
 

我が家の庭木、宿根草・球根・世話なし一年草一覧 

■■■■春春春春    4444 月～月～月～月～Perennial flowerPerennial flowerPerennial flowerPerennial flower    ※※※※花の花の花の花の開花時期開花時期開花時期開花時期期・期・期・期・、、、、種類、種類、種類、種類、順順順順    ※写真※写真※写真※写真小は無くなった小は無くなった小は無くなった小は無くなったものものものもの。背景色があるのは。背景色があるのは。背景色があるのは。背景色があるのは!!!!!!!! 

3333〜〜〜〜4444 月月月月       

（アイフェイオン）（アイフェイオン）（アイフェイオン）（アイフェイオン）    

ハナニラハナニラハナニラハナニラ((((白白白白・水色・水色・水色・水色))))    

ユリオプスデージーユリオプスデージーユリオプスデージーユリオプスデージー    

一重一重一重一重・・・・八重八重八重八重    ※※※※開花開花開花開花期間期間期間期間長い長い長い長い    

スカビオサスカビオサスカビオサスカビオサ    

マツムシソウマツムシソウマツムシソウマツムシソウ※草丈80    

    

ヒメオドリコソウヒメオドリコソウヒメオドリコソウヒメオドリコソウ    

※帰化植物→野草化※帰化植物→野草化※帰化植物→野草化※帰化植物→野草化    

 

シバザクラシバザクラシバザクラシバザクラ    芝桜芝桜芝桜芝桜    

ピンク・ピンクと白･水色ピンク・ピンクと白･水色ピンク・ピンクと白･水色ピンク・ピンクと白･水色・白・白・白・白 

サクラソウサクラソウサクラソウサクラソウ    

桜草桜草桜草桜草    

    

イベリスイベリスイベリスイベリス    

 

    

ギンバイソウギンバイソウギンバイソウギンバイソウ    

銀杯草銀杯草銀杯草銀杯草    

    

イモカタバミイモカタバミイモカタバミイモカタバミ    

※小さい※小さい※小さい※小さい花花花花    

※※※※増えるのに注意増えるのに注意増えるのに注意増えるのに注意    

    

バーベナバーベナバーベナバーベナ    

ピンクパフェピンクパフェピンクパフェピンクパフェ 

    

オトメギキョウオトメギキョウオトメギキョウオトメギキョウ    

    

    

ムスカリムスカリムスカリムスカリ    

※※※※苦土石灰苦土石灰苦土石灰苦土石灰を使い､排水良くを使い､排水良くを使い､排水良くを使い､排水良く    

    

ヤグルマソウヤグルマソウヤグルマソウヤグルマソウ    

矢車草（紫・矢車草（紫・矢車草（紫・矢車草（紫・赤紫赤紫赤紫赤紫・桃・桃・桃・桃・白・白・白・白））））

    

斑入花麦斑入花麦斑入花麦斑入花麦    

    

    

スパラキシススパラキシススパラキシススパラキシス    

スイセンアヤメスイセンアヤメスイセンアヤメスイセンアヤメ（白）（白）（白）（白）    

    

バビアナバビアナバビアナバビアナ、、、、ストリクタストリクタストリクタストリクタ    

ホザキアヤメホザキアヤメホザキアヤメホザキアヤメ    

    

ヒメツルソバヒメツルソバヒメツルソバヒメツルソバ    

姫蔓蕎麦姫蔓蕎麦姫蔓蕎麦姫蔓蕎麦    

（斑入り）ツル（斑入り）ツル（斑入り）ツル（斑入り）ツル    

ニチニチソウニチニチソウニチニチソウニチニチソウ    

    

ルピナスルピナスルピナスルピナス    

登藤（紫・ピンク）登藤（紫・ピンク）登藤（紫・ピンク）登藤（紫・ピンク）    

フランスフランスフランスフランスギクギクギクギク    

※元々寒冷地の種    

                



 

ガザニアガザニアガザニアガザニア（（（（オレンジ）オレンジ）オレンジ）オレンジ）    

勲章菊勲章菊勲章菊勲章菊    

※４月、11 月に株分 

ガザニアガザニアガザニアガザニア    

白・クリーム白・クリーム白・クリーム白・クリーム    

 

ガザニアガザニアガザニアガザニア    

黄黄黄黄    

 

アジアジアジアジュガュガュガュガ    

    

 

ユユユユスラウメスラウメスラウメスラウメ    

山桜桃山桜桃山桜桃山桜桃    

樹は開帳性の2〜3mの低木

でよく分枝する。葉は楕円形

で、葉脈に沿って凹凸があ

り、全体に細かい毛を生じ

る。桜に似た白色または淡

紅色の花が葉腋に 1 つずつ

咲き、小ぶりの赤または白

の丸い果実をつける。果実

はほぼ球形ながら、桃の実

のようにかすかな縦割れが

あり、表面には毛がない。 

 

 

    

ドウダンツツジドウダンツツジドウダンツツジドウダンツツジ    

※乾燥を嫌うので、マルチン

グをする。 

 

ラビットアイ系ブルーベリーラビットアイ系ブルーベリーラビットアイ系ブルーベリーラビットアイ系ブルーベリー    

ブライトウェルブライトウェルブライトウェルブライトウェル    

ウッダードウッダードウッダードウッダード    

ラヒラヒラヒラヒ    

コースタイルコースタイルコースタイルコースタイル    

    

ニワウメニワウメニワウメニワウメ    

庭梅庭梅庭梅庭梅    

木はユスラウメより小ぶり

で、葉っぱは細長 

ユスラウメの後に完熟 

ユスラウメより果梗が長い 

    

    

 

 

フリージャフリージャフリージャフリージャ、香雪蘭、香雪蘭、香雪蘭、香雪蘭    

※連作を嫌うので移植分球連作を嫌うので移植分球連作を嫌うので移植分球連作を嫌うので移植分球

して別の場所へ移植するして別の場所へ移植するして別の場所へ移植するして別の場所へ移植する    

早咲きグラジオラス早咲きグラジオラス早咲きグラジオラス早咲きグラジオラス    

    

イキシア（イキシア（イキシア（イキシア（6666 色）色）色）色）    

    

クレマチスクレマチスクレマチスクレマチス、鉄線、鉄線、鉄線、鉄線    

水色水色水色水色????薄紫、ピンク薄紫、ピンク薄紫、ピンク薄紫、ピンク 



 

ジャーマンジャーマンジャーマンジャーマン    

アイリスアイリスアイリスアイリス 

シランシランシランシラン    

紫蘭紫蘭紫蘭紫蘭 

シランシランシランシラン    

白花白花白花白花    

（桃・赤）ベルガモット（桃・赤）ベルガモット（桃・赤）ベルガモット（桃・赤）ベルガモット    

モナルダモナルダモナルダモナルダ    

 

 

