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０１ 短夜（明け易し）も過ぎて小暑に入りますが！ 

 わたしの俳句歳時記を読むと「短い夜を指す言葉であるが、物理的な長短よりも明

け易い夏の夜を惜しむ気持が込められた季語である。」と説明。立場替わって筆者から

すれば、明け易い夏の早朝涼しさ時間帯が、最良の写真撮り時間と心得て活動してい

ます。短夜時期に一杯の写真撮ることができました。 

 

０２ 森林公園の撮影活動一番嬉しい時、一人満足！ 

樹の花が咲くこと、どんな花が咲くのか、そして実が生って暑い夏の応援を受けて

成長していくのはとても嬉しいことです。 

 毎週土曜日か日曜日かどちらか天気の良い日に決めて訪れます。 

 過去の写真帳を見ながら、日毎の森の気になる樹木の展葉・開花・実の幾つかをお

見せします。 

 ヤチダモの雄花序 R03.04.25 DSC_4295 

 キハダの花芽   R03.06.05 DSC_5104 

 タカノツメ花   R03.06.05 DSC_5133 

 ハクウンボク花  RO3.06.05 DSC_5136 

 ガマズミ満開   R03.06.05 DSC_5172 

 ヤマボウシ満開  R03.06.05 DSC_5234 

 ヤマグワ赤い実   R03.06.12 DSC_5336 ⇒ 一部黒熟   R03.06.20 DSC_5416 

 オニグルミの実  R03.06.12 DSC_5347 ⇒ 大きくなって R03.06.20 DSC_5411 

 ツチアケビ    R03.06.12 DSC_5371 （樹木ではないが！） 

 サルナシ花     R03.06.20 DSC_5403 ⇒ 別な場所にも R03.06.27 DSC_5698 

 シナノキ花芽   R03.06.27 DSC_5585  ⇒ 開花  R03.07.03 DSC_5802 

 ナツツバキ花芽  R03.06.27 DSC_5588  ⇒ 開花 R03.07.03 DSC_5787 

 イワガラミ花   R03.06.27 DSC_5613 

 キブシの実    R03.06.27 DSC_5623 

 イヌエンジュ花芽 R03.07.03 DSC_5712 

 マタタビ花     R03.07.03 DSC_5731 

 ｵｵﾊﾞボダイジュ花  R03.07.03 DSC_5794 

 ノリウツギ花     R03.07.03 DSC_5847 

 

 

 



０３ 幾つかの樹木の開花とその後の写真を撮りました、ご覧ください。 

０３－１ ヤチダモ (モクセイ科ﾄﾈﾘｺ属) 

学名：Fraxinus mandsharica 

Fraxinus セイヨウトネリコの古ラテン名 

種小名 mandshurica は「満州の」という意

味 

「谷地ダモ」の意「谷地」は湿地を表す 

 

 

 

 

 

 

 

s  DSC_4295 ヤチダモの雄花序 ？

R03.04.25AM0730.jpg 

０３－２ キハダ (ミカン科キハダ属) 

学名: Phelodendrons amurense 

phellos(コルク)+dendron(樹木) 

樹皮はコルク層が発達している 

種名 amurense は「アムール地方の」の 

樹皮の内側（内樹皮）が鮮黄色 

 

 

 

 

 

 

 

s  DSC_5104 キハダの花芽＆花 

R03.06.05AM0546.jpg 

０３－３ タカノツメ（ウコギ科タカノツメ属） 

学名 Gamblea innovans 

学名 Evodiopanax innovans 

属名 Evodia（ごしゅゆ属の属名、eu＋

odia 良い香りの意）＋Panax（おたねにん

じん属の属名、万能薬の意）。 

種小名 innovans 新枝をもつ発芽する意。 

 

 

 

 

 

 

 
s  DSC_5133 タカノツメ花 

R03.06.05AM0608.jpg 

０３－4 ハクウンボク （エゴノキ科エゴノキ属） 

学名：Styrax obassia 

属名 storax 安息香 由来 

種小名 obassia オオバジシャともいう 

名前由来：花の咲く様子が白い雲を連想 

花言葉：壮大、愛の旅 

 

 

 

 

 

 

 s  DSC_5136 ハクウンボク開花 

 R03.06.05AM0617.jpg 



０３－５ ガマズミ（スイカズラ科ガマズミ属） 

学名 Vibrnum dilatatum 

属名：Viburnum はこの属１種ラテン古名｡ 

種小名：dilatatum は「拡大した」意味。 

名由来：「神ツ実」、「噛み酢実」の転化し

たものなどの説。「スミ」は染めが語源と

の説あり。 

 

 

 

 

 

 

 s  DSC_5166 ガマズミ満開 

R03.06.05AM0640.jpg 

０３－６ ヤマボウシ（ミズキ科ミズキ属） 

学名 Cornus Kousa  

属名：Cornus はラテン語の「cornu（角）」

が語源。材質が堅いことから。 

種小名：kousa 昔箱根方言で「クサ」と呼ん

だ。 

 

