
「第「第「第「第22222222回回回回 洋ラン展」洋ラン展」洋ラン展」洋ラン展」

会期：1月31日（金）から2月11日（火）

会場：観覧温室特別展示室

概要：洋ラン約200鉢を展示（即売有）

※共催：京都洋ラン研究会

第第第第3333回回回回 新春を彩る新春を彩る新春を彩る新春を彩る

寄せ植えハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ展寄せ植えハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ展寄せ植えハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ展寄せ植えハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ展

期間：1月12日（日）～2月2日（日）

会場：北山門広場

概要：「京都らしさ」をテーマにした寄せ植え

ハンギングバスケットを約100点展示

（共催：日本ハンギングバスケット協会京都支部）

「植物園マンスリーアカデミー「植物園マンスリーアカデミー「植物園マンスリーアカデミー「植物園マンスリーアカデミー
第４回第４回第４回第４回

」」」」

会期：1月11日（土）14:00～16:00

会場：植物園会館2階 研修室

概要：「ﾐﾆﾐﾆｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」

～生きた植物の博物館って？～

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：松谷名誉園長

週刊植物園
（新 年 号）

３９号３９号３９号３９号

２０１４２０１４２０１４２０１４

１．５１．５１．５１．５

京都府立植物園
〒６０６-０８２３ 京都市左京区下鴨半木町

TEL 075-701-0141   FAX 075-701-0142

http://www.pref.kyoto.jp/plant/

・あけまして おめでとうございます！！ 本年もよろしくお願いいたします！

～～～～ 植植植植 物物物物 園も園も園も園も おかげさまで９０おかげさまで９０おかげさまで９０おかげさまで９０ 年年年年 ！～！～！～！～
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※年間パスポート好評発売中！

・１年間、何度でもご利用いただけるお得な

チケットです！ 大人大人大人大人1000100010001000円円円円 高校生高校生高校生高校生750750750750円円円円

・入園門でご購入いただけますので是非お買い求

めください。 ※温室観覧料は別途必要となります。

「土曜ミニミニガイド」「土曜ミニミニガイド」「土曜ミニミニガイド」「土曜ミニミニガイド」職員が植物ｶﾞｲﾄﾞ！

１月１１日（土）

植物園会館前集合：午後１時 先着３０名

「「「「バラ剪定バラ剪定バラ剪定バラ剪定 講習会」講習会」講習会」講習会」

会期：1月18日(土) 1３時半から15時

※受付１３時から、先着40名

会場：植物園会館２階研修室

概要：「ツルばらの剪定について」

講師：松尾 正晃 氏

「なからぎの森」水車「なからぎの森」水車「なからぎの森」水車「なからぎの森」水車 ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ！！ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ！！ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ！！ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ！！

～四季折々の「なからぎの森」水車～四季折々の「なからぎの森」水車～四季折々の「なからぎの森」水車～四季折々の「なからぎの森」水車

のある風景の写真を募集します！～のある風景の写真を募集します！～のある風景の写真を募集します！～のある風景の写真を募集します！～

募集期間：1月 6日(月)～1月31日(金)

展示期間：2月14日(金)～2月23日(日)

※応募要領、応募用紙など詳細は、「なからぎの森」水車

ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄチラシ 又は 植物園ＨＰをご覧下さい。

「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木「私の好きな木 (第４回第４回第４回第４回)」」」」
1月18日（土）9時半～12時40分（2F研修室）

・園内で自分が選んだ１本の木を四季を通じ観察。

・全６回開催。 どなたでも参加可（途中参加OK）。

・初回のみ参加費500円。

「園長・副園長と季節を歩く」「園長・副園長と季節を歩く」「園長・副園長と季節を歩く」「園長・副園長と季節を歩く」

１月２６日(日）

植物園会館前集合：午後１時、定員30名

「西山喬、由良展」「西山喬、由良展」「西山喬、由良展」「西山喬、由良展」

会期：1月31日（金）から2月11日（火）

会場：植物園会館展示室

概要：植物をテーマにした水彩画の展示

since1924

NoNoNoNo 和名和名和名和名 コメントコメントコメントコメント 科名科名科名科名

①①①① マンリョウマンリョウマンリョウマンリョウ その名も万両 まさに縁起物！その名も万両 まさに縁起物！その名も万両 まさに縁起物！その名も万両 まさに縁起物！ ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科

