショウ 耳型天南星 ミヤマクロボシソウ 深山黒星草
ミミコウモリ 耳蝙蝠 ミヤマクロユリ 深山黒百合
ミミナグサ 耳菜草 ミヤマクワガタ 深山鍬形
ミヤギノハギ 宮城野萩 ミヤマコウゾリナ 深山顔剃菜
ミヤケスゲ 三宅菅 ミヤマコウボウ 深山牛蒡
ミヤケラン 三宅蘭 ミヤマコウモリソウ 深山蝙蝠草
ミヤコアオイ 都葵 ミヤマコゴメグサ 深山小米草
ミヤコアザミ 都薊 ミヤマコナスビ 深山小茄子
ミヤコオトギリ 都弟切 ミヤマコンギク 深山紺菊
ミヤコグサ 都草 ミヤマササガヤ 深山笹茅
ミヤコジマソウ 宮古島草 ミヤマシオガマ 深山塩釜
ミヤコジマツヅラフジ 宮古島葛藤 ミヤマシシウド 深山猪独活
ミヤコジマツルマメ 宮古島蔓豆 ミヤマシャジン 深山沙参
ミヤコジマニシキソウ 宮古島錦草 ミヤマジュズスゲ 深山数珠菅
ミヤコミズ ミヤマシラスゲ 深山白菅
ミヤコワスレ 都忘れ ミヤマスカシユリ 深山透百合
ミヤビカンアオイ 雅寒葵 ミヤマスズメノヒエ 深山雀の稗
ミヤマアオイ 深山葵 ミヤマスミレ 深山菫
ミヤマアカバナ 深山赤花 ミヤマゼキショウ（イグサ科）
ミヤマアキノキリンソウ 深山秋の麒麟草 ミヤマゼキショウ(ユリ科)
ミヤマアキノノゲシ 深山秋の野罌粟 ミヤマセンキュウ 深山川芎
ミヤマアケボノソウ 深山曙草 ミヤマゼンゴ 深山前胡
ミヤマアシボソスゲ 深山足細菅 ミヤマセントウソウ 深山仙洞草
ミヤマアズマギク 深山東菊 ミヤマダイコンソウ 深山大根草
ミヤマアブラススキ 深山油薄 ミヤマダイモンジソウ 深山大文字草
ミヤマアワガエリ 深山粟還り ミヤマタゴボウ 深山田牛蒡
ミヤマイ 深山藺 ミヤマタニソバ 深山谷蕎麦
ミヤマイチゴツナギ 深山苺繋 ミヤマタニタデ 深山谷蓼
ミヤマイヌノハナヒゲ 深山犬の鼻髭 ミヤマタニワタシ 深山谷渡
ミヤマイクラクサ 深山刺草 ミヤマタネツケバナ 深山種漬花
ミヤマイワスゲ 深山岩菅 ミヤマタムラソウ 深山田村草
ミヤマウイキョウ 深山茴香 ミヤマタンポポ 深山蒲公英
ミヤマウスユキソウ 深山薄雪草 ミヤマチダケサシ 深山乳茸刺
ミヤマウズラ 深山鶉 ミヤマチドリ 深山千鳥
ミヤマウツボグサ 深山靫草 ミヤマツチトリモチ 深山土鳥黐
ミヤマウド 深山独活 ミヤマツボスミレ 深山坪菫
ミヤマエンレイソウ 深山延齢草 ミヤマツメクサ 深山爪草
ミヤマオグルマ 深山小車 ミヤマトウキ 深山当帰
ミヤマオダマキ 深山苧環 ミヤマトウバナ 深山塔花
ミヤマオトギリ 深山弟切 ミヤマトウヒレン 深山塔飛廉
ミヤマオトコヨモギ 深山男蓬 ミヤマドジョウツナギ 深山泥鰌繋
ミヤマカタバミ 深山傍食 ミヤマトリカブト 深山鳥兜



