
答え
No 漢字 名前 No 漢字 名前
1 赤松 アカマツ 51 泰山木 タイサンボク
2 赤芽柏 アカメガシワ 52 椨 タブ
3 紫陽花 アジサイ 53 茶 チャ
4 翌桧 アスナロ 54 黄楊・柘植 ツゲ
5 杏 アンズ 55 椿 ツバキ
6 公孫樹 イチョウ 56 橡 トチ
7 犬椣、犬四手 イヌシデ 57 椥 ナギ
8 犬槇 イヌマキ 58 夏茱萸 ナツグミ
9 梅 ウメ 59 七竈 ナナカマド
10 斉ゴ木 エコノキ 60 南天 ナンテン
11 上溝桜 ウワズミザクラ 61 鼠黐 ネズミモチ
12 榎 エノキ 62 合歓 ネム
13 槐 エンジュ 63 櫨 ハゼ
14 楓 カエデ　 64 花水木 ハミズキ
15 柿 カキ 65 針桐 ハリギリ
16 隠蓑 カクレミノ 66 榛の木 ハンノキ
17 鹿子の木 カゴノキ 67 柊 ヒイラギ
18 樫　 カシ 68 千両 センリョウ
19 柏、槲 カシワ 69 檜、桧 ヒノキ
20 莢蒾 ガマズミ 70 姫譲葉 ヒメユズリハ
21 栢 カヤ 71 藤 フジ
22 寒緋桜 カンヒザクラ 72 蓬莱竹 ホウオウチク
23 木蔦 キヅタ 73 朴 ホウ
24 桐 キリ 74 槇 マキ
25 金木犀 キンモクセイ 75 真竹 マダケ
26 楠 クス 76 馬刀葉椎、全手葉椎 マテバシイ
27 椚 クヌギ 77 檀、真弓、檀弓 マユミ
28 熊四手 クマシデ 78 蜜柑 ミカン
29 栗 クリ 79 椋 ムク
30 胡桃 クルミ 80 無患子 ムクロジ
31 黒黄金黐 クロコガネモチ 81 槿 ムクゲ
32 黒松 クロマツ 82 孟宗竹 モウソウチク
33 黒文字 クロモジ 83 黐 モチ
34 桑 クワ 84 紅葉、椛 モミジ
35 欅 ケヤキ 85 柳 ヤナギ
36 小楢 コナラ 86 藪椿 ヤブツバキ
37 辛夷 コブシ 87 山桜 ヤマザクラ
38 五葉松 ゴヨウマツ 88 山躑躅 ヤマツツジ
39 榊 サカキ 89 山帽子 ヤマボウシ
40 山茶花 サザンカ 90 山桃 ヤマモモ
41 沙羅双樹 サラソウジュ 91 柚子 ユズ
42 山武杉 サンブスギ 92 蠟梅 ロウバイ
43 椎 シイ 93 譲葉 ユズリハ
44 車輪梅 シャリンバイ 94 蔦漆 ツタウルシ
45 白樫 シラカシ 95 万両 マンリョウ
46 白だも シロダモ 96 梨 ナシ
47 酔芙蓉 スイフヨウ 97 枇杷 ビワ
48 杉 スギ 98 櫟 イチイ
49 須田椎 スダジイ 99 檍 アオキ
50 栴檀 センダン 100 夾竹桃 キョウチクトウ