八重桜八重桜八重桜八重桜    低木低木低木低木    コデマリコデマリコデマリコデマリ    ツツジツツジツツジツツジ    ハナミズキハナミズキハナミズキハナミズキ    

花水木花水木花水木花水木    

低木低木低木低木    ヒメウツギヒメウツギヒメウツギヒメウツギ    

    

ハナビシソウハナビシソウハナビシソウハナビシソウ    

花菱草花菱草花菱草花菱草    

    

もち病もち病もち病もち病    

サツキ､ツツジ､ツバキサツキ､ツツジ､ツバキサツキ､ツツジ､ツバキサツキ､ツツジ､ツバキ    

    

    

ロードヒポキシスロードヒポキシスロードヒポキシスロードヒポキシス    

アッツザクラアッツザクラアッツザクラアッツザクラ（鉢植）（鉢植）（鉢植）（鉢植）    

アマドコロアマドコロアマドコロアマドコロ    スズランスズランスズランスズラン    

鈴蘭鈴蘭鈴蘭鈴蘭    

 

 

エビネエビネエビネエビネ    

    

キエビネキエビネキエビネキエビネ    

 

4444 月下旬月下旬月下旬月下旬 GWGWGWGW 前前前前にににに    

上旬上旬上旬上旬    苗の定植苗の定植苗の定植苗の定植    

トマトトマトトマトトマト    桃太郎桃太郎桃太郎桃太郎    

ミニトマトミニトマトミニトマトミニトマト    ナスナスナスナス    

普通２普通２普通２普通２----やややや\\\\80808080、長２、、長２、、長２、、長２、    

ピーマンピーマンピーマンピーマン    

    

万願寺トウガラシ万願寺トウガラシ万願寺トウガラシ万願寺トウガラシ    シシトウシシトウシシトウシシトウ            

キュウリキュウリキュウリキュウリ    

北進北進北進北進    

        小玉スイカ小玉スイカ小玉スイカ小玉スイカ    

※草を敷いてツルが直接地

面に触れないようにする 

一人ばえ苗一人ばえ苗一人ばえ苗一人ばえ苗植植植植替え替え替え替え    

青シソ青シソ青シソ青シソ    

    

赤シソ赤シソ赤シソ赤シソ    

    

マリーゴールドマリーゴールドマリーゴールドマリーゴールド    

    

ミツバミツバミツバミツバ    

5555 月月月月       

マーガレットマーガレットマーガレットマーガレット    

※6～7 月、9 月～10 月に挿し芽 

※※※※マーガレットマーガレットマーガレットマーガレット全滅全滅全滅全滅    

 

マーガレットマーガレットマーガレットマーガレット    

ホワイトメロディホワイトメロディホワイトメロディホワイトメロディ    

 

マーガレットマーガレットマーガレットマーガレット    

モリンバモリンバモリンバモリンバ    

    

マーガレットマーガレットマーガレットマーガレット        

サマサマサマサマーソングーソングーソングーソング    

ディープローズディープローズディープローズディープローズ    

    



 

ベゴニアベゴニアベゴニアベゴニア、桃、桃、桃、桃    

※植木鉢※植木鉢※植木鉢※植木鉢※5～6 月に挿し芽    

ベゴニアベゴニアベゴニアベゴニア、赤、赤、赤、赤    

※植木鉢が無難※植木鉢が無難※植木鉢が無難※植木鉢が無難    

ベゴニアベゴニアベゴニアベゴニア、白、白、白、白    

※植木鉢が無難※植木鉢が無難※植木鉢が無難※植木鉢が無難    

アメリカンブルーアメリカンブルーアメリカンブルーアメリカンブルー    

※※※※挿木で増やせる挿木で増やせる挿木で増やせる挿木で増やせる    

ブルーデージーブルーデージーブルーデージーブルーデージー    

 

    

ガーベラガーベラガーベラガーベラ    

    

    

カランコエカランコエカランコエカランコエ    

オレンジオレンジオレンジオレンジ

    

カランコエカランコエカランコエカランコエ    

黄色黄色黄色黄色    

    

プリムラベリスプリムラベリスプリムラベリスプリムラベリス    

※秋に株分け 

    

プリムラオブコニカプリムラオブコニカプリムラオブコニカプリムラオブコニカ    

 

 

プリムラプリムラプリムラプリムラ    

ポリアンサポリアンサポリアンサポリアンサ 

 

プリムラプリムラプリムラプリムラ        

デンティキュラータデンティキュラータデンティキュラータデンティキュラータ 

 

ペチュニアペチュニアペチュニアペチュニア    

※※※※寒さに弱いので一年草扱寒さに弱いので一年草扱寒さに弱いので一年草扱寒さに弱いので一年草扱    

ミヤコワスレミヤコワスレミヤコワスレミヤコワスレ    

都忘れ都忘れ都忘れ都忘れ（紫・ピンク）（紫・ピンク）（紫・ピンク）（紫・ピンク）    

※5～6 月挿芽、9～10 月株分 

※消滅    

 

オオオオダマキダマキダマキダマキ    

    

※種のほうが無難 ※好光 

※種で増えていたが消滅 

 

西洋西洋西洋西洋    

オダマキオダマキオダマキオダマキ 

 

シラーシラーシラーシラーベルビアナベルビアナベルビアナベルビアナ    

※※※※２球根に減少２球根に減少２球根に減少２球根に減少    

ブルビネラブルビネラブルビネラブルビネラ    

フロリバンダフロリバンダフロリバンダフロリバンダ    

    

モッコウバラモッコウバラモッコウバラモッコウバラ    

※※※※とりあえず鉢植えとりあえず鉢植えとりあえず鉢植えとりあえず鉢植え    

※※※※花芽をつける剪定は花芽をつける剪定は花芽をつける剪定は花芽をつける剪定は初秋初秋初秋初秋    

シャクヤクシャクヤクシャクヤクシャクヤク    芍薬芍薬芍薬芍薬    

※※※※咲かせるには咲かせるには咲かせるには咲かせるには日光と肥料日光と肥料日光と肥料日光と肥料 

サンズンアヤメサンズンアヤメサンズンアヤメサンズンアヤメ 

三寸菖蒲三寸菖蒲三寸菖蒲三寸菖蒲 

 

シャガシャガシャガシャガ    

斑入りシャガ斑入りシャガ斑入りシャガ斑入りシャガ    

ヒメヒメヒメヒメシャガシャガシャガシャガ    

    

 

イチハツイチハツイチハツイチハツ    

    

    

カキツバタカキツバタカキツバタカキツバタ アイリスアイリスアイリスアイリス        春ウコン春ウコン春ウコン春ウコン    



 

ラナンキュラスラナンキュラスラナンキュラスラナンキュラス    

 

カンパニュラカンパニュラカンパニュラカンパニュラ    

ツリガネソウツリガネソウツリガネソウツリガネソウ    

    

ディケロステンマ？ディケロステンマ？ディケロステンマ？ディケロステンマ？    

    
 

