
科 種 環境 生育量 食（数字は採取月） 備考
ｺﾊﾞﾉｲｼｶｸﾞﾏ ﾜﾗﾋﾞ 草地 少ない 4-7若芽
ｲﾉﾓﾄｿｳ ｵｵﾊﾞﾉｲﾉﾓﾄｿｳ 石垣 少ない
ｵｼﾀﾞ ｵｸﾏﾜﾗﾋﾞ 石垣 普通
ｵｼﾀﾞ ﾔﾌﾞｿﾃﾂ 石垣 普通
ｲﾜﾃﾞﾝﾀﾞ ｲﾇﾜﾗﾋﾞ 石垣、道端 普通
ｳﾗﾎﾞｼ ﾏﾒﾂﾞﾀ 石垣、樹幹 多い

ｳﾗﾎﾞｼ ﾉｷｼﾉﾌﾞ 石垣、樹幹 普通 葉のねじれ具合が乾湿の指標

ｽｷﾞ ｽｷﾞ 斜面 高木１本
ﾋﾉｷ ﾋﾉｷ 斜面 （周辺部）
ﾕﾘ ﾎﾄﾄｷﾞｽ 石垣 少ない
ﾂﾕｸｻ ﾄｷﾜﾂﾕｸｻ 平坦部 少ない
ﾂﾕｸｻ ﾂﾕｸｻ 平坦部、道端 少ない 4-5若芽､花+茎先
ｲﾈ ｽｽｷ 平坦部 少ない

ﾀｹ ﾓｳｿｳﾁｸ 斜面 （周辺部に群生） 4タケノコ

ｻﾄｲﾓ ｳﾗｼﾏｿｳ？ 平坦部 数本 毒
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ ｱｵｽｹﾞ 石垣 少ない
ｸﾙﾐ ｵﾆｸﾞﾙﾐ 斜面部 周辺部に数本 9-10果実の核
ﾆﾚ ｹﾔｷ 斜面部 稚樹１本
ﾆﾚ ｴﾉｷ 平坦部 実生数本 9果実
ｸﾜ ｲﾇﾋﾞﾜ 斜面部 若木数本 10-11果実（♀）
ｸﾜ ﾔﾏｸﾞﾜ 斜面部 若木数本 6-7果実（♀）
ｸﾜ ﾋﾒｺｳｿﾞ 斜面部 若木数本 6-7果実（♀）

ｲﾗｸｻ ｶﾗﾑｼ 石垣､斜面部､平坦部 多い 4-7若い茎葉を天ぷらに

ﾀﾃﾞ ｽｲﾊﾞ 石垣､斜面部､平坦部 普通 冬～4若芽10-15㎝を茹でて

ﾀﾃﾞ ﾐｽﾞﾋｷ 平坦部 少ない
ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ ﾖｳｼｭﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ 平坦部 少ない 毒
ｵｼﾛｲﾊﾞﾅ ｵｼﾛｲﾊﾞﾅ 平坦部 少ない 毒
ﾅﾃﾞｼｺ ｺﾊｺﾍﾞ 平坦部 多い アクが少なく生食可
ﾅﾃﾞｼｺ ﾐﾄﾞﾘﾊｺﾍﾞ 平坦部 少ない アクが少なく生食可
ﾅﾃﾞｼｺ ｳｼﾊｺﾍﾞ 平坦部 少ない アクが少なく生食可
ｼｷﾐ ｼｷﾐ 斜面 （周辺部） 毒
ｸｽﾉｷ ｼﾛﾀﾞﾓ 平坦部 稚樹数本
ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ ﾊﾝｼｮｳﾂﾞﾙ 斜面～平坦部 少ない 毒
ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ ｺﾎﾞﾀﾝﾂﾞﾙ 斜面～平坦部 少ない 毒
ｷﾝﾎﾟｳｹﾞ ｾﾝﾆﾝｿｳ 斜面～平坦部 少ない 毒
ｱｹﾋﾞ ｱｹﾋﾞ 斜面～平坦部 少ない 秋 果実

ﾄﾞｸﾀﾞﾐ ﾄﾞｸﾀﾞﾐ 石垣 多い 春～秋　若い茎葉を茹でるか天ぷら

ﾂﾊﾞｷ ﾁｬ 平坦部（法肩）生垣 多い 春:新茶の天ぷら 茶の様々な効用
ｹｼ ﾑﾗｻｷｹﾏﾝ 平坦部 少ない
ｾﾘ ｼﾞｬﾆﾝｼﾞﾝ 平坦部 少ない 春の柔らかい茎葉を茹でる
ﾕｷﾉｼﾀ ﾏﾙﾊﾞｳﾂｷﾞ 石垣 普通
ﾊﾞﾗ ｸｻｲﾁｺﾞ 平坦部 一部に群生 5-6果実
ﾊﾞﾗ ﾔﾌﾞﾍﾋﾞｲﾁｺﾞ 平坦部 普通 薬用（焼酎漬）
ﾊﾞﾗ ﾉｲﾊﾞﾗ 平坦部 一部に群生
ﾊﾞﾗ ﾋﾞﾜ 斜面 結実木あり 5-6 果実 葉は薬用
ﾏﾒ ｼﾛﾂﾒｸｻ 平坦部 多い 若葉の塩茹で、花の天ぷら
ﾏﾒ ｱｶﾂﾒｸｻ 平坦部 普通 若葉の塩茹で、花の天ぷら