 

 

 

 

 

 

s  DSC_5234 ヤマボウシ 

R03.06.10AM0531.jpg 

０３－７ ヤマグワ （クワ科クワ属） 

学名 Morus australis 

属名 Morus はケルト語の「mor（黒）」から､

果実の色から｡ 

種小名 australis は「南半球の」という意味｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

s  DSC_5336 ヤマグワ 

R03.06.12AM0523.jpg カスターニエにて 

０３－８ オニグルミ（クルミ科クルミ属） 

学名 Jaglans mandshurica var.sieboldiana 

属名 Juglans はラテン語の「Jovis（ゼウス）

＋glans（果実）」から 。 

種小名 mandshurica は「満州（中国東北部）

の」という意味。 

変種名 .sieboldiana シーボルトの意味 

 

 

 

 

 

 

 

 

s  DSC_5411 オニグルミの実が生った  

R03.06.20AM0517.jpg カスターニエにて 

 



０３－９ サルナシ （マタタビ科マタタビ属） 

学名 Actinidia arguta 

属名 Actinidia はギリシャ語の「aktis（放

射線）」という意味、柱頭が放射状に並ぶ。 

種小名 arguta は「尖った」という意味。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s DSC_5698 サルナシ花 

R03.06.27AM0744.jpg 

s DSC_5842 サルナシ実

R03.07.03PM1346.jpg 中ノ沢民家にて 

０３－１０ シナノキ （シナノキ科シナノキ属） 

学名 Tilia japonica 

Tilia、ボダイジュの古ラテン名 tilia を使用 

種小名 japonica 日本の。 

 

 

 

 

 

 

 

s  DSC_5784 シナノキの花芽 

R03.07.03PM1245.jpg 

０３－１１ ナツツバキ（ツバキ科ナツツバキ属） 

学名 Stewartia pseudocamellia 

Stewartia ナツツバキ属（カール・フォ

ン・リンネが英人植物愛好家ビュート伯ジ

ョン・ステュアート（John Stuart）へ献

名。） 

種小名：pseudocamellia 擬似椿 

別名：沙羅の樹 

 

 

 

 

 

 

 

s  DSC_5786 ナツツバキの花開花 

R03.07.03PM1245.jpg 

 

 

 



０３－１２イワガラミ （ユキノシタ科イワガラミ属）  

学名 Schizophragma hydrangeoides 

属名 Schizophragma はギリシャ語の

「schizo（裂ける）＋phragma（壁）」に由

来する。実が熟すと主脈の間で割れる｡ 

種小名 hydrangeoides は「hydrangea（ア

ジサイ属）＋oides（似た）」に由来する。 

 

 

 

 

 

 

 s  DSC_5613 イワガラミの花 

R03.06.27AM0554.jpg 

０３－１３キブシ （キブシ科キブシ属） 

学名 Stachyurus praecox 

属名 Stachyurus はギリシャ語の「stachyus

（穂）＋oura（尾）」からきている。尾状に

下がる花穂から。 

種小名 praecox は「早咲きの」という意味。 

 

 

 

 

 

 

 

 s  DSC_5823 キブシ 

R03.07.03PM1331.jpg 

０３－１４ イヌエンジュ （マメ科イヌエンジュ属） 

学名 Maackia amurensis 

属名 Maackia ロシアの R.Maack への献

名 イヌエンジュ属。 

種小名 amurensis アムール川流域 

 

 

 

 

 

 

 s  DSC_5712 の２ イヌエンジュ花芽 

R03.07.03AM1009.jpg 

０３－１５ マタタビ （マタタビ科マタタビ属） 

学名 Actinidia polygama 

属名 Actinidia はギリシャ語の「aktis（放

射線）」、柱頭が放射状に並ぶことから。  

種小名 polygama は「完全花と単性花とが

ある」という意味。 

 

 

 

 

 

 

 

 s  DSC_5743 マタタビ開花 

R03.07.03PM1213.jpg 

 



０３－１６ オオバボダイジュ （シナノキ科シナノキ属） 

学名 Tilia maximowicziana 

属名 Tilia はラテン語の「ptilon（翼）」から

きている。花の柄に苞が翼のようについて

いることから｡ 

種小名  maximowicziana はロシアの植物

学者「マキシモビッチ（Carl Johann  

Maximowicz, 1827-1891）｣という意味。 

 

 

 

 

 

 

 

s  DSC_5794 の２ オオバボダイジュ開花 

R03.07.03PM1248.jpg 

 

０３－１８ ツチアケビ (樹木ではありませんが！) 

学名：Cyrtosia septentrionalis 

属名  Cyrtosia はギリシャ語の「kyrtos（曲

がった）」から。 

種小名  septentrionalis は「北半球の」 

 

森林内に生育するラン科植物。日本固有種。 

別名 ヤマシャクジョウ（山錫杖）。 

 

s  DSC_5371 の２ ツチアケビ 

R03.06.12AM1216.jpg 

 

 

R03.07.06up 