②②②② ヤブコウジヤブコウジヤブコウジヤブコウジ

別名 十両。古名はヤマタチバナ。赤い果実を山のミカンに別名 十両。古名はヤマタチバナ。赤い果実を山のミカンに別名 十両。古名はヤマタチバナ。赤い果実を山のミカンに別名 十両。古名はヤマタチバナ。赤い果実を山のミカンに

見立てたのが名の由来。見立てたのが名の由来。見立てたのが名の由来。見立てたのが名の由来。

ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ科

③③③③ アリドオシアリドオシアリドオシアリドオシ

別名 一両。蟻をも刺し通すほどの鋭い刺を持っているの別名 一両。蟻をも刺し通すほどの鋭い刺を持っているの別名 一両。蟻をも刺し通すほどの鋭い刺を持っているの別名 一両。蟻をも刺し通すほどの鋭い刺を持っているの

で、蟻通し。で、蟻通し。で、蟻通し。で、蟻通し。

ｱｶﾈ科ｱｶﾈ科ｱｶﾈ科ｱｶﾈ科

④④④④ タラヨウタラヨウタラヨウタラヨウ

雌雄別株。葉のうらに尖ったもので字が書けることから雌雄別株。葉のうらに尖ったもので字が書けることから雌雄別株。葉のうらに尖ったもので字が書けることから雌雄別株。葉のうらに尖ったもので字が書けることから

「ハガキの木」「郵便局の木」と呼ばれる。「ハガキの木」「郵便局の木」と呼ばれる。「ハガキの木」「郵便局の木」と呼ばれる。「ハガキの木」「郵便局の木」と呼ばれる。

ﾓﾁﾉｷ科ﾓﾁﾉｷ科ﾓﾁﾉｷ科ﾓﾁﾉｷ科

⑤⑤⑤⑤ ヒマラヤトキワサンザシヒマラヤトキワサンザシヒマラヤトキワサンザシヒマラヤトキワサンザシ ヒマラヤ原産。別名 カザンデマリ。いわゆるピラカンサ！ヒマラヤ原産。別名 カザンデマリ。いわゆるピラカンサ！ヒマラヤ原産。別名 カザンデマリ。いわゆるピラカンサ！ヒマラヤ原産。別名 カザンデマリ。いわゆるピラカンサ！ ﾊﾞﾗ科ﾊﾞﾗ科ﾊﾞﾗ科ﾊﾞﾗ科

⑥⑥⑥⑥

ストランバエシアストランバエシアストランバエシアストランバエシア

　　　　・ﾀﾞﾋﾞﾃﾞｨｱﾅ　　　　・ﾀﾞﾋﾞﾃﾞｨｱﾅ　　　　・ﾀﾞﾋﾞﾃﾞｨｱﾅ　　　　・ﾀﾞﾋﾞﾃﾞｨｱﾅ

中国西部原産。中国名はコエカジュ（紅果樹）。中国西部原産。中国名はコエカジュ（紅果樹）。中国西部原産。中国名はコエカジュ（紅果樹）。中国西部原産。中国名はコエカジュ（紅果樹）。 ﾊﾞﾗ科ﾊﾞﾗ科ﾊﾞﾗ科ﾊﾞﾗ科

⑦⑦⑦⑦ セイヨウヒイラギセイヨウヒイラギセイヨウヒイラギセイヨウヒイラギ

ヨーロッパ南部他原産。雌雄別株。リースなどの装飾用とヨーロッパ南部他原産。雌雄別株。リースなどの装飾用とヨーロッパ南部他原産。雌雄別株。リースなどの装飾用とヨーロッパ南部他原産。雌雄別株。リースなどの装飾用と