5555 月月月月       

エノテラエノテラエノテラエノテラ    

昼咲き月見草昼咲き月見草昼咲き月見草昼咲き月見草    

ハハハハナヅルソウナヅルソウナヅルソウナヅルソウ    

    

ムラサキツユクサムラサキツユクサムラサキツユクサムラサキツユクサ    

赤紫赤紫赤紫赤紫    

ムラサキツユクサムラサキツユクサムラサキツユクサムラサキツユクサ    

紫露草紫露草紫露草紫露草    

※※※※土の酸度のせいか？土の酸度のせいか？土の酸度のせいか？土の酸度のせいか？    

消滅か？消滅か？消滅か？消滅か？    

 

マツバギク（桃・白）マツバギク（桃・白）マツバギク（桃・白）マツバギク（桃・白）    

松葉菊松葉菊松葉菊松葉菊    

マツバギク（白）マツバギク（白）マツバギク（白）マツバギク（白）    

松葉菊松葉菊松葉菊松葉菊    

ブルーサルビアブルーサルビアブルーサルビアブルーサルビア    

    

    

チェリーセージチェリーセージチェリーセージチェリーセージ    

※※※※花付きは花付きは花付きは花付きは日照不足に注意日照不足に注意日照不足に注意日照不足に注意    

センダイハギセンダイハギセンダイハギセンダイハギ    

紫千代萩紫千代萩紫千代萩紫千代萩    

セージ・セージ・セージ・セージ・メキシカンセージメキシカンセージメキシカンセージメキシカンセージ    

サルビア・レウカンササルビア・レウカンササルビア・レウカンササルビア・レウカンサ    

    

キキョウソウキキョウソウキキョウソウキキョウソウ    

桔梗草桔梗草桔梗草桔梗草    

    

ニワゼキショウニワゼキショウニワゼキショウニワゼキショウ    

※※※※種が飛び散って増える種が飛び散って増える種が飛び散って増える種が飛び散って増える    

 

アラビカムアラビカムアラビカムアラビカム    

クロボシオオアマナクロボシオオアマナクロボシオオアマナクロボシオオアマナ 

カーネーションカーネーションカーネーションカーネーション 

※※※※またまたまたまた差し芽に挑戦差し芽に挑戦差し芽に挑戦差し芽に挑戦    

    

アヤメアヤメアヤメアヤメ    

菖蒲（菖蒲（菖蒲（菖蒲（黄黄黄黄））））    

    

アヤメアヤメアヤメアヤメ    

菖蒲（紫）菖蒲（紫）菖蒲（紫）菖蒲（紫）    

 

ササササツキツキツキツキ    

    

リクニスリクニスリクニスリクニス・スイセンノウ・スイセンノウ・スイセンノウ・スイセンノウ    

フランネルソウフランネルソウフランネルソウフランネルソウ 

ヒメオウギヒメオウギヒメオウギヒメオウギ    

※※※※5555 月に頂く。月に頂く。月に頂く。月に頂く。球根球根球根球根！！！！！！！！    

ヒメオウギヒメオウギヒメオウギヒメオウギ    

他に他に他に他に白・白・白・白・赤あり赤あり赤あり赤あり    

5/145/145/145/14    夏野菜苗の定植、最夏野菜苗の定植、最夏野菜苗の定植、最夏野菜苗の定植、最 尾張とげなしナス尾張とげなしナス尾張とげなしナス尾張とげなしナス 3333￥￥￥￥200200200200    大玉トマト接木３大玉トマト接木３大玉トマト接木３大玉トマト接木３\\\\210210210210    自根、キュウリ自根、キュウリ自根、キュウリ自根、キュウリ    



 

終終終終    シシトウシシトウシシトウシシトウ----１１１１\\\\50505050    シシトウなどシシトウなどシシトウなどシシトウなど 10101010\\\\95959595    

16161616 本、総計本、総計本、総計本、総計\\\\2310231023102310    

ゼラニウムゼラニウムゼラニウムゼラニウム    

※四季咲、冬は植木鉢冬は植木鉢冬は植木鉢冬は植木鉢    

※5~6月、9月～10月に挿芽 

 

ゼラニウムゼラニウムゼラニウムゼラニウム    

ピンクピンクピンクピンク    

    

 

ゼラニウムゼラニウムゼラニウムゼラニウム    

白白白白    

    

    

ゼラニウムゼラニウムゼラニウムゼラニウム    

薄紫薄紫薄紫薄紫    

    

    

ホタルブクロホタルブクロホタルブクロホタルブクロ    

蛍袋（赤）蛍袋（赤）蛍袋（赤）蛍袋（赤）    

    

ホタルブクロホタルブクロホタルブクロホタルブクロ    

蛍袋（蛍袋（蛍袋（蛍袋（白白白白））））    

キリンソウキリンソウキリンソウキリンソウ    カカカカンパニュランパニュランパニュランパニュラ    

グロメラータグロメラータグロメラータグロメラータ    

八代ヤツシロソウ八代ヤツシロソウ八代ヤツシロソウ八代ヤツシロソウ    

    

カラーカラーカラーカラー（（（（白白白白））））    

※株が大きくなったら 10 月

～11 月上旬に株分 

    

アルストロメリアアルストロメリアアルストロメリアアルストロメリア    

ユリズイセンユリズイセンユリズイセンユリズイセン    

薄ピンク薄ピンク薄ピンク薄ピンク    

    

なでしこなでしこなでしこなでしこ    

赤（鉢植）（鉢植）（鉢植）（鉢植） 

シャスター・デージシャスター・デージシャスター・デージシャスター・デージ    

4/204/204/204/20    豆類の種まき豆類の種まき豆類の種まき豆類の種まき            

5/175/175/175/17    2222 回目の植え替え回目の植え替え回目の植え替え回目の植え替え    

ササゲアズキササゲアズキササゲアズキササゲアズキ    ササゲササゲササゲササゲ    ゴーヤゴーヤゴーヤゴーヤ    

大豆大豆大豆大豆    黒豆黒豆黒豆黒豆    オオオクラオオオクラオオオクラオオオクラ    スクナカボスクナカボスクナカボスクナカボチャチャチャチャ    

5/5/5/5/１１１１    一人ばえ苗一人ばえ苗一人ばえ苗一人ばえ苗植植植植替え替え替え替え    

青シソ青シソ青シソ青シソ    

赤シソ赤シソ赤シソ赤シソ    マリーゴールドマリーゴールドマリーゴールドマリーゴールド    ミツバミツバミツバミツバ    

2021.5.162021.5.162021.5.162021.5.16    東海地方東海地方東海地方東海地方    梅雨入梅雨入梅雨入梅雨入    5/225/225/225/22    知多の梅知多の梅知多の梅知多の梅Ｓ-2 ㎏

@180-とＭ-1 ㎏@250 を購入

梅ジュース漬け込み梅ジュース漬け込み梅ジュース漬け込み梅ジュース漬け込み    

氷砂糖 3 ㎏-業務@298 

    