ﾏﾒ ﾌｼﾞ 斜面 （周辺部） 若葉の天ぷら、２分咲花の姿揚げ

ﾏﾒ ｸｽﾞ 斜面～平坦部 普通～多い 若いつる先の天ぷら

ﾏﾒ ｶﾗｽﾉｴﾝﾄﾞｳ 斜面～平坦部 多い 3下-4上開花前の若葉､4下-5未熟な豆果

ｶﾀﾊﾞﾐ ｵｵｷﾊﾞﾅｶﾀﾊﾞﾐ 法肩（テラス前） 群生
ﾌｳﾛｿｳ ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ 平坦部 少ない 薬用（胃腸等）
ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ ｱｶﾒｶﾞｼﾜ 斜面 （周辺部） 春赤い若葉を天ぷらか茹でる
ﾐｶﾝ ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ 斜面 （周辺部）

ﾐｶﾝ ｶﾗﾀﾁ 平坦部 （接ぎ木の台木） 4-5みかん状果をﾘｷｭｰﾙに

ﾆｼｷｷﾞ ﾂﾙｳﾒﾓﾄﾞｷ 斜面～平坦部 少ない
ﾌﾞﾄﾞｳ ﾔﾌﾞｶﾞﾗｼ 斜面～平坦部 少ない 若いつる先を天ぷらか茹でる
ﾌﾞﾄﾞｳ ｴﾋﾞﾂﾞﾙ 斜面～平坦部 少ない 秋　果実（♀）
ﾌﾞﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾄﾞｳ 斜面～平坦部 少ない

ﾐｽﾞｷ ｱｵｷ 斜面～平坦部 少ない
春(新芽展開前)ｱｸ抜し油炒め,数ヶ月塩漬
にし塩抜後油炒め等

生葉を外用薬に

ｳｺｷﾞ ｷﾂﾞﾀ 斜面～平坦部 一部に群生 毒（葉：かぶれ）
ｳｺｷﾞ ｳﾄﾞ 斜面 少ない 3 太い新芽を薄切りにして
ｾﾘ ﾔﾌﾞｼﾞﾗﾐ 斜面～平坦部 少ない 熟果を陰干し強壮など
ｱｶﾈ ｱｶﾈ 斜面～平坦部 少ない 根で薬草酒 根から染料
ｱｶﾈ ﾔｴﾑｸﾞﾗ 平坦部 多い
ｸﾏﾂﾂﾞﾗ ｸｻｷﾞ 斜面 （周辺部） 若葉を塩茹で
ｼｿ ｷﾗﾝｿｳ 平坦部 少ない 4-5上花期に姿揚げ
ｼｿ ｶｷﾄﾞｵｼ 平坦部 少ない 4-6若葉や花の天ぷら
ｼｿ ﾋﾒｵﾄﾞﾘｺｿｳ 平坦部 多い 4地上部の天ぷら
ｽｲｶｽﾞﾗ ﾆﾜﾄｺ 斜面 少ない 4上　若芽を茹でるか天ぷら

ｷｸ
ﾀｲｱｻﾞﾐorｱｽﾞﾏ
ﾔﾏｱｻﾞﾐ?

平坦部 少ない 春､若い芽･葉を刺を取り茹でるか天ぷら

ｷｸ ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ 平坦部 少ない 春～夏（蕾の前まで）茹でるか天ぷら

ｷｸ ﾋﾒｼﾞｮｵﾝ 平坦部 少ない
3-5 花茎が伸びる前の葉を天ぷらか塩茹
で

ｷｸ ﾊﾙｼﾞｵﾝ 平坦部 普通
3-4 花茎が伸びる前の葉を天ぷらか塩茹
で

ｷｸ ﾌｷ 平坦部 数か所に群生
2-3 花芽、4-8 葉柄を塩茹で･皮むき､炒め
る

ｷｸ ﾂﾜﾌﾞｷ 石垣 普通 3-4 若い葉柄と巻いた葉

ｷｸ ﾖﾓｷﾞ 平坦部 普通 4-6 若葉と柔らかい茎先を茹でるか天ぷら

ｷｸ ﾔﾌﾞﾀﾋﾞﾗｺ 斜面 少ない 3-4 若葉(茎が立つ前:おひたし)
ｷｸ ｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ 斜面～平坦部 少ない 3-4 若葉(茎が立つ前:おひたし)
ｷｸ ｶﾝﾄｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ 平坦部 一部に群生
ｷｸ ｾｲﾖｳﾀﾝﾎﾟﾎﾟ 平坦部 少ない

茹でるか天ぷら。生で使う場合は､花や葉は､噛んで苦味を確かめる


