
葉
○薬師山にあ

る△ありそう
樹木名 科 漢字で 樹枝

1 常緑 △ アカマツ（マツ） マツ 赤松 網裂

2 常緑 ○ トドマツ(モミ） マツ 椴松 平滑

3 常緑 ○ アカエゾマツ(トウヒ） マツ 赤蝦夷松 網裂

4 常緑 ○ イチイ イチイ 一位 縦裂

5 落葉 ○ バッコヤナギ ヤナギ 跋扈柳 縦裂

6 落葉 ○ ヤマナラシ ヤナギ 山鳴らし 平滑

7 落葉 ○ ドロノキ ヤナギ 白楊 縦裂

8 落葉 ○ シラカバ カバノキ 白樺 横筋

9 落葉 ○ ダケカンバ カバノキ 岳樺 横筋

10 落葉 ○ ウダイカンバ カバノキ 有待樺 横筋

11 落葉 △ アカシデ カバノキ 赤四手 縦裂

12 落葉 △ アサダ カバノキ 縦裂

13 落葉 ○ ヤマハンノキ カバノキ 山榛 平滑

14 落葉 ○ オニグルミ クルミ 鬼胡桃 縦裂

15 落葉 サワグルミ クルミ 沢胡桃 縦裂

16 落葉 コナラ ブナ 小楢 縦裂

17 落葉 ○ ミズナラ ブナ 水楢 縦裂

18 落葉 ○ カシワ ブナ 槲 縦裂

19 落葉 △ クリ ブナ 栗 縦裂

20 落葉 ○ ハルニレ（オヒョウ） ニレ 春楡 縦裂

21 落葉 ○ ヤマグワ クワ 山桑 縦裂

22 落葉 ○ ホオノキ モクレン 朴 平滑

23 落葉 ○ コブシ モクレン 辛夷 平滑

24 落葉 ○ カツラ カツラ 桂 縦裂

25 落葉 アカメガシワ トウダイグサ 赤目槲 縦裂

26 落葉 ○ オオヤマザクラ バラ 大山桜 横筋

27 落葉 ○ ウワミズザクラ バラ 上不見桜 横筋

28 落葉 ○ ナナカマド バラ 七竈 平滑

29 落葉 ○ イヌエンジュ マメ 犬槐 平滑

30 落葉 ○ キハダ ミカン 黄蘗 縦裂

31 落葉 ○ ヌルデ（ウルシ） ウルシ 白膠木 平滑

32 落葉 ○ イタヤカエデ カエデ 板谷楓 縦筋

33 落葉 △ トチノキ トチノキ 栃　橡 縦裂

34 落葉 ○ マユミ ニシキギ 真弓 縦裂

35 落葉 アオハダ モチノキ 青肌 平滑

36 落葉 ○ シナノキ シナノキ 科木 縦裂

37 落葉 ○ ミズキ ミズキ 水木 縦筋

38 落葉 ○ ハリギリ ウコギ（センノキ） 針桐 縦裂

39 落葉 △ コシアブラ ウコギ 漉油　　金漆 平滑

40 落葉 エゴノキ エゴノキ 斉槨果(オリーブ） 縦筋

41 落葉 ○ ヤチダモ モクセイ 谷地櫤 縦裂

42 落葉 △ アオダモ モクセイ 青櫤 平滑

２０ｍ　寒冷地の谷沿い

寒冷地の尾根や谷沿い　稲架にする

特徴

１０ｍ　緑色の内皮　マルバウメモドキ

１０ｍ　ハート形の葉　シナとはアイヌ語で縛るの意味　ヘラノキ

１０ｍ　早春芽を吹くとき多量の水を吸う

２０ｍ　成木はクヌギに似る

若芽は食用　一種の漆

３～５ｍ　材もよい

山地に点在

２５ｍ　　外皮を削ると黄色い内皮　健胃剤　やけどの薬

６ｍ

対生　　樹液に糖分

対生　谷沿い　馬栗　　マロニエ　ベニバナトチノキ

対生　若葉は食用

ホオノキに似てる　花は香水の原料つぼみは鎮痛剤　

３０ｍ　対生　葉はお香

１０ｍ　カナメモチ

１０ｍ

樹脂ハンドブック　林将之　文一総合出版より

北海道で見られる樹木についてピックアップ　　プラス広辞苑

更に石原さんのチェック

雨にぬれると樹枝が橙色　樹皮は風邪薬

１５ｍ　シイタケのホダ木に

「ハネカワ」「ミノカグリ」の別名

１７ｍ　樹皮にタンニン多く染料に

２０ｍ　湿地に　

１５ｍ　葉柄が明瞭で水楢と区別できる

２０ｍ　細かい柄　寒冷地の雑木林に最も普通　ドングリ

１５ｍ　タンニン　染料　葉は食可

枕木にも適す

３０ｍ　若枝の繊維で縄　左右非対称の柄

１０ｍ　カミキリムシ食樹　果実食用

樹皮を削ると弱いサロメチール臭　うだいはほかに依存するの意味か

葉の針は触ってもいたくない クロマツは痛い

ヤニ袋がある　北海道特有

黒いへの字あり　３０ｍ　蝋分に富み薪材に適する

への字なし　亜高山帯　１０ｍ　樹皮は白くない

赤っぽい　葉の断面はひし形　北海道特有

日本産で最も赤い　１５メートル位　実は食可

葉裏に毛が密生　跋扈とははびこるという意味

明るい場所　風に揺れて葉が鳴るから

湿った場所　夏に綿毛とともに種を飛散