レインリリーレインリリーレインリリーレインリリー・・・・ハブランサスハブランサスハブランサスハブランサス    

サフランモドキサフランモドキサフランモドキサフランモドキ    

アガパンサスアガパンサスアガパンサスアガパンサス    

■■■■宿根草宿根草宿根草宿根草        （梅雨（梅雨（梅雨（梅雨        A rainy seasonA rainy seasonA rainy seasonA rainy season））））        Perennial flowerPerennial flowerPerennial flowerPerennial flower        花の形・種類、花の形・種類、花の形・種類、花の形・種類、順順順順 

6666 月（梅雨入後）月（梅雨入後）月（梅雨入後）月（梅雨入後）       

6666 月（梅雨入後）月（梅雨入後）月（梅雨入後）月（梅雨入後）    

6/46/46/46/4    町内一斉草刈り町内一斉草刈り町内一斉草刈り町内一斉草刈り    

    ラッキョウのラッキョウのラッキョウのラッキョウの収穫収穫収穫収穫  

ヘメロカリスヘメロカリスヘメロカリスヘメロカリス    ネジバナネジバナネジバナネジバナ    アラゲハンゴンソウアラゲハンゴンソウアラゲハンゴンソウアラゲハンゴンソウ    

粗毛反魂草粗毛反魂草粗毛反魂草粗毛反魂草    

黄色の花弁が筒状

アキレアアキレアアキレアアキレア    

((((キバナキバナキバナキバナ))))ノノコギリソウノノコギリソウノノコギリソウノノコギリソウ    



 

ニッコウニッコウニッコウニッコウキスゲキスゲキスゲキスゲ     

    

    

ムラサキゴテンムラサキゴテンムラサキゴテンムラサキゴテン    

紫御殿紫御殿紫御殿紫御殿 

シラシラシラシラキヌキヌキヌキヌヒメヒメヒメヒメ    

白白白白絹絹絹絹姫姫姫姫 

トキワツユクサトキワツユクサトキワツユクサトキワツユクサ    

    

    

ツワブキツワブキツワブキツワブキ    

 

ホスタホスタホスタホスタ    

斑入り葉・斑入り葉・斑入り葉・斑入り葉・ギボウシギボウシギボウシギボウシ 

フウセンカヅラフウセンカヅラフウセンカヅラフウセンカヅラ        

ハンゲショウハンゲショウハンゲショウハンゲショウ    

半夏生半夏生半夏生半夏生    

 

6/36/36/36/3 アジサイアジサイアジサイアジサイ    

紫陽花紫陽花紫陽花紫陽花、、、、剪定忘れで花芽無剪定忘れで花芽無剪定忘れで花芽無剪定忘れで花芽無    

6/106/106/106/10 キョウチクトウキョウチクトウキョウチクトウキョウチクトウ（桃）（桃）（桃）（桃）    

夾竹桃夾竹桃夾竹桃夾竹桃    

    

低木低木低木低木    

クチナシクチナシクチナシクチナシ    

    

ランタナランタナランタナランタナ（桃・オレンジ）（桃・オレンジ）（桃・オレンジ）（桃・オレンジ）    

※６～７月に挿し芽 

    

    

6/176/176/176/17 ヤマモモヤマモモヤマモモヤマモモ    

完熟実の初収獲完熟実の初収獲完熟実の初収獲完熟実の初収獲    

    

ザクロザクロザクロザクロ    

柘榴柘榴柘榴柘榴    

ハナショウブハナショウブハナショウブハナショウブ((((徳川徳川徳川徳川園園園園))))    

※※※※連作障害を引き起こす連作障害を引き起こす連作障害を引き起こす連作障害を引き起こす    

    

ニワウメ？ニワウメ？ニワウメ？ニワウメ？    

ユスラウメの実ユスラウメの実ユスラウメの実ユスラウメの実、、、、白い花白い花白い花白い花    

果梗果梗果梗果梗こうが短いが短いが短いが短い    

毛がなく毛がなく毛がなく毛がなく赤い実赤い実赤い実赤い実    

    

■■■■宿根草宿根草宿根草宿根草    （夏から冬（夏から冬（夏から冬（夏から冬    Summer or laterSummer or laterSummer or laterSummer or later））））        Perennial flowerPerennial flowerPerennial flowerPerennial flower        花の形・種類、花の形・種類、花の形・種類、花の形・種類、順順順順 

7777 月（梅雨明け）月（梅雨明け）月（梅雨明け）月（梅雨明け）       

レインリリーレインリリーレインリリーレインリリー・・・・ゼフィランサスゼフィランサスゼフィランサスゼフィランサス    

玉すだれ玉すだれ玉すだれ玉すだれ 

ユーコミスユーコミスユーコミスユーコミス    

パイナップルリリーパイナップルリリーパイナップルリリーパイナップルリリー 

アサガオアサガオアサガオアサガオ    ※※※※古典園芸植物古典園芸植物古典園芸植物古典園芸植物

の中でも唯一の一年草の中でも唯一の一年草の中でも唯一の一年草の中でも唯一の一年草    

ホオズキホオズキホオズキホオズキ    

鬼灯鬼灯鬼灯鬼灯 

    

梅の塩漬け梅の塩漬け梅の塩漬け梅の塩漬け    ブルーベリーの実ブルーベリーの実ブルーベリーの実ブルーベリーの実の収穫の収穫の収穫の収穫    ●●●●ブライトウェルブライトウェルブライトウェルブライトウェル    木立性ベゴニア木立性ベゴニア木立性ベゴニア木立性ベゴニア    



 

▲▲▲▲ウッタードウッタードウッタードウッタード早生〜中生早生〜中生早生〜中生早生〜中生    （早生〜中生）（早生〜中生）（早生〜中生）（早生〜中生）    

ラビットアイ系２種類セッラビットアイ系２種類セッラビットアイ系２種類セッラビットアイ系２種類セットトトト    

▲▲▲▲コースタイルコースタイルコースタイルコースタイル（中生〜晩（中生〜晩（中生〜晩（中生〜晩

生）生）生）生）    

▲▲▲▲ラヒラヒラヒラヒ（中生〜晩生）（中生〜晩生）（中生〜晩生）（中生〜晩生）    

赤系赤系赤系赤系 

8888 月月月月       

マリーゴールドマリーゴールドマリーゴールドマリーゴールド    

黄黄黄黄 

 

マリーゴールドマリーゴールドマリーゴールドマリーゴールド    

オレンジオレンジオレンジオレンジ    

    

ジニア・ジニア・ジニア・ジニア・ヒャクニチソウヒャクニチソウヒャクニチソウヒャクニチソウ    

百日草百日草百日草百日草    

    

ユーフォルビアユーフォルビアユーフォルビアユーフォルビア    

ハツユキソウハツユキソウハツユキソウハツユキソウ    

ショウジョウソウショウジョウソウショウジョウソウショウジョウソウ    

    