ミヤマカニツリ 深山蟹釣 ミヤマナズナ 深山薺属
ミヤマナデシコ 深山撫子
ミヤマナミキ 深山浪来
ミヤマナルコ 深山鳴子
ミヤマナルコユリ 深山鳴子百合
ミヤマニガウリ 深山苦瓜
ミヤマニンジン 深山人参
ミヤマヌカボ 深山糠穂
ミヤマヌカボシソウ 深山糠星草
ミヤマネコノメソウ 深山猫の眼草
ミヤマネズミガヤ
ミヤマノウルシ 深山野漆
ミヤマノガリヤス 深山嶺野刈安
ミヤマノギク 深山野菊
ミヤマノダケ 深山野竹
ミヤマバイケイソウ 深山梅蕙草
ミヤマハコベ 深山繁縷
ミヤマハタザオ 深山旗竿
ミヤマハナシノブ 深山花忍
ミヤマハルガヤ
ミヤマハンショウヅル 深山半鐘蔓
ミヤマヒキオコシ 深山引起こし
ミヤマヒナゲシ 深山雛芥子
ミヤマヒナホシクサ
ミヤマフタバラン 深山二葉蘭
ミヤマホソコウガイゼキショウ 深山細笄石菖
ミヤマホタルイ 深山蛍藺
ミヤマママコナ 蝦夷飯子菜
ミヤママンネングサ 深山万年草
ミヤマミズ 深山みず
ミヤマミミナグサ 深山耳菜草
ミヤマムギラン 深山麦蘭
ミヤマムグラ 深山葎
ミヤマムラサキ 深山紫
ミヤマモジズリ 深山捩摺
ミヤマヤブタバコ 深山藪煙草
ミヤマヤブニンジン 深山藪人参
ミヤマヤマビキショウマ 深山山吹升麻
ミヤマヨメナ 深山嫁菜
ミヤマラッキョウ 深山辣韮
ミヤマリンドウ 深山竜胆
ミヤマワタスゲ 深山綿菅
ミョウガ 茗荷
ミョウギカラマツ 妙義唐松
ミョウギコザクラ 妙義小桜
ミョウギシャジン 妙義沙参
ミョウギトリカブト 妙義鳥兜
ミョウコウトリカブト 妙高鳥兜
ミルスベリヒユ

野草名 和名 野草名 和名
ムカゴイラクサ 珠芽刺草 ムカゴトンボ 零余子蜻蛉
ムカゴサイシン 零余子細辛 ムカゴニンジン 零余子人参
ムカゴソウ 零余子草 ムカゴネコノメソウ 零余子猫の目
ムカゴツヅリ 零余子綴 ムカゴユキノシタ 零余子雪の下
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ムカゴトラノオ 零余子虎尾 ムカシヨモギ 零余子蓬
ムカデラン 百足蘭 ムラサキムヨウラン 紫無葉蘭
ムギクサ 麦草 ムラサキモメンヅル 紫鴎蔓
ムギラン 麦蘭 ムラサキユモトマムシグサ 紫湯元蝮草
ムサシアブミ 武蔵鐙 ムロウテンナンショウ 室生天南星
ムサシタイゲキ 武蔵大戟 ムロウマムシグサ 室生天南星
ムサシノワスレグサ 武蔵野忘れ草
ムサシモ 武蔵藻
ムシクサ 虫草
ムシトリスミレ 虫取菫
ムシトリナデシコ 虫取り撫子
ムジナスゲ
ムジナモ 貉藻
ムシャリンドウ 武者竜胆
ムセンスゲ
ムツオレガヤツリ
ムツオレグサ 六折草
ムツノガリヤス 陸奥野刈安
ムニンカラスウリ 無人烏瓜
ムニンキケマン 無人黄華鬘
ムニンキヌラン 無人絹蘭
ムニンシュスラン 無人繻子蘭
ムニンタイトゴメ 無人大唐米
ムニンタツナミソウ 無人立波草
ムニンボウラン 無人棒蘭
ムニンホオズキ 無人酸漿
ムニンヤツシロラン 無人八代蘭
ムヨウラン 無葉蘭
ムライラン
ムラクモアオイ 叢雲葵
ムラクモアザミ
ムラサキ 紫草
ムラサキアズマハンショウヅル
ムラサキイワベンケイ 紫岩弁慶
ムラサキウマゴヤシ 紫馬肥
ムラサキエノコロ 紫狗尾
ムラサキエンレイソウ 紫延齢草
ムラサキカタバミ 紫片喰
ムラサキクララ
ムラサキケマン 紫華鬘
ムラサキサギゴケ 紫鷺苔
ムラサキセンブリ 紫千振
ムラサキタカネアオヤギソウ 紫高嶺青柳草
ムラサキタンポポ 紫蒲公英
ムラサキツメクサ 紫詰草
ムラサキナギナタガヤ 紫薙刀萱
ムラサキニガナ 紫苦菜
ムラサキネコハギ 紫猫萩
ムラサキネズミノオ 紫鼠の尾
ムラサキハンゲ 紫半夏
ムラサキフタバラン 紫双葉蘭
ムラサキベンケイソウ 紫弁慶草
ムラサキボタンヅル 紫牡丹蔓
ムラサキマキエハギ 紫蒔絵萩
ムラサキマムシグサ 紫蝮草
ムラサキミミカキグサ 紫耳掻き草



