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アオキ …赤い実をつける。 カマツカ

アオツヅラフジ …実の中に小さなアンモナイトが入っている。 カヤツリグサ

アカガシ …少ない。 カラスウリ …花は夜咲く。

アカザ カラスノエンドウ

アカメガシワ …成長が早い。よく見かける。 カントウタンポポ …里山の自然が疎っている所にある。とても減って

アキノキリンソウ キクイモ 　いる。

アキノノゲシ ギシギシ …荒れ地に多い。

アケビ …紫の実は動物たちのごちそう。 キシュウスズメノヒエ

アサザ …霞ヶ浦に育つ水草。数が減ってきている。 キショウブ …水辺にある外来種。

アシカキ キヅタ

アズマネザサ …林の手入れをしないと増えてササヤブになる。 キツネアザミ

アメリカセンダングサ …タネが服につくとなかなか取れない。くっつき虫 キツネノカミソリ

アレチノギク 　とよばれる。 キツネノボタン

イイギリ …少ない。 キツネノマゴ

イカリソウ …里山の野草。とても減っている。 キツリフネ …とても減っている。

イタドリ キュウリグサ

イヌキクイモ キランソウ

イヌコリヤナギ ギンナン …別名イチョウ。実のタネの部分は美味しい。

イヌザクラ キンミズヒキ 　

イヌサンショウ クサギ …葉をちぎるとピーナツバターの様な匂いがする。

イヌムギ クサネム

イヌワラビ クサフジ

イノコズチ クズ …よく見られるツル植物。とても増える。

イボクサ クヌギ …ドングリのなる木。昔の牛久には方々にクヌギ林

イボタ クルミ 　があった。

ウキヤガラ クロモ

ウグイスカグラ …美味しい赤い実がつく。 クワ …田んぼや畑のまわりに多い。

ウシハコベ ケイトウ …庭先でみられる。鶏の鶏冠の様な花を咲かせる。

ウド …山菜で有名。 ケヤキ …農家の庭によく大きな木がある。

ウメモドキ ゲンノショウコ …薬草。とても減っている。

ウワミズザクラ コウホネ

エゴノキ コガマ

エノキ …成長が早い木。よく見かける。 コナギ

エノキグサ コナラ …ドングリがなる木。昔の牛久にはこの木の林が

エビヅル …野生のブドウ。食べるとおいしい。 コヒルガオ 　たくさんあった。

オオアレチノウリ コブシ

オオアレチノギク コメツブウマゴヤシ

オオイヌノフグリ …春に青色の小さくてきれいな花を咲かせる。外来 ゴンズイ

オオウシノケグサ 　種。 ザクロソウ

オオオナモミ …タネが服によくくっつく。自然のおもちゃ。 ササバモ …昔牛久沼でみられた。

オオジシバリ サンショウ

オオブタクサ シケシダ

オカトラノオ ジシバリ

オギ …ススキに似ている。湿ったところがすき。 シダレザクラ

オニタビラコ シバグリ …ヤマグリともいう。野生の栗。

オヒシバ シャジクモ

オモダカ …田んぼで見られる水草。三角形の葉をしている。 ジュウニヒトエ …里山の野草。とても減っている。

オランダミミナグサ シュロ …ヤシみたいな見た目の木。

カキツバタ …とても少ない。 ショウブ …花ショウブとは別の仲間。ショウブ湯に使う。

カサスゲ シラカシ …牛久で一番多くみられるカシの木。

カタバミ …黄色い小さな花を咲かせる。 シロザ

カナムグラ シロダモ

ガマ シロツメクサ

ガマズミ …赤い実は野鳥が好んで食べる。 スイカズラ …花はとてもいい香りがする。

スギ …人が植えた木。多く見られる。
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スギナ …よく見られる。

