
No. 木・花名 種名 科名 開花月 生育場所（参考） 備考

1 マンサク 満作 マンサク科 2 内倉

2 ヤブツバキ 薮椿 ツバキ科 2 背中当山中腹

3 ショウジョウバカマ 猩々袴 ユリ科 3

4 キブシ 木五倍子 キブシ科 3

5 ダンコウバイ 檀香梅 クスノキ科 3

6 ミツマタ 三叉 ジンチョウゲ科 3 内倉

7 アカヤシオ 赤八染 ツツジ科 4 古賀志山&赤岩山の中腹 低木類

8 トウゴクミツバツツジ 東国三葉躑躅 ツツジ科 4 尾根周辺の岩場でないところ

9 ヤマツツジ 山躑躅 ツツジ科 4 尾根周辺の岩場でないところ

10 ヒカゲツツジ 日陰躑躅 ツツジ科 4 岩場 希少種

11 ヒメイワカガミ 姫岩鏡 イワカガミ科 4 希少種

12 ハルトラノオ 春虎の尾 タデ科 4 希少種

13 ヒサカキ 非榊 ツバキ科 4

14 カタクリ 片栗 ユリ科 4

15 二リンソウ 二輪草 キンボウゲ科 4

16 ヤマブキ 山吹 バラ科 4

17 イタヤカエデ 板屋楓 カエデ科 4 古賀志山&赤岩山の中腹 落葉広葉樹

18 アカマツ 赤松 マツ科 4 風衝地、古賀志山&赤岩山の山頂付近 喬木類

19 アブラチャン 油瀝青 クスノキ科 4 中尾根北側

20 シュンラン 春蘭 ラン科 4

21 キクザキイチゲ 菊咲一華 キンボウゲ科 4 北登山道入口

22 クロモジ 黒文字 クスノキ科 4

23 エイザンスミレ 叡山菫 スミレ科 4

24 チゴユリ 稚児百合 ユリ科 4

25 ヒトリシズカ 一人静 センリョウ科 4

26 ミヤマシキミ 深山樒 ミカン科 4

27 リョウブ 令法 リョウブ科 5 風衝地、古賀志山&赤岩山の山頂付近 喬木類

28 セッコク 石斛 ラン科 5 岩場 希少種

29 イヌブナ 犬橅 ブナ科 5 古賀志山&赤岩山の中腹 落葉広葉樹

30 ナンキンナナカマド 南京七竃 バラ科 5 希少種

31 コナラ 小楢 ブナ科 5 古賀志山&赤岩山の中腹 落葉広葉樹

32 キンラン 金蘭 ラン科 5 希少種

33 ギンラン 銀蘭 ラン科 5 希少種

34 フジ 藤 マメ科 5

35 マメヅタラン 豆蔦蘭 ラン科 5 希少種

36 クリ 栗 ブナ科 5 古賀志山&赤岩山の中腹 落葉広葉樹

37 アオダモ 青梻 モクセイ科 5

38 カザグルマ 風車 キンボウゲ科 5 鞍掛　北

39 コメツツジ 米躑躅 ツツジ科 6 岩場

40 ホオノキ 朴ノ木 モクレン科 6 古賀志山&赤岩山の中腹 落葉広葉樹

41 ヤマアジサイ 山紫陽花 ユキノシタ科 6 古賀志山&赤岩山の中腹 低木類

42 アブラツツジ 油躑躅 ツツジ科 6 尾根周辺の岩場でないところ

43 ネジキ 捩木 マンサク科 6 尾根周辺の岩場でないところ

44 ヤマグルマソウ 山車草 ユキノシタ科 6 岩場 希少種
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45 ムラサキシキブ 紫式部 シソ科 6 古賀志山&赤岩山の中腹 低木類

46 クモキリソウ 雲切草 ラン科 6 宇高学校林

47 コアジサイ 小紫陽花 ユキノシタ科 6

48 ジャケツイバラ 蛇結茨 マメ科 6

49 フタリシズカ 二人静 センリョウ科 6

50 ホタルブクロ 蛍袋 キキョウ科 6

51 イワタバコ 岩煙草 イワタバコ科 7 岩場

52 ヤシュウハナゼキショウ 野州花石菖 ユリ科 7 岩場 希少種

53 ウチョウラン 羽蝶蘭 ラン科 7 岩場 希少種

54 ミヤマママコナ 深山飯子菜 ゴマノハグサ科 7 希少種

55 キツネノカミソリ 狐の剃刀 ヒガンバナ科 8

56 キンミズヒキ 金水引 バラ科 8

57 ボタンヅル 牡丹蔓 キンボウゲ科 8 林道背中当線

58 ヤマハギ 山萩 マメ科 9 古賀志山&赤岩山の中腹 低木類

59 イワギボウシ 岩擬宝珠 ユリ科 9 岩場

60 ナツハゼ（実） 夏黄櫨 ツツジ科 9 尾根周辺の岩場でないところ

61 シノブ しのぶ シノブ科 9 岩場 希少種

62 シュウカイドウ 秋海棠 ユキノシタ科 9

63 キバナアキギリ 黄花秋桐 シソ科 9

64 ホツツジ 穂躑躅 ツツジ科 9

65 ジャコウソウ 麝香草 シソ科 9

66 キンミズヒキ 金水引 バラ科 9

67 ミズヒキ 水引 タデ科 9

68 アキノキリンソウ 秋の麒麟草 キク科 10

69 ダイモンジソウ 大文字草 ユキノシタ科 10 男瀧付近

70 センブリ 千振 リンドウ科 10

71 リンドウ 竜胆 リンドウ科 10 北尾根

72 アケボノソウ 曙草 リンドウ科 10 鞍掛林道

73 イワヒバ 岩檜葉 イワヒバ科 岩場 希少種

74 シモツケヌリトラノオ 下野塗虎の尾 チャセンシダ科 岩場 希少種

75 オサシダ 筬羊歯 シシガシラ科 希少種

76 カヤ 風衝地、古賀志山&赤岩山の山頂付近

77 ササ類 風衝地、古賀志山&赤岩山の山頂付近

78 ノバラ類 風衝地、古賀志山&赤岩山の山頂付近

79 シデ類 古賀志山&赤岩山の中腹 落葉広葉樹
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