ムラサキムカシヨモギ 紫昔蓬

野草名 和名 野草名 和名
メアカンキンバイ 雌阿寒金梅
メアカンフスマ 雌阿寒衾
メアゼテンツキ 雌畦点突
メイヌナズナ 雌犬薺
メガルカヤ 雄刈萱
メキシコマンネングサ メキシコ万年草
メジロホオズキ 目白酸漿
メタカラコウ 雌宝香
メドハギ 筮萩
メナモミ 豨薟・雌菜揉み
メノマンネングサ 雌の万年草
メハジキ 目弾
メビシ 雌菱
メヒシバ 雌日芝
メボタンヅル 雌牡丹蔓
メマツヨイグサ 雌待宵草
メヤブマオ 雌薮苧麻
メリケンカルカヤ 米利堅刈萱

野草名 和名 野草名 和名
モイワシャジン 藻岩沙参
モイワナズナ 藻岩薺
モイワラン 藻岩蘭
モウズイカ 毛蕋花
モウセンゴケ 毛氈苔
モエギスゲ 萌黄菅
モジズリ 綟摺
モノドラカンアオイ ものどら寒葵
モミジガサ 紅葉笠
モミジカラスウリ 紅葉烏瓜
モミジカラマツ 紅葉唐松
モミジコウモリ 紅葉蝙蝠
モミジソウ 紅葉草
モミジタマブキ
モミジチャルメルソウ 紅葉哨吶草
モミジドコロ 紅葉野老
モミジハグマ 紅葉白熊
モミジバショウマ 紅葉葉升麻
モミジバセンダイソウ 紅葉葉仙台草
モミジヒルガオ 紅葉昼顔
モミラン 樅蘭
モメンヅル 木綿蔓
モリアザミ 森薊
モロコシ 蜀黍、唐黍
モロコシガヤ 唐黍茅
モロコシソウ 唐土草
モンバイノコズチ