ススキ ヒノキ …林木にするために人が植えた木。

スズメウリ ヒメオドリコソウ

スズメノエンドウ ヒメガマ

スズメノカタビラ ヒメコウゾ …桑の実を赤くしたような実をつける。

スダジイ …ドングリは食べるとおいしい。 ヒメジョオン …よくみる外来種。

スベリヒユ ヒメムカシヨモギ

セイタカアワダチソウ …荒れ地に多い外来種。 ビワ …庭木でよくみられる。実はとても美味しい

セイバンモロコシ フジ

セイヨウタンポポ …外来種。荒れ地に多い。 ブタナ …タンポポとよく間違える。

セキショウモ フタリシズカ …とても減っている。

セリ …山菜で有名。 フデリンソウ …〃

ゼンマイ …〃 フトイ

タチツボスミレ …林の明るいところ、林のへりに多い。 ヘクソカズラ …実は潰すとくさい。

タチヤナギ …川などに多い。枝は上向きで垂れない。 ベニシダ

チガヤ ヘビイチゴ …実は美味しくない。

チカラシバ …道端に多い。 ホウチャクソウ

チジミザサ …林の下に多い。種がベタベタしている。 ホウノキ

チドメグサ …昔の人はバンドエイドの様に使った。 ホソイ

チャガヤツリ ホタルブクロ …減っている。

チャノキ ホトケノザ

チョウジタデ マコモ …昔牛久沼に多く生えていた。ムシロを作るのに使

ツユクサ …よくみられる。 マダケ 　った。

ドクダミ …いたるところで見られる植物。昔は薬にも使われ マツモ …昔牛久沼に多く生えていた水草。

ナズナ 　ていた。 マユミ

ナツヅタ ミズニラ …少ない。

ナンテン …赤くてきれいな実をいっぱいつける。実はとても ミズヒキ

ナンバンギセル 　苦い。 ミズワラビ …少ない。

ニガキ …皮は薬になる。 ミゾソバ

ニシキソウ ミチヤナギ

ヌスビトハギ ミツバアケビ …実はおいしい。

ヌルデ …よくみられる。ウルシの仲間。 ムクノキ …大きくなる木。実はおいしい。

ネコハギ ムシトリナデシコ …道端に多い。

ネジバナ …ピンクの花。ランの仲間。日当たりの良い芝生な ムラサキカタバミ

ネズミムギ 　どに生える。 ムラサキケマン

ネズミモチ ムラサキシキブ

ネムノキ …ピンクの花。香りが良い。 ムラサキツユクサ …紫の花をしたクローバー。

ネンジュモ メドハギ

ノアザミ メヒシバ …よく見る草。

ノイバラ …野生のバラ。白い小さな花を咲かせる。 メリケンカルカヤ …外来種。

ノゲシ モウソウタケ …タケノコを食べる。最近は人が竹林の手入れを

ノダフジ …ツルは左巻き。 ヤツデ 　しなくなり、森の木を枯らしている。

ノハラアザミ ヤハズソウ

ニホンハッカ …日本に昔からあるハーブの仲間。水辺に多い。 ヤブガラシ …よく見かけるツル植物。

ハコベ ヤブカンゾウ

ハナイカダ ヤブジラミ …森の地面に生える。

ハハコグサ ヤブラン

ハリガネワラビ ヤマウコギ

ハリギリ ヤマウルシ …触るとかぶれる。

ハルジオン ヤマザクラ …里山に昔から生える桜の木。

ハンノキ …湿地に生える木。 ヤマツツジ …とても減っている。

ヒガンバナ …お墓参りの季節によく咲いている。根 ヤマトリカブト

ヒサカキ 　っこの芋には毒がある。 ヤマノイモ

ヒトリシズカ …とても減っている。 ヤマハギ
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ヤマハゼ …触るとかぶれるので注意。昔は実でロウソクを作った。

ヤマフジ …ツルは右巻き。

ヤマブドウ

ヤマユリ …林の明るいところや林のへりに生える大きなユリ。

ユズリハ 　白くてとても綺麗。

ヨウシュヤマゴボウ …ブドウみたいな実をつける。外来種。美味しそう

ヨシ 　だけど毒があるので食べてはいけない。

ヨモギ …よく見られる野草。葉はとてもいい匂い。

リュウノヒゲ …林の下に生え、青い実をつける。

ワラビ …山菜で有名。

アカゲキクラゲ バフンタケ

アカヤマドリ …とても大きなオレンジいろのきのこ。 ヒカゲシビレタケ

アメリカウラベニイロガワリ …傷つくと青く変色する。 ヒトヨタケ

エノキタケ …スーパーで売ってるエノキの原種。茶色や黒色を ヒラタケ …おいしい。牛久の人たちがよく食べたきのこ。

オオホウライタケ 　している。 ホコリタケ

オオワライタケ …広葉樹によく生える。毒。 マンネンタケ …とても硬いきのこ。

オニイグチ ムキタケ

カレバキツネタケ ムササビタケ

カワラタケ …倒木に生える硬いきのこ。 ムラサキシメジ

カワリハツ ムラサキヤマドリタケ …柄がムラサキ色をしたきのこ。かなり美味。

ガンタケ …いろんな林に生える毒きのこ。 ヤグラタケ …きのこの傘の上に生えるきのこ。

キクラゲ …枯れ木につく。ラーメンに入っているあれです。 ヤマドリタケモドキ …牛久で夏によくみられる茶色のきのこ。傘の裏が

キタマゴタケ 　スポンジ状になっている。

キツネタケ

キツネノエフデ

クリタケ …傘が栗みたいな見た目をしたきのこ。

クロハツ

コフキサルノコシカケ

ササクレヒトヨタケ

シロオニタケ

シロキクラゲ

シロハツ

スギエダタケ …秋〜冬、地面に落ちたスギの枝から生える。

スジオチバタケ

タヌキのチャブクロ

タマゴタケ …赤くて毒々しい見た目をしているが、きのこの中

タマムクエタケ 　でもトップクラスの美味しさ。

チシオタケ

ツキヨタケ …暗いところで光るきのこ。食べられるヒラタケ等

ツチカブリ 　に似ている毒きのこなので注意。

ツチナメコ

ツルタケ …ブナ科の広葉樹に生える。毒。

テングタケ …いろんな林でよく見られる毒きのこ。

ドクツルタケ …一本で致死量の猛毒きのこ。別名「殺しの天使」。

ドクベニタケ

ナラタケ

ナラタケモドキ

ニオイコベニタケ …カブトムシのような匂いのきのこ。

ニガクリタケ …クリタケに似た毒きのこ。切り株から生える。

ニセアシベニイグチ

ノウタケ …脳みそみたいな形をしたきのこ。

ハツタケ …昔はマツ林でよくとれた。

きのこ

※野生のきのこは間違えることが多いのでプロの大人以外の

　判断で絶対に食べないようにしましょう。