して利用。　※ﾋｲﾗｷﾞはﾓｸｾｲ科で葉は対生。して利用。　※ﾋｲﾗｷﾞはﾓｸｾｲ科で葉は対生。して利用。　※ﾋｲﾗｷﾞはﾓｸｾｲ科で葉は対生。して利用。　※ﾋｲﾗｷﾞはﾓｸｾｲ科で葉は対生。

ﾓﾁﾉｷ科ﾓﾁﾉｷ科ﾓﾁﾉｷ科ﾓﾁﾉｷ科

⑧⑧⑧⑧ サネカズラサネカズラサネカズラサネカズラ

別名、ビナンカズラ（美男葛）。昔、ツルから粘液をとっ別名、ビナンカズラ（美男葛）。昔、ツルから粘液をとっ別名、ビナンカズラ（美男葛）。昔、ツルから粘液をとっ別名、ビナンカズラ（美男葛）。昔、ツルから粘液をとっ

て整髪料に利用。て整髪料に利用。て整髪料に利用。て整髪料に利用。

ﾏﾂﾌﾞｻ科ﾏﾂﾌﾞｻ科ﾏﾂﾌﾞｻ科ﾏﾂﾌﾞｻ科

⑨⑨⑨⑨ ナナミノキナナミノキナナミノキナナミノキ 雌雄別株。美しい実が沢山なるので七実の木！雌雄別株。美しい実が沢山なるので七実の木！雌雄別株。美しい実が沢山なるので七実の木！雌雄別株。美しい実が沢山なるので七実の木！ ﾓﾁﾉｷ科ﾓﾁﾉｷ科ﾓﾁﾉｷ科ﾓﾁﾉｷ科

⑩⑩⑩⑩ オオカナメモチオオカナメモチオオカナメモチオオカナメモチ

日本では、愛媛県、沖縄などに分布。園では1935年、中日本では、愛媛県、沖縄などに分布。園では1935年、中日本では、愛媛県、沖縄などに分布。園では1935年、中日本では、愛媛県、沖縄などに分布。園では1935年、中

国の南京総綾理植物園から種子導入し育成。国の南京総綾理植物園から種子導入し育成。国の南京総綾理植物園から種子導入し育成。国の南京総綾理植物園から種子導入し育成。

ﾊﾞﾗ科ﾊﾞﾗ科ﾊﾞﾗ科ﾊﾞﾗ科

⑪⑪⑪⑪ ヤマコウバシヤマコウバシヤマコウバシヤマコウバシ

落葉樹だが春まで葉が落葉樹だが春まで葉が落葉樹だが春まで葉が落葉樹だが春まで葉が

　落ちない！　落ちない！　落ちない！　落ちない！落ちない！！落ちない！！落ちない！！落ちない！！落ちない！！！落ちない！！！落ちない！！！落ちない！！！

ｸｽﾉｷ科ｸｽﾉｷ科ｸｽﾉｷ科ｸｽﾉｷ科

受験生必見・必祈！　縁起物番外編！！受験生必見・必祈！　縁起物番外編！！受験生必見・必祈！　縁起物番外編！！受験生必見・必祈！　縁起物番外編！！

新春縁起物赤実巡り～！新春縁起物赤実巡り～！新春縁起物赤実巡り～！新春縁起物赤実巡り～！（（（（常葉の緑 常葉の緑 常葉の緑 常葉の緑 目出度い赤実目出度い赤実目出度い赤実目出度い赤実））））
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ケール

ﾒｷｬﾍﾞﾂ

ｺｰﾙﾗﾋﾞｰ

カエンカズラ

カクチョウラン

ﾃﾞﾝﾄﾞﾛｷﾙﾑ・ｸﾞﾙﾏｹｳﾑ

ﾌﾗｸﾞﾐﾍﾟﾃﾞｨｳﾑの仲間

ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ

カカオ（幼実）

ﾄﾞﾑﾍﾞｱ・ﾜｧﾘｷｰ

ｿﾗﾝﾄﾞﾗ・ﾏｷｼﾏ

ﾕｳｸﾘﾆｱ ﾛﾝｷﾞﾌﾛﾗ

ｳﾅﾂﾞｷﾋﾒﾌﾖｳ

アマゾンユリ

ｸﾚﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾙﾑ ｽﾌﾟﾚﾝﾃﾞﾝｽ

ｵｵﾍﾞﾆｺﾞｳｶﾝ(白花)