オシロイバナオシロイバナオシロイバナオシロイバナ    

白粉花白粉花白粉花白粉花    

ヘリアンサスヘリアンサスヘリアンサスヘリアンサス・ヘリオプシス・ヘリオプシス・ヘリオプシス・ヘリオプシス    

宿根ヒメヒマワリ宿根ヒメヒマワリ宿根ヒメヒマワリ宿根ヒメヒマワリ 

三尺三尺三尺三尺バーベナバーベナバーベナバーベナ    

 

フィソステギアフィソステギアフィソステギアフィソステギア    

花（カク）花（カク）花（カク）花（カク）虎の尾虎の尾虎の尾虎の尾 

モントブレチアモントブレチアモントブレチアモントブレチア    

クロコスミア？クロコスミア？クロコスミア？クロコスミア？    

姫扇水仙姫扇水仙姫扇水仙姫扇水仙    

ジンジャージンジャージンジャージンジャー    

    

ダダダダリアリアリアリア    

※※※※消滅消滅消滅消滅    

 

グラジオラスグラジオラスグラジオラスグラジオラス    

    

 

9999 月月月月       

キキョウキキョウキキョウキキョウ    

桔梗桔梗桔梗桔梗（水色・白）（水色・白）（水色・白）（水色・白）    

※※※※虫の為？虫の為？虫の為？虫の為？新芽が新芽が新芽が新芽が消滅消滅消滅消滅 

 

ワタワタワタワタ    パンジー・スミレ種まきパンジー・スミレ種まきパンジー・スミレ種まきパンジー・スミレ種まき    

※※※※2021.42021.42021.42021.4 一株発見一株発見一株発見一株発見!!!!!!!! 

マーガレットマーガレットマーガレットマーガレット    

※※※※９月～９月～９月～９月～10101010 月に挿し芽月に挿し芽月に挿し芽月に挿し芽    

冬に備え、根本に腐葉土と冬に備え、根本に腐葉土と冬に備え、根本に腐葉土と冬に備え、根本に腐葉土と

マルチマルチマルチマルチ    ⇒⇒⇒⇒    不注意で全滅不注意で全滅不注意で全滅不注意で全滅    

 

秋ウコン（ウコン）の花秋ウコン（ウコン）の花秋ウコン（ウコン）の花秋ウコン（ウコン）の花 

    

キンモクセイキンモクセイキンモクセイキンモクセイ    

金木犀金木犀金木犀金木犀 

     

柿の実－早生柿の実－早生柿の実－早生柿の実－早生 



 

10101010 月月月月・・・・11111111 月月月月       

キクキクキクキク    

菊菊菊菊    

    

シュウメイギクシュウメイギクシュウメイギクシュウメイギク 

秋明菊秋明菊秋明菊秋明菊 

 

シュウメイギクシュウメイギクシュウメイギクシュウメイギク 

秋明菊秋明菊秋明菊秋明菊    白白白白 

藪蘭（ヤブラン）藪蘭（ヤブラン）藪蘭（ヤブラン）藪蘭（ヤブラン）    

花花花花    

    

キバナコスモスキバナコスモスキバナコスモスキバナコスモス    

黄花秋桜黄花秋桜黄花秋桜黄花秋桜、一重と八重、一重と八重、一重と八重、一重と八重    

コスモスコスモスコスモスコスモス    

秋桜秋桜秋桜秋桜    

コキアコキアコキアコキア    

箒木箒木箒木箒木    

ネリネネリネネリネネリネ    

ダイヤモンドリリーダイヤモンドリリーダイヤモンドリリーダイヤモンドリリー    

※※※※まだ開花せず色不明まだ開花せず色不明まだ開花せず色不明まだ開花せず色不明    

オキザリス・プルプレアオキザリス・プルプレアオキザリス・プルプレアオキザリス・プルプレア    

オキザリスバリアビリスオキザリスバリアビリスオキザリスバリアビリスオキザリスバリアビリス    

フヨウカタバミフヨウカタバミフヨウカタバミフヨウカタバミ・（クラブラ）・（クラブラ）・（クラブラ）・（クラブラ）    

オキザリスオキザリスオキザリスオキザリス    

オキザリス・ボーウィーオキザリス・ボーウィーオキザリス・ボーウィーオキザリス・ボーウィー    

ハナカタバミハナカタバミハナカタバミハナカタバミ※※※※大きい大きい大きい大きい    

⇔⇔⇔⇔    イモカタバミイモカタバミイモカタバミイモカタバミ    

※※※※春〜夏､小さめ春〜夏､小さめ春〜夏､小さめ春〜夏､小さめ    

増えやすい増えやすい増えやすい増えやすい    

フラバフラバフラバフラバ    

※※※※寒さにやや弱い寒さにやや弱い寒さにやや弱い寒さにやや弱い    

サザンカサザンカサザンカサザンカ    

山茶花山茶花山茶花山茶花    

サザンカサザンカサザンカサザンカ    

山茶花（山茶花（山茶花（山茶花（白白白白））））鳴海潟鳴海潟鳴海潟鳴海潟？？？？    

    

皇帝ダリア皇帝ダリア皇帝ダリア皇帝ダリア    

ノギクノギクノギクノギク・・・・ヨメナヨメナヨメナヨメナ・・・・ノコンギクノコンギクノコンギクノコンギク    

ムラサキシキムラサキシキムラサキシキムラサキシキブブブブ    いろはモミジいろはモミジいろはモミジいろはモミジ    カリンカリンカリンカリン    

花梨の実花梨の実花梨の実花梨の実    

ザクロザクロザクロザクロ    

石榴石榴石榴石榴の実の実の実の実    

12121212 月月月月       

ヒメナデシコヒメナデシコヒメナデシコヒメナデシコ    

姫撫子姫撫子姫撫子姫撫子    

    

しゅくこんしゅくこんしゅくこんしゅくこん    

なでしこなでしこなでしこなでしこ 

 

ビオラビオラビオラビオラ    

    

    

パンジーパンジーパンジーパンジー    



 

※※※※毎年苗を購入毎年苗を購入毎年苗を購入毎年苗を購入    

バーベナバーベナバーベナバーベナ    

ピンクパフェピンクパフェピンクパフェピンクパフェ    

    

バーベナバーベナバーベナバーベナ    

コーラルウィズアイコーラルウィズアイコーラルウィズアイコーラルウィズアイ    

    

バーベナバーベナバーベナバーベナ    

紫・赤紫・赤紫・赤紫・赤    

 

バーベナバーベナバーベナバーベナ    

ホワイトホワイトホワイトホワイト    

 

センリョウセンリョウセンリョウセンリョウ    

千両千両千両千両    

    

マンリョウマンリョウマンリョウマンリョウ    

万両万両万両万両 

 

ナンテンナンテンナンテンナンテン    

南天南天南天南天    

    