野草名 和名 野草名 和名
ヤイトバナ 灸花 ヤエムグラ 八重葎

メ

モ

ヤ



ヤエナリ 八重生 ヤエヤマイナモリ 八重山稲森
ヤエヤマカテンソウ 八重山花点草 ヤチシャジン 谷地沙参
ヤエヤマカンアオイ 八重山寒葵 ヤチスゲ 谷地菅
ヤエヤマキランソウ 八重山金瘡小草 ヤチトリカブト 谷地鳥兜 
ヤエヤマクワズイモ ヤチハコベ 谷地繁縷
ヤエヤマスズコウジュ 八重山鈴香需 ヤチマタイカリソウ 八街碇草
ヤエヤマスミレ 八重山菫 ヤチラン 谷地蘭
ヤエヤマセンニンソウ 八重山仙人草 ヤツガシラ 八頭
ヤエヤマタヌキマメ 八重山狸豆 ヤツガタケキンポウゲ 八ヶ岳金鳳花
ヤエヤマハギカズラ 八重山萩蔓 ヤツガタケタンポポ 八ヶ岳蒲公英
ヤエヤマヒトツボクロ 八重山一つ黒子 ヤツガタケナズナ 八ヶ岳薺
ヤエヤマラセイタソウ 八重山羅背板草 ヤツガタケムグラ 八ヶ岳葎
ヤガミスゲ ヤッコソウ
ヤクシソウ 薬師草 ヤツシロソウ 八代草
ヤクシマアオイ 屋久島葵 ヤツデアサガオ 八手朝顔
ヤクシマアカシュスラン 屋久島赤繻子蘭 ヤナギアカバナ 柳赤花
ヤクシマアザミ 屋久島薊 ヤナギアザミ 柳薊
ヤクシマオオバコ 屋久島大葉子 ヤナギイノコズチ 柳猪子槌
ヤクシマオトギリ 屋久島弟切 ヤナギスブタ 柳すぶた
ヤクシマカラマツ 屋久島唐松 ヤナギタウコギ 柳田五加
ヤクシマカワゴロモ 屋久島川衣 ヤナギタデ 柳蓼
ヤクシマコウモリ 屋久島蝙蝠 ヤナギタンポポ 柳蒲公英
ヤクシマコオトギリ 屋久島小弟切 ヤナギトラノオ 柳虎尾
ヤクシマコナスビ 屋久島小茄子 ヤナギニガナ 柳苦菜
ヤクシマサワハコベ 屋久島沢繁縷 ヤナギヌカボ 柳糠穂
ヤクシマシオガマ 屋久島塩竃 ヤナギノギク 柳野菊
ヤクシマシュスラン 屋久島繻子蘭 ヤナギバモクマオウ 柳葉木麻黄
ヤクシマショウマ 屋久島升麻 ヤナギモ 柳藻
ヤクシマスゲ 屋久島菅 ヤナギヨモギ 柳蓬
ヤクシマスミレ 屋久島菫 ヤナギラン 柳蘭
ヤクシマダイモンジソウ 屋久島大文字草 ヤノネグサ 矢の根草
ヤクシマチドリ 屋久島千鳥 ヤハズエンドウ 矢筈豌豆
ヤクシマツチトリモチ 屋久島土鳥黐 ヤハズソウ 矢筈草
ヤクシマトウバナ 屋久島塔花 ヤハズトウヒレン 矢筈唐飛簾
ヤクシマナミキ 屋久島浪来 ヤハズハハコ 矢筈母子
ヤクシマネッタイラン 屋久島熱帯蘭 ヤハズヒゴタイ 矢筈平江帯
ヤクシマノガリヤス 屋久島野刈安 ヤハズマンネングサ 矢筈万年草
ヤクシマノギク 屋久島野菊 ヤバネホウコ
ヤクシマノギラン 屋久島芒蘭 ヤブエビネ 藪海老根
ヤクシマノダケ 屋久島野竹 ヤブエンゴサク 薮延胡索
ヤクシマハコベ 屋久島繁縷 ヤブカラシ 藪枯らし
ヤクシマヒメアリドオシラン 屋久島姫蟻通蘭 ヤブカンゾウ 藪萱草
ヤクシマヒヨドリ 屋久島鵯 ヤブジラミ 藪虱
ヤクシマフウロ 屋久島風露 ヤブスゲ 藪菅
ヤクシマホシクサ ヤブタバコ 藪煙草
ヤクシマママコナ 屋久島母子 ヤブタビラコ 藪田平子
ヤクシマミヤマスミレ 屋久島深山菫 ヤブツルアズキ 藪蔓小豆
ヤクシマムグラ 屋久島葎 ヤブニンジン 薮人参
ヤクシマラン 屋久島蘭 ヤブハギ 薮萩
ヤクシマリンドウ 屋久島竜胆 ヤブハギ→ツクシハギ 藪萩→筑紫萩
ヤグルマソウ 矢車草 ヤブヘビイチゴ 藪蛇苺
ヤケイシセンブリ 焼石千振 ヤブマオ 藪苧麻
ヤコブボロギク ヤブマメ 薮豆
ヤセウツボ 痩靫 ヤブミョウガ 薮茗荷
ヤチエンドウ 谷地豌豆 ヤブミョウガラン 藪茗荷蘭
ヤツカワズスゲ 谷地蛙菅 ヤブムグラ 藪葎