２０１４年も見どころ楽しみどころ満載！！２０１４年も見どころ楽しみどころ満載！！２０１４年も見どころ楽しみどころ満載！！２０１４年も見どころ楽しみどころ満載！！

見頃の植物見頃の植物見頃の植物見頃の植物

佐波賀ｶﾌﾞ

佐波賀大根

舞鶴ｶﾌﾞ

タアサイ

コールラビ

ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ

茎ダイコン

１

８８８８

２

３
４

５ ６

７
９

13

10
11

12

ﾀﾏﾐｽﾞｷ（赤実） ７

ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ（実） ７

ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ １５

フユイチゴ １１

アリドオシ ７

ｻｻﾞﾝｶ（白花） ７

四季彩の丘周辺四季彩の丘周辺四季彩の丘周辺四季彩の丘周辺

観覧温室観覧温室観覧温室観覧温室

入口

２０１４．１．５

14

正

門

賀

茂

川

門

北

山

門

NNNN

生態園生態園生態園生態園

15

水車

ｾﾝﾄﾎﾟｰﾘｱ

名にし負はば名にし負はば名にし負はば名にし負はば

逢坂山のさねかずら逢坂山のさねかずら逢坂山のさねかずら逢坂山のさねかずら

人に知られで人に知られで人に知られで人に知られで くるよしもがなくるよしもがなくるよしもがなくるよしもがな

サネカズラサネカズラサネカズラサネカズラ

＊真っ赤に鈴なり！＊真っ赤に鈴なり！＊真っ赤に鈴なり！＊真っ赤に鈴なり！

ﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞ （実）（実）（実）（実）

イチゴノキ

＊可憐な花と真っ赤果実＊可憐な花と真っ赤果実＊可憐な花と真っ赤果実＊可憐な花と真っ赤果実

のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・のｺﾝﾄﾗｽﾄ・・

サザンカ ロード！！

コブクザクラコブクザクラコブクザクラコブクザクラ

咲いてます！！咲いてます！！咲いてます！！咲いてます！！

ワイルドガーデンワイルドガーデンワイルドガーデンワイルドガーデン

※※※※クチナシの実！クチナシの実！クチナシの実！クチナシの実！

その名とおり「口無し」の実ですが・・その名とおり「口無し」の実ですが・・その名とおり「口無し」の実ですが・・その名とおり「口無し」の実ですが・・

クチナシには四つの徳あり！クチナシには四つの徳あり！クチナシには四つの徳あり！クチナシには四つの徳あり！

～①常葉の緑～①常葉の緑～①常葉の緑～①常葉の緑 ②純白の花②純白の花②純白の花②純白の花

③芳香③芳香③芳香③芳香 ④果実が黄染料～④果実が黄染料～④果実が黄染料～④果実が黄染料～

（あじさい園（あじさい園（あじさい園（あじさい園 他）他）他）他）

ﾅﾅﾐﾉｷﾅﾅﾐﾉｷﾅﾅﾐﾉｷﾅﾅﾐﾉｷ 赤実鈴なり！赤実鈴なり！赤実鈴なり！赤実鈴なり！

＊ラッパ状の大黄花！＊ラッパ状の大黄花！＊ラッパ状の大黄花！＊ラッパ状の大黄花！

＊下を見て！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰが！＊下を見て！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰが！＊下を見て！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰが！＊下を見て！ﾀﾞｰｽﾍﾞｰﾀﾞｰが！