低木低木低木低木    

お多福南天お多福南天お多福南天お多福南天    

 

1111月月月月       

日本水仙日本水仙日本水仙日本水仙    

    

 

房咲水仙房咲水仙房咲水仙房咲水仙    

    

 

口紅咲き口紅咲き口紅咲き口紅咲き    

    

    

糸葉水仙糸葉水仙糸葉水仙糸葉水仙    

    

 

早咲きラッパ水仙ミニ早咲きラッパ水仙ミニ早咲きラッパ水仙ミニ早咲きラッパ水仙ミニ    

テータテートテータテートテータテートテータテート    

ラッパ水仙（ラッパ水仙（ラッパ水仙（ラッパ水仙（黄色黄色黄色黄色））））    

    

八重八重八重八重咲き咲き咲き咲き    

 

 

 

 

 

スノーフレークスノーフレークスノーフレークスノーフレーク    

    

スノードロップスノードロップスノードロップスノードロップ    

    

スズランスズランスズランスズラン    

    

フクジュソウフクジュソウフクジュソウフクジュソウ    

福寿草福寿草福寿草福寿草 

    

フキフキフキフキ    

蕗蕗蕗蕗    



 

椿椿椿椿    

    

 

    

  

2222 月月月月                

ボケボケボケボケ    

木瓜木瓜木瓜木瓜（赤）（赤）（赤）（赤）    

    

ウメウメウメウメ    

梅梅梅梅    

    

ユキヤナギユキヤナギユキヤナギユキヤナギ    

雪柳雪柳雪柳雪柳    

    

    

2222 月月月月 25252525 日日日日                

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス    

ローズローズローズローズ    

※※※※10101010～～～～11111111 月中旬株分月中旬株分月中旬株分月中旬株分    

クリスマスローズクリスマスローズクリスマスローズクリスマスローズ    

白白白白 

シクラメンシクラメンシクラメンシクラメン    

※※※※夏涼しい所夏涼しい所夏涼しい所夏涼しい所で休眠させ、で休眠させ、で休眠させ、で休眠させ、    

できれば９月に植替できれば９月に植替できれば９月に植替できれば９月に植替 

 

    

       

3333 月月月月    

山スミレ山スミレ山スミレ山スミレ    

菫菫菫菫    

    

タチツボタチツボタチツボタチツボスミレスミレスミレスミレ    

 

 

子持ち万年草子持ち万年草子持ち万年草子持ち万年草    

 

 

ノースポールノースポールノースポールノースポール    

    

 

斑入りムギの葉と穂斑入りムギの葉と穂斑入りムギの葉と穂斑入りムギの葉と穂    

    

ヒメツルソバヒメツルソバヒメツルソバヒメツルソバ    

姫蔓蕎麦姫蔓蕎麦姫蔓蕎麦姫蔓蕎麦    

※※※※開花期間長い開花期間長い開花期間長い開花期間長い    

 

ユユユユリオプスデージーリオプスデージーリオプスデージーリオプスデージー    

※５～６、９～５～６、９～５～６、９～５～６、９～10101010 月に挿し芽月に挿し芽月に挿し芽月に挿し芽 

 

ユユユユリオプスデージーリオプスデージーリオプスデージーリオプスデージー    八重八重八重八重    

※※※※開花期間長い開花期間長い開花期間長い開花期間長い    

 



 

リナリアリナリアリナリアリナリア    

ヒメキンギョヒメキンギョヒメキンギョヒメキンギョ    

矢車草矢車草矢車草矢車草    

桃・青・紫桃・青・紫桃・青・紫桃・青・紫    

ショカツサイショカツサイショカツサイショカツサイ    

オオアラセイトウオオアラセイトウオオアラセイトウオオアラセイトウ    

むらさきなずなむらさきなずなむらさきなずなむらさきなずな    

ムラサキハナナムラサキハナナムラサキハナナムラサキハナナ    

 

3/263/263/263/26    記念樹購入記念樹購入記念樹購入記念樹購入----西尾西尾西尾西尾    

■ブルーベリー■ブルーベリー■ブルーベリー■ブルーベリー＆＆＆＆ウッダーウッダーウッダーウッダー

ドドドド----￥￥￥￥2500250025002500    

・・・・----￥￥￥￥880880880880    

・マーガレット・マーガレット・マーガレット・マーガレット    

・ミヤコワスレ・ミヤコワスレ・ミヤコワスレ・ミヤコワスレ    

・オダマキ・オダマキ・オダマキ・オダマキ    

締めて締めて締めて締めて    ￥￥￥￥6340634063406340 也也也也    

室内用室内用室内用室内用、、、、観葉植物観葉植物観葉植物観葉植物（（（（自宅自宅自宅自宅----４４４４種）種）種）種） 

観音竹観音竹観音竹観音竹    

    

スパティフィラムスパティフィラムスパティフィラムスパティフィラム    

※※※※花を咲かせるに花を咲かせるに花を咲かせるに花を咲かせるに夏は日差夏は日差夏は日差夏は日差

しを避しを避しを避しを避けた日陰けた日陰けた日陰けた日陰にににに、冬は日、冬は日、冬は日、冬は日

当たりのよい場所に置く当たりのよい場所に置く当たりのよい場所に置く当たりのよい場所に置く。。。。 

ユッカ（青年の木）ユッカ（青年の木）ユッカ（青年の木）ユッカ（青年の木）    

※※※※2000200020002000〜〜〜〜葉が固い種類葉が固い種類葉が固い種類葉が固い種類    

高木に成長した高木に成長した高木に成長した高木に成長した    

オリヅルランオリヅルランオリヅルランオリヅルラン    

折鶴蘭折鶴蘭折鶴蘭折鶴蘭    外置外置外置外置    

    

ポトスポトスポトスポトス    

※水耕栽培※水耕栽培※水耕栽培※水耕栽培    

 

オリヅルランオリヅルランオリヅルランオリヅルラン    

※水耕栽培※水耕栽培※水耕栽培※水耕栽培もＯＫもＯＫもＯＫもＯＫ    

    

ハランハランハランハラン・葉蘭・葉蘭・葉蘭・葉蘭    

※地植えＯＫ※地植えＯＫ※地植えＯＫ※地植えＯＫ    

 

 

ドラセナドラセナドラセナドラセナ    

幸福の木幸福の木幸福の木幸福の木    

    

アンスリウムアンスリウムアンスリウムアンスリウム    

    

    

ツリシノブツリシノブツリシノブツリシノブ    

釣忍釣忍釣忍釣忍    

 

パキラパキラパキラパキラ    

    

    

    

花を愛でるというよりは、グランドカバーとして花を愛でるというよりは、グランドカバーとして花を愛でるというよりは、グランドカバーとして花を愛でるというよりは、グランドカバーとして、またはカラーリーフとして、またはカラーリーフとして、またはカラーリーフとして、またはカラーリーフとして植えている植物植えている植物植えている植物植えている植物 