ヤチコタヌキモ 谷地小狸藻 ヤブヨモギ 藪蓬
ヤブラン 藪蘭 ヤマトグサ 大和草
ヤブレガサ 破れ傘 ヤマトテンナンショウ 大和天南星
ヤブレガサモドキ 破れ傘擬 ヤマトフウロ 大和風露
ヤマアイ 山藍 ヤマトボシガラ
ヤマアキチョウジ 山秋丁字 ヤマトホシクサ
ヤマアザミ 山薊 ヤマトミクリ 大和実栗
ヤマアゼスゲ 山畦菅 ヤマトユキザサ 大和雪笹
ヤマアブラガヤ 山油芽 ヤマトラノオ 山虎の尾
ヤマアマドコロ 山甘野老 ヤマトリカブト 山鳥兜
ヤマアワ 山粟 ヤマナシウマノミツバ 山梨馬の三つ葉
ヤマイ 山藺 ヤマニガナ 山苦菜
ヤマイワカガミ 山岩鏡 ヤマニンジン 山人参
ヤマウツボ 山靫 ヤマヌカボ 山糠穂
ヤマエンゴサク 山延胡索 ヤマネコノメソウ 山猫の目草
ヤマオオイトスゲ 山大糸菅 ヤマノイモ 山の芋
ヤマオオウシノケグサ 山大牛の毛草 ヤマノコギリソウ 山鋸草
ヤマオダマキ 山苧環 ヤマハギ 山萩
ヤマカシュウ 山何首烏 ヤマハコベ 山繁縷
ヤマカモジグサ 山髢草 ヤマハタザオ 山旗竿
ヤマガラシ 山芥子 ヤマハッカ 山薄荷
ヤマキケマン 山黄華鬘 ヤマハナソウ 山鼻草
ヤマキセワタ 山被綿 ヤマハハコ 山母子
ヤマグチテンナンショウ 山口天南星 ヤマハンゲ 山半夏
ヤマクネンボ 山九年母 ヤマハンショウヅル 山半鐘蔓
ヤマクボスゲ 山窪菅 ヤマヒヨドリバナ 山鵯花
ヤマクルマバナ 山車花 ヤマビワソウ 山枇杷草
ヤマクワガタ 山鍬形 ヤマブキショウマ 山吹升麻
ヤマゴボウ 山牛蒡 ヤマブキソウ 山吹草
ヤマゴボウ→モリアザミ 山牛蒡→森薊 ヤマホオズキ 山酸漿
ヤマコンニャク 山蒟蒻 ヤマボクチ 山火口

ヤマコンニャク→ユモトマムシグサ 山蒟蒻→湯元蝮草 ヤマホタルブクロ 山蛍袋
ヤマサギゴケ 山鷺苔 ヤマホトトギス 山杜鵑草
ヤマサギソウ 山鷺草 ヤマホロシ 山保呂志
ヤマジオウ 山地黄 ヤマミズ 山みず
ヤマジスゲ 山路菅 ヤマミゾイチゴツナギ 山溝苺繋
ヤマジソ 山紫蘇 ヤマムギ 山麦
ヤマジノギク 山路野菊 ヤマムグラ 山葎
ヤマジノタツナミソウ 山路の立波草 ヤマユリ 山百合
ヤマジノテンナンショウ 山路の天南星 ヤマヨモギ 山蓬
ヤマジノホトトギス 山杜鵑草 ヤマラッキョウ 山辣韮
ヤマシャクヤク 山芍薬 ヤマルリソウ 山瑠璃草
ヤマシロギク 山白菊 ヤマルリトラノオ 山瑠璃虎の尾
ヤマスカシユリ 山透し百合 ヤマワキオゴケ 山脇おごけ
ヤマスズメノヒエ 山雀の稗 ヤラメスゲ
ヤマゼリ 山芹 ヤリクサヨシ
ヤマタイミンガサ 山大明傘 ヤリスゲ 槍菅
ヤマタツナミソウ 山立浪草 ヤリテンツキ 槍点突
ヤマタニタデ ヤワタソウ 八幡草
ヤマタヌキラン 山狸蘭 ヤワラスゲ 柔菅
ヤマタバコ 山煙草 ヤンバルキヌラン 山原絹蘭
ヤマチドメ 山血止め ヤンバルセンニンソウ 山原仙人草
ヤマテキリスゲ 山手切菅 ヤンバルツルハッカ 山原蔓薄荷
ヤマトイモ 大和芋 ヤンバルツルマオ 山原蔓苧麻
ヤマトウバナ 山塔花 ヤンバルハグロソウ 山原羽黒草
ヤマトキソウ 山朱鷺草 ヤンバルハコベ 山原繁縷



