
【１～６月】
月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

日 January Febrary March April May June
1 マツ アオギリ ジンチョウゲ ソメイヨシノ タチバナ スズカケノキ
2 サカキ トベラ コウバイ レンギョウ フジ ヤクシマシャクナゲ
3 ダイダイ ヒイラギ モモ シダレザクラ コウヤマキ ベイマツ
4 マンリョウ オウバイ オガタマノキ カンノンチク フジザクラ クチナシ
5 シヤリンバイ マキ サンゴジュ アンズ カシワ ユキツバキ
6 キイチゴ ギョリュウバイ コブシ ハゴロモジャスミン ウツギ ガクアジサイ
7 グラスツリー エリカ レインボーシャワー ヤマブキ ユリノキ ビヨウヤナギ
8 バクチノキ セコイア ミモザ ミツバツツジ ダイオウショウ ビワ
9 クズ コウフクノキ ニレ ナラヤエザクラ チュリモヤ ホンシャクナゲ

10 ナンテン カワヅザクラ カルミア カナメモチ ムクノキ トケイソウ
11 ヒマラヤスギ ヒノキ クヌギ ハナズオウ カジノキ ブルメリア
12 サクラジマコミカン イエライシェン ゲンカイツツジ ハンノキ エゴノキ ニッキ
13 チョウジノキ ゴヨウマツ トサミズキ コーヒーノキ カブグルマ サクランボ
14 カンボタン カカオ ウグイスカグラ オレンジ ヒトツバタゴ ハナカイドウ
15 クロモジ ラワン オトメツバキ ボタン カツラ アカシア
16 ヤブコウジ ヤマザクラ ダンコウバイ バラ（白） タビビトノキ レンゲツツジ
17 ピラカンサ クロベ ヒュウガミズキ サトザクラ ミズナラ ヒメヤシャブシ
18 フリソデヤナギ アーモンド モクレン キャラボク アメリカジャスミン シラカバ
19 カンヒザクラ シダレウメ ヒガンザクラ カワヤナギ ハコネウツギ アオダモ
20 ヒカゲツツジ クマザサ ハナキリン ツツジ ライラック ザクロ
21 カンツバキ ボケ ツバキ（白） シャクナゲ クワ ガジュマル
22 ロウバイ ネコヤナギ ミズキ コデマリ ハンカチノキ ヤマモモ
23 アオモリトドマツ コケモモ ミツマタ バラ（赤） リネンソウ ゲッケイジュ
24 カネノナルキ アセビ ゲンペイボク ウエコザサ キンシバイ ヒメリンゴ
25 ヤブツバキ ハクバイ シデコブシ ショウカワザクラ クスノキ ハマナス
26 ギンヨウアカシア ツバキ（白） ユキヤナギ ハナミズキ チシマザクラ ノボタン
27 キタヤマスギ ハンノキ サクラ ケショウヤナギ ソテツ スイカズラ
28 キンカン リキュウウメ カヤ バンクシア ナリヒラダケ トチノキ
29 アスナロ ヒイラギナンテン コーラ メタセコイア オーク バオバブ
30 アオキ オオシマザクラ マングローブ ハナイカダ ノリウツギ
31 セイヨウボダイジュ スモモ スモークツリー

【７～１２月】
月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

日 July August September October November December
1 サトウカエデ ユリヤナギ ハッサク スギ ドウダンツツジ ゴヨウツツジ
2 シュロ ヤクスギ スイフヨウ ギンモクセイ カラタチ フユザクラ
3 ネムノキ サルスベリ グミ キンモクセイ ハゼノキ ウンシュウミカン
4 ワタ カラマツ ツゲ イタビ チーク アロエ
5 キハダ マユミ ジュラッシックツリー レモン カエデ フユサンゴ
6 スプルース キョウチクトウ クロキ アケビ アルガンツリー マンサク
7 ササ バナナツリー ブーゲンビリア コナラ サザンカ カリン
8 サルトリイバラ ブッドレア ローズマリー ケヤキ サンショウ ヤツデ
9 サラノキ ナンキンハゼ クリ タラヨウ ナナカマド ブナ

10 オオヤマレンゲ エノキ ゴムノキ イチイ ロビラキ ブラシノキ
11 マツリカ スダチ キウイ リンゴ ニシキギ チェリーセイジ
12 スグリ ユッカ キャラボク ハギ ムベ ノイバラ
13 ヤシ シキミ ナツメ ダツラ ウルシ ウラクツバキ
14 マロニエ デイゴ ガマズミ シイノキ カボス エンジュ
15 マンゴ ムクゲ シラカシ アカマツ コブラザクラ イチゴノキ
16 モンキーポッド シナノキ ポプラ リョウブ イロハモミジ コウゾ
17 アジサイ パイナップル アベリア マルメロ ブドウ バルサ
18 コルクガシ ヒョウタンボク モンキーパズル シーボルトノキ ミッキーマウスノキ ニオイハビ
19 ラベンダー イチジク ウバメガシ クコ ウメモドキ キリ
20 ナギ テイカズラ シベリアアカマツ サネカズラ ヤマナシ ブンタン
21 アザレア ハイビスカス ドングリノキ マタゲ ヒイラギモクセイ コノテガシワ
22 ホオノキ バラ（ピンク） ミヤギノハギ ムラサキシキブ アズサ ユズ
23 ノーゼンカズラ ビャクシン キササゲ モッコウバラ ヒサカキ ポインセチア
24 サンショウ ナツミカン エニシダ オリーブ カナリーヤシ ヤドリキ
25 サワラ タイサンボク タブノキ ユーカリ クマガイ セイヨウヒイラギ
26 ツガ シモツケ セイヨウサンザシ カキ モンゴリナラ クロガネモチ
27 ヤマボウシ ヤマナラシ イチョウ テディーベアチョーリアシキザクラ ムクロジ
28 ホルトノキ ドイツトウヒ カイノキ モウソウダケ アセロラ ケイオウザクラ
29 モミノキ コショウノキ シロマツ ハナノキ センダン センリョウ
30 エゾマツ アレカシア クルミ へリオトローブ ツタ ウラジロ
31 ヒメシャラ アボガド チャノキ ユズリハ
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