龍のヒゲ龍のヒゲ龍のヒゲ龍のヒゲ    

玉流玉流玉流玉流    

密集しない長葉密集しない長葉密集しない長葉密集しない長葉    

    

ユキノシタユキノシタユキノシタユキノシタ    

    

    

    

クラピアクラピアクラピアクラピア    

※※※※花は咲くが種で増えない花は咲くが種で増えない花は咲くが種で増えない花は咲くが種で増えない    

    

ワイヤワイヤワイヤワイヤープランツープランツープランツープランツ    

    

    



 

タマシダタマシダタマシダタマシダ    トクサトクサトクサトクサ    

    ※水生でも    

アイビーアイビーアイビーアイビー    

    

    

ハツユキハツユキハツユキハツユキカズラカズラカズラカズラ    

初雪蔓初雪蔓初雪蔓初雪蔓    

シロタエギクシロタエギクシロタエギクシロタエギク シロタエギクシロタエギクシロタエギクシロタエギク    

※花が咲いたら※花が咲いたら※花が咲いたら※花が咲いたら花芽を切除花芽を切除花芽を切除花芽を切除    

シルバーレースシルバーレースシルバーレースシルバーレース    ヤブランヤブランヤブランヤブラン    

新芽新芽新芽新芽    

コリウスコリウスコリウスコリウス    ４種４種４種４種    

    

※種と挿芽で増える 

はずだが… 

１種発芽か？ 

    

    

    

  



 

多肉植物多肉植物多肉植物多肉植物    ―丈夫で増やしやすい。―丈夫で増やしやすい。―丈夫で増やしやすい。―丈夫で増やしやすい。葉葉葉葉、、、、茎茎茎茎またはまたはまたはまたは根根根根の内部の柔組織にの内部の柔組織にの内部の柔組織にの内部の柔組織に水水水水を貯蔵しているを貯蔵しているを貯蔵しているを貯蔵している植物植物植物植物の総称。の総称。の総称。の総称。砂漠砂漠砂漠砂漠やややや海岸海岸海岸海岸のようなのようなのようなのような

乾燥地帯に生育するものが多い。多肉植物のうちで、乾燥地帯に生育するものが多い。多肉植物のうちで、乾燥地帯に生育するものが多い。多肉植物のうちで、乾燥地帯に生育するものが多い。多肉植物のうちで、サボテン科サボテン科サボテン科サボテン科が非常に種類の多いグループであるため、一般に園芸業が非常に種類の多いグループであるため、一般に園芸業が非常に種類の多いグループであるため、一般に園芸業が非常に種類の多いグループであるため、一般に園芸業

界では「界では「界では「界では「サボテンサボテンサボテンサボテン」と」と」と」と「「「「それ以外の多肉植物それ以外の多肉植物それ以外の多肉植物それ以外の多肉植物」とに分けて呼ばれることが多い。」とに分けて呼ばれることが多い。」とに分けて呼ばれることが多い。」とに分けて呼ばれることが多い。 

⑮⑮⑮⑮アエォニウム属アエォニウム属アエォニウム属アエォニウム属    

サンシモンサンシモンサンシモンサンシモン    黒法師黒法師黒法師黒法師    

    

            

⑦⑦⑦⑦アガベ属アガベ属アガベ属アガベ属    

    

アガベアガベアガベアガベ    

    

        

②②②② アアアアロエ属ロエ属ロエ属ロエ属                

②②②②エケベリア属エケベリア属エケベリア属エケベリア属    

赤鬼城赤鬼城赤鬼城赤鬼城    

ブルーライトブルーライトブルーライトブルーライト    

    

    

 

 

    

白ボタン白ボタン白ボタン白ボタン    

    

⑬⑬⑬⑬ガステリアガステリアガステリアガステリア属属属属    

    

        

    

⑨⑨⑨⑨カランコエカランコエカランコエカランコエ属属属属    

カランコエ（黄色）カランコエ（黄色）カランコエ（黄色）カランコエ（黄色）    

    

    

カランコエ（赤）カランコエ（赤）カランコエ（赤）カランコエ（赤）    

    

        

④④④④クラッｽﾗ属クラッｽﾗ属クラッｽﾗ属クラッｽﾗ属    

フチベニベンケイフチベニベンケイフチベニベンケイフチベニベンケイ((((縁紅弁慶、縁紅弁慶、縁紅弁慶、縁紅弁慶、    

カゲツカゲツカゲツカゲツ((((花月花月花月花月))))、金のなる木、金のなる木、金のなる木、金のなる木    

姫緑姫緑姫緑姫緑    

    

    

クラッスラ･マネーウォーカークラッスラ･マネーウォーカークラッスラ･マネーウォーカークラッスラ･マネーウォーカー    

    

    

グラプトペタルムはロゼットグラプトペタルムはロゼットグラプトペタルムはロゼットグラプトペタルムはロゼット

状に葉が重なり、上に伸び状に葉が重なり、上に伸び状に葉が重なり、上に伸び状に葉が重なり、上に伸び

て生長する品種て生長する品種て生長する品種て生長する品種    

    

    

⑱⑱⑱⑱クラプトペタルムクラプトペタルムクラプトペタルムクラプトペタルム属属属属                



 

ブロンズ姫ブロンズ姫ブロンズ姫ブロンズ姫    

⑩⑩⑩⑩コノフィツムコノフィツムコノフィツムコノフィツム属属属属    

 

 

    

        

⑫⑫⑫⑫コチレドンコチレドンコチレドンコチレドン属属属属    

 
    

福娘福娘福娘福娘    

    

        

サボテンサボテンサボテンサボテン属属属属    

    

            

③③③③セダムセダムセダムセダム（マンネングサ）（マンネングサ）（マンネングサ）（マンネングサ）属属属属    

虹の玉虹の玉虹の玉虹の玉    

オノマンネングサオノマンネングサオノマンネングサオノマンネングサ    

    

    

フイリオノマンネングサフイリオノマンネングサフイリオノマンネングサフイリオノマンネングサ    

    

    

    

    

薄化粧薄化粧薄化粧薄化粧    コモチマンネングサコモチマンネングサコモチマンネングサコモチマンネングサ    

（子持ち万年草）（子持ち万年草）（子持ち万年草）（子持ち万年草）    

メキシコマンネングサメキシコマンネングサメキシコマンネングサメキシコマンネングサ    

※あまり増え広がらない※あまり増え広がらない※あまり増え広がらない※あまり増え広がらない    

キリンソウキリンソウキリンソウキリンソウ    

※あまり増え広がらない※あまり増え広がらない※あまり増え広がらない※あまり増え広がらない    

⑳⑳⑳⑳スタベリアスタベリアスタベリアスタベリア属属属属                

⑧⑧⑧⑧セネシオセネシオセネシオセネシオ    

    グリーンネックレスグリーンネックレスグリーンネックレスグリーンネックレス    

 

            