ヤマトキホコリ 山時ほこり ヤンバルミゾハコベ 山原溝繁縷
ヤンバルミチヤナギ 山原道柳
ヤンバルミョウガ 山原茗荷

野草名 和名 野草名 和名
ユウガギク 柚香菊
ユウコクラン 幽黒蘭
ユウシュンラン 祐舜蘭
ユウスゲ 夕菅
ユウヅルエビネ 夕鶴海老根
ユウバリキンバイ 夕張金梅
ユウバリクモマグサ 夕張雲間草
ユウバリコザクラ 夕張小桜
ユウバリソウ 夕張草
ユウバリチドリ 夕張千鳥
ユウバリツガザクラ 夕張栂桜
ユウバリリンドウ 夕張竜胆
ユウレイラン 幽霊蘭
ユキイヌノヒゲ 雪犬の髭
ユキイロハマエンドウ 雪色浜豌豆
ユキクラヌカボ 雪倉糠穂
ユキザサ 雪笹
ユキノシタ 雪の下
ユキバトウヒレン 雪葉唐飛廉
ユキバヒゴタイ
ユキミソウ 雪見草
ユキモチアオテンナンショウ 雪餅青天南星
ユキモチソウ 雪餅草
ユキモチソウ→キリシマテンナンショウ 雪餅草→霧島天南星
ユキヨモギ 雪蓬
ユキワリイチゲ 雪割一華
ユキワリガヤ 雪割茅
ユキワリコザクラ 雪割小桜
ユキワリソウ 雪割草
ユズリハワダン
ユフダケオトギリ 由布岳弟切
ユモトマムシグサ 湯元蝮草
ユリワサビ 百合山葵
ユワンツチトリモチ

野草名 和名 野草名 和名
ヨウサイ 蕹菜 ヨツバシオガマ 四葉塩釜
ヨウシュチョウセンアサガオ 洋種朝鮮朝顔 ヨツバハギ 四葉萩
ヨウシュホオズキ 洋種酸漿 ヨツバヒヨドリ 四葉鵯
ヨウシュヤマゴボウ 洋種山牛蒡 ヨツバムグラ 四葉葎
ヨウラクホオズキ 瓔珞酸漿 ヨルバリキンギョモ
ヨウラクラン 瓔珞蘭 ヨナクニイソノギク 与那国磯野菊
ヨコヤマリンドウ 横山竜胆 ヨナクニトキホコリ 与那国時ほこり
ヨゴレカンラン 汚れ寒蘭 ヨブスマソウ 夜衾草
ヨゴレネコノメ 汚れ猫の目 ヨメナ 嫁菜
ヨシ 葦、芦、蘆、葭 ヨモギ 蓬
ヨシノアザミ 吉野薊 ヨモギ→ニシヨモギ 蓬→西蓬
ヨシノユリ 吉野百合 ヨロイグサ 鎧草
ヨシヒサラン

ヨ

ユ



ヨツシベヤマネコノメ 四蕊山猫の目草

野草名 和名 野草名 和名
ライマビーン
ラショウモンカズラ 羅生門葛
ラセイタソウ 羅背板草
ラセンイ 螺旋藺
ラセンソウ 羅氈草
ラッキョウ 辣韮、薤、辣韭
ラッパズイセン 喇叭水仙
ラフレシア・アーノルディ
ラミー 苧麻
ランダイミズ 巒大冷清草
ランヨウアオイ 乱葉葵