※※※※ソテツの冬支度！ソテツの冬支度！ソテツの冬支度！ソテツの冬支度！

※※※※ハボタンです！ハボタンです！ハボタンです！ハボタンです！

＊白花！＊白花！＊白花！＊白花！

＊上見て！真っ赤な花！＊上見て！真っ赤な花！＊上見て！真っ赤な花！＊上見て！真っ赤な花！

＊＊＊＊ｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽｱﾘｽﾄﾛｷｱ・ｻﾙﾊﾞﾄﾞﾚﾝｼｽ

是非、温室でこの顔見てください！是非、温室でこの顔見てください！是非、温室でこの顔見てください！是非、温室でこの顔見てください！

冬の桜（冬の桜（冬の桜（冬の桜（4444種）種）種）種）

タチバナ（果実）タチバナ（果実）タチバナ（果実）タチバナ（果実）

ｵｵﾂﾜﾌﾞｷｵｵﾂﾜﾌﾞｷｵｵﾂﾜﾌﾞｷｵｵﾂﾜﾌﾞｷ

ハボタン

ﾋﾞｵﾗ

ロウバイロウバイロウバイロウバイ

咲き始め！咲き始め！咲き始め！咲き始め！

＊真上を見よう！ｵﾚﾝｼﾞ花＊真上を見よう！ｵﾚﾝｼﾞ花＊真上を見よう！ｵﾚﾝｼﾞ花＊真上を見よう！ｵﾚﾝｼﾞ花

※ﾊﾞｳﾋﾆｱ・ｱｳﾚｲﾌｫﾘｱﾊﾞｳﾋﾆｱ・ｱｳﾚｲﾌｫﾘｱﾊﾞｳﾋﾆｱ・ｱｳﾚｲﾌｫﾘｱﾊﾞｳﾋﾆｱ・ｱｳﾚｲﾌｫﾘｱ

上を見上げて！

黄金の葉の輝き！

開花も始まり！

ｵﾝｼｼﾞｳﾑｵﾝｼｼﾞｳﾑｵﾝｼｼﾞｳﾑｵﾝｼｼﾞｳﾑ

ｼｬｰﾘｰﾍﾞｨﾋﾞｨ‘ｽｨｰﾄ･ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ’ｼｬｰﾘｰﾍﾞｨﾋﾞｨ‘ｽｨｰﾄ･ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ’ｼｬｰﾘｰﾍﾞｨﾋﾞｨ‘ｽｨｰﾄ･ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ’ｼｬｰﾘｰﾍﾞｨﾋﾞｨ‘ｽｨｰﾄ･ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ’

＊ﾁｮｺﾚｰﾄの香りが漂ってます！茶花。＊ﾁｮｺﾚｰﾄの香りが漂ってます！茶花。＊ﾁｮｺﾚｰﾄの香りが漂ってます！茶花。＊ﾁｮｺﾚｰﾄの香りが漂ってます！茶花。

＊花がうなずいてます。＊花がうなずいてます。＊花がうなずいてます。＊花がうなずいてます。
ｸﾚﾏﾁｽｸﾚﾏﾁｽｸﾚﾏﾁｽｸﾚﾏﾁｽ

ｼﾙﾎｻ‘ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ’ｼﾙﾎｻ‘ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ’ｼﾙﾎｻ‘ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ’ｼﾙﾎｻ‘ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ’

「ロウヤガキ「ロウヤガキ「ロウヤガキ「ロウヤガキ 実」実」実」実」

色づいています。色づいています。色づいています。色づいています。

ハボタン

パンジー

【【【【ボタニカルウインドウボタニカルウインドウボタニカルウインドウボタニカルウインドウ】】】】

～正月飾り～

松竹梅、フクジュソウ、

ヤブコウジ・・・

＊観賞は北山通りから

「ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ」「ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ」「ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ」「ｵｵﾊﾅﾜﾗﾋﾞ」

胞子葉が花のよう・・胞子葉が花のよう・・胞子葉が花のよう・・胞子葉が花のよう・・

⑪⑪⑪⑪

③③③③

①①①①

②②②②

⑥⑥⑥⑥

④④④④

⑤⑤⑤⑤

⑧⑧⑧⑧

⑦⑦⑦⑦

⑩⑩⑩⑩

⑨⑨⑨⑨

＊芳香！＊芳香！＊芳香！＊芳香！

ｽﾉｰﾄﾞﾛｯﾌﾟ

＊半球状の桃色花！＊半球状の桃色花！＊半球状の桃色花！＊半球状の桃色花！