⑰⑰⑰⑰センペルビウムセンペルビウムセンペルビウムセンペルビウム属属属属    

    

            



 

⑲⑲⑲⑲ダドレアダドレアダドレアダドレア属属属属                

⑤⑤⑤⑤ハオルチアハオルチアハオルチアハオルチア属属属属    

    

            

⑭パキフィ⑭パキフィ⑭パキフィ⑭パキフィツムツムツムツム属属属属                

ベルゲランタス属ベルゲランタス属ベルゲランタス属ベルゲランタス属    

照波照波照波照波、、、、三時草三時草三時草三時草

 

            

⑯⑯⑯⑯コーデックスコーデックスコーデックスコーデックス((((塊根植物塊根植物塊根植物塊根植物    

⑥⑥⑥⑥ユーフォルビアユーフォルビアユーフォルビアユーフォルビア属属属属    

 

            

⑪⑪⑪⑪リトーブスリトーブスリトーブスリトーブス属属属属    

 

            

ハマミズナ科ハマミズナ科ハマミズナ科ハマミズナ科    

メセン類（、ランプランサス属メセン類（、ランプランサス属メセン類（、ランプランサス属メセン類（、ランプランサス属    

松葉菊（松葉菊（松葉菊（松葉菊（ピンクピンクピンクピンク））））    

松葉菊松葉菊松葉菊松葉菊((((白白白白))))    

※※※※花の形は色違いの感じが花の形は色違いの感じが花の形は色違いの感じが花の形は色違いの感じが

するがするがするがするが葉の形はかなり違う葉の形はかなり違う葉の形はかなり違う葉の形はかなり違う    

ハナヅルソウハナヅルソウハナヅルソウハナヅルソウ    

    

ホッテントットホッテントットホッテントットホッテントット

のイチジクのイチジクのイチジクのイチジク    

※手に負えな※手に負えな※手に負えな※手に負えな

いほど成長することにより本種いほど成長することにより本種いほど成長することにより本種いほど成長することにより本種

は土地は土地は土地は土地を完全に支配し高密度なを完全に支配し高密度なを完全に支配し高密度なを完全に支配し高密度な

植物のじゅうたんを作る。本種植物のじゅうたんを作る。本種植物のじゅうたんを作る。本種植物のじゅうたんを作る。本種

に覆われた土地は化学組成がに覆われた土地は化学組成がに覆われた土地は化学組成がに覆われた土地は化学組成が

変わり、在来種の発芽、生存、変わり、在来種の発芽、生存、変わり、在来種の発芽、生存、変わり、在来種の発芽、生存、

成長および繁殖が影響を受ける成長および繁殖が影響を受ける成長および繁殖が影響を受ける成長および繁殖が影響を受ける    

シソ科シソ科シソ科シソ科    

アロマティカスアロマティカスアロマティカスアロマティカス    

※育てる芳香剤、寒さと蒸れ※育てる芳香剤、寒さと蒸れ※育てる芳香剤、寒さと蒸れ※育てる芳香剤、寒さと蒸れ

が苦手が苦手が苦手が苦手    

            

ツユクサ科ツユクサ科ツユクサ科ツユクサ科    

※※※※フイリツユクサフイリツユクサフイリツユクサフイリツユクサ    

トラデスカンチアトラデスカンチアトラデスカンチアトラデスカンチア    

白絹姫白絹姫白絹姫白絹姫    

トキワツユクサトキワツユクサトキワツユクサトキワツユクサ    

常盤露草常盤露草常盤露草常盤露草    

パープルハート、パープルハート、パープルハート、パープルハート、セトクレアセトクレアセトクレアセトクレア

セア、セア、セア、セア、ムラサキゴテンムラサキゴテンムラサキゴテンムラサキゴテン    



 

    

盆栽（ちょこっとチャレンジ）盆栽（ちょこっとチャレンジ）盆栽（ちょこっとチャレンジ）盆栽（ちょこっとチャレンジ）のお手本図のお手本図のお手本図のお手本図 

                

花物花物花物花物    

八重桜八重桜八重桜八重桜    

    

椿椿椿椿・サザンカ・サザンカ・サザンカ・サザンカ    

    

    

サツキサツキサツキサツキ    

ボケボケボケボケ    

    

寄植え風寄植え風寄植え風寄植え風    

    

    

実実実実みみみみ物物物物    

ユスラウメユスラウメユスラウメユスラウメ    

    

ピラカンサピラカンサピラカンサピラカンサ    

    

    

        

季節物季節物季節物季節物    

松ぼっくり松ぼっくり松ぼっくり松ぼっくり    

    

ネコヤナギネコヤナギネコヤナギネコヤナギ    

    

もみじ・紅葉もみじ・紅葉もみじ・紅葉もみじ・紅葉    

    

イチョウイチョウイチョウイチョウ    

    

    

山野草山野草山野草山野草    

ユキノシタなどユキノシタなどユキノシタなどユキノシタなど    

    

コガネスゲとコガネスゲとコガネスゲとコガネスゲと    

コケ玉コケ玉コケ玉コケ玉    

    

極ミニ盆栽極ミニ盆栽極ミニ盆栽極ミニ盆栽    

    

ツワブキツワブキツワブキツワブキ    

    

焼物や自然素材焼物や自然素材焼物や自然素材焼物や自然素材    

セキショウと焼物セキショウと焼物セキショウと焼物セキショウと焼物    

盆栽鉢にこだわる盆栽鉢にこだわる盆栽鉢にこだわる盆栽鉢にこだわる    

自然石や煉瓦など自然石や煉瓦など自然石や煉瓦など自然石や煉瓦など    

流木や流木や流木や流木や    

割れたものもＯＫ割れたものもＯＫ割れたものもＯＫ割れたものもＯＫ    

洋風洋風洋風洋風    

カジュアルテイストもカジュアルテイストもカジュアルテイストもカジュアルテイストも    



 

        
        

リガーデン素材リガーデン素材リガーデン素材リガーデン素材    

瓦瓦瓦瓦    

置くだけ置くだけ置くだけ置くだけ    

煉瓦煉瓦煉瓦煉瓦    

    

自然石自然石自然石自然石    

    

流木流木流木流木    

    

  

    

廃材活用廃材活用廃材活用廃材活用    

瓦土管ロケットストーブ瓦土管ロケットストーブ瓦土管ロケットストーブ瓦土管ロケットストーブ    

    

剪定枝・流木の剪定枝・流木の剪定枝・流木の剪定枝・流木の    

活用活用活用活用    

    

細枝の活用細枝の活用細枝の活用細枝の活用    

おもちゃおもちゃおもちゃおもちゃ    

    

木や実のアート木や実のアート木や実のアート木や実のアート    

    

    

 

※ロケットストーブ 

各種アイデアメモ 

参照のこと    

    

※Dropbox 内の 

ファイル 

◎木のアートアイデアメモ 

参照のこと    

    

    

 