野草名 和名 野草名 和名
リーキ リュウキュウボウラン 琉球棒蘭
リシリイ リュウキュウボタンヅル 琉球牡丹蔓
リシリオウギ 利尻黄耆 リュウキュウヤノネグサ 琉球矢の根草
リシリカニツリ 利尻蟹釣 リュウキュウユリ 琉球百合
リシリゲンゲ 利尻紫雲英 リュウキンカ 立金花
リシリスゲ 利尻菅 リュウゼツサイ 龍舌菜
リシリソウ 利尻草 リュウノウギク 竜脳菊
リシリトウウチソウ 利尻唐打草 リュウノヒゲ 竜の髯
リシリヒナゲシ 利尻雛罌粟 リュウノヒゲモ 竜の髯藻
リシリブシ 利尻附子 リョウリユリ 料理百合
リシリリンドウ 利尻竜胆 リョクトウ 緑豆
リボンガヤ りぼん茅 リョクトウ 緑塔
リュウキュウアイ 琉球藍 リンドウ 竜胆
リュウキュウアケボノソウ 琉球曙草 リンネソウ
リュウキュウアマモ 琉球甘藻
リュウキュウイ
リュウキュウイナモリ 琉球稲森
リュウキュウウマノスズクサ 琉球馬の鈴草
リュウキュウウロコマリ 琉球鱗毬
リュウキュウエビネ 琉球海老根
リュウキュウガシワ 琉球柏
リュウキュウカラスウリ 琉球烏瓜
リュウキュウコケリンドウ 琉球苔竜胆
リュウキュウコザクラ 琉球小桜
リュウキュウコスミレ 琉球小菫
リュウキュウコマツナギ 琉球駒繋ぎ
リュウキュウシロスミレ 琉球白菫
リュウキュウスガモ
リュウキュウスゲ 琉球菅
リュウキュウセッコク 琉球石斛
リュウキュウタイゲキ 琉球大戟
リュウキュウツチトリモチ 琉球土鳥黐
リュウキュウツワブキ 琉球艶葉蕗
リュウキュウトロロアオイ 琉球黄蜀葵
リュウキュウヌスビトハギ 琉球盗人萩
リュウキュウハグマ 琉球白熊
リュウキュウハンゲ 琉球半夏
リュウキュウヒキノカサ 琉球蛙の傘
リュウキュウヒメハギ 琉球姫萩

ラ

リ



リュウキュウベンケイ 琉球弁慶

野草名 和名 野草名 和名
ルイヨウショウマ 類葉升麻
ルイヨウボタン 類葉牡丹
ルコウソウ 縷紅草
ルリシャクジョウ 瑠璃錫杖
ルリソウ 瑠璃草
ルリタマアザミ 瑠璃玉薊
ルリトラノオ 瑠璃虎の尾
ルリハコベ 瑠璃繁縷
ルリハッカ 瑠璃薄荷
ルリマツリ 瑠璃茉莉

野草名 和名 野草名 和名
レイジンソウ 伶人草
レブンアツモリソウ 礼文敦盛草
レブンイワレンゲ 礼文岩蓮華
レブンウスユキソウ 礼文薄雪草
レブンキンバイソウ 礼文金梅草
レブンコザクラ 礼文小桜
レブンサイコ 礼文柴胡
レブンソウ 礼文草
レブントウヒレン 礼文唐飛廉
レモンエゴマ 檸檬えごま 
レモングラス
レンギョウエビネ 連翹海老根
レンゲショウマ 蓮華升麻
レンゲソウ 蓮華草
レンプクソウ 連福草
レンリソウ 連理草

野草名 和名 野草名 和名
ロクオンソウ 鹿苑草
ロクオンソウ→フナバラソウ 鹿苑草→舟腹草
ロクテイソウ 鹿蹄草

野草名 和名 野草名 和名
ワカサハマギク 若狭浜菊 ワダンノキ 海菜木
ワケギ 分葱 ワチガイソウ 輪違草
ワサビ 山葵 ワニグチソウ 鰐口草
ワジキギク 鷲敷菊 ワルナスビ 悪る茄子
ワスレグサ 忘れ草 ワレモコウ 吾亦紅
ワスレナグサ 勿忘草、忘れな草
ワセオバナ 早稲尾花
ワタスゲ 綿菅
ワダソウ 和田草
ワタナ 綿菜
ワタナベソウ 渡辺草
ワタムキアザミ 綿向薊
ワタヨモギ 綿蓬
ワタリミヤコグサ

ワ

ル

レ

ロ



ワダン 海菜


