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富士見台公園を4つのコースに分けました。

（樹木の解説ページでは、各樹木が生えているコースを番号で表しています）。

⇒① ⇒② ⇒③ ⇒④
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富士見台公園を4つのコースに分けました。

（樹木の解説ページでは各樹木があるコース
を番号で表しています。）

⇒① ⇒②

⇒③ ⇒④

富士見台公園の地図



イチョウ 〈イチョウ科〉 ③

・樹高が30～45mになる落葉高木。葉は長さ4～5㎝、
幅は5～7cm。葉がおうぎ形であることが特徴。中国
原産といわれている。11月頃に実をつけ、悪臭があ
り皮膚につくとかぶれる。イチョウ科の植物は約1億
9000万年前から生息していたが、現在はこの種類し
か生息しておらず、生きた化石といわれている。

葉
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実
（玉川大学で撮影）

花
（玉川大学で撮影）

ヒマラヤスギ 〈マツ科〉 ③

葉

実（玉川大学で撮影）

・樹高が20～30mになる常緑高木。葉は針状で2.5～5
㎝。開花時期は10～11月。ヒマラヤ原産。日本には明
治時代に渡来した。



スギ 〈スギ科〉 ④

サワラ 〈ヒノキ科〉 ②④

・樹高が30～40m、時に60mになる常緑高木。葉
は長さ0.4～1.3cm。開花時期は3～4月。日本に
は樹齢2000年を誇る樹木は各地にあり、その多

くが天然記念物となっている。中でも鹿児島県屋
久島の屋久島原生林にある縄文杉は特に有名
で樹齢数千年といわれている。

葉
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葉の裏

若い実

・樹高が30～40mになる常緑高木。葉は長さ0.2～
0.3㎝程で、開花時期は4月。材質がやわらかいが
湿気に強いため、桶などに使われる。葉の裏を見
ると「Ｘ」の白い模様が見える



ヒノキ 〈ヒノキ科〉 ④

・樹高が30～40mになる常緑高木。葉は長さ0.2～
0.3cm程で、開花時期は4月。奈良時代の書物である

「日本書紀」に名前が記載されている。世界最古の木
造建築として知られる「法隆寺」の建材として使用さ
れている。葉の裏を見ると「Ｙ」の白い模様が見える。

・樹高が10～20mになる落葉高木。葉は長さ8～
18cm、幅は3～8㎝。開花時期は5～6月で赤い花を

つける。果実は縄文時代から食用として使用されて
いる。

葉の裏（玉川大学で撮影）
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オニグルミ 〈クルミ科〉 ③

葉

実
（玉川大学で撮影）



アカシデ 〈カバノキ科〉 ①②④

・樹高が10～15mになる落葉高木。葉は長さ3～8㎝、
幅は2～3.5㎝。花穂（かすい）という独特な形状の花
をつける。開花時期は4～5月。葉脈は7～15対であ
る。

イヌシデ 〈カバノキ科〉 ②③

・樹高が10～15mになる落葉高木。葉は長さ4～8㎝、
幅は2～4cm。開花時期は4～5月。建築や器具の材
料として使われている。葉脈は12～15対である。

花穂

葉

↑花穂 ↓葉

全体像は玉川大学で撮影
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クマシデ 〈カバノキ科〉②

・樹高が10～15mになる落葉高木。葉は長さ6～11㎝、
幅は2.5～4.5㎝。開花時期は4～5月。シイタケを栽培
させる榾木（ほだぎ）としても使われる。葉脈は15～
24対である。

アカシデ・イヌシデ・クマシデを比べてみよう！

花穂

葉

花穂の大きさ
クマシデ＞アカシデ＞イヌシデ
葉の大きさ
クマシデ（最大11㎝、最小6cm）＞イヌシデ（最大8㎝、最小4cm）＞
アカシデ（最大8㎝、最小3㎝）
葉脈の数
クマシデ（15～24対）＞イヌシデ（12～15対）＞アカシデ（7～15対）
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Check!



クヌギ 〈ブナ科〉 ①②③

・樹高が15～17mになる落葉高木。葉は長さ8～
15cm、幅は2～4cm。秋にドングリをつけるが、翌年
に熟す。樹皮は薬用として使用されている。

クリ 〈ブナ科〉 ②③

・樹高が15～17mになる落葉高木。葉は長さ10～
20cm、幅は4～7cm。開花時期は6月で黄色い花をつ
ける。秋になると果実が熟し、食用として使用される。

葉

↓葉

葉と若い実
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ドングリ

ドングリ



コナラ 〈ブナ科〉 ①②③④

・樹高が20～25mになる落葉高木。葉は7.5～14㎝。
幅は4～6㎝。薪や器具に使われ、シイタケを栽培さ

せる榾木としても使われる。また、ドングリはデンプン
を多く含んでいるため、昭和時代はアク抜きしたもの
を団子などにして食用として使われていた。

シラカシ 〈ブナ科〉 ①②④

・樹高が15～20mになる常緑高木。葉は長さ5～12㎝、
幅は2～3㎝。カシ類の中で材が最も良質で船の建築
材などに使われる。

葉

葉

ドングリ

ドングリ
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マテバシイ 〈ブナ科〉 ①

↑葉 ↓花

ドングリ
（玉川大学で撮影）

・樹高が10～15mになる常緑高木樹。葉は長さ9～26
㎝、幅は3～8㎝。開花時期は6月で黄褐色の花をつ

ける。秋にドングリをつける。このドングリは苦みがな
く食用として使用されている。



・ドングリを見てみよう！

クリ

コナラ

クヌギ

マテバシイ

シラカシ

・細長い卵型をしている。灰色の短
い毛がある。殻斗は深い杯型であ
る。

・卵型をしている。一部分に短い
毛がある。殻斗はお椀型で、輪が
積み重ねたようになっている。

・柱頭から見ると、片側が平面に
なった半円形から、片側も膨らん
だ円形に近い形がある。横から
見ると三角形の底辺の角を丸く
した形をしている。殻斗は長さ10
～20㎜の鋭い棘でおおわれてい
る。

・形がタル型から、球形に近い
ボール型のものまである。殻斗
（かくと）はお椀型である。

・砲丸型の形をしている。ドン
グリ全体にロウ状の物質が薄
く被っている。殻斗は浅いお椀
型である。
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Check!

※殻斗（かくと）とはドングリを覆っている殻のようなもののこと



エノキ 〈ニレ科〉 ③

・樹高が15～20mになる落葉高木。葉は長さ4～
10cm、幅は2.5～6㎝。果実は秋に橙色に熟す。ムク
ノキとよく似ているが、実の色で判別できる。

ムクノキ 〈ニレ科〉 ①

・樹高が15～20mになる落葉高木。葉は長さ4～
10cm、幅は3～6㎝。果実は秋に大豆大で黒熟し、甘
みがあり食用される。

葉

実

葉

実（戸部動物園で撮影）
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ケヤキ 〈ニレ科〉①②③④

・樹高が20～30mになる落葉高木。葉は長さ3～14㎝、
幅は2～7cm。日本では古くから、神聖視されている。

また、奈良時代に建てられた唐招提寺の建材として
使われ、現在でも建築や家具に利用されている。

・④のコースでは写真のよ
うなケヤキが見られます。

・ケヤキがこのような樹形
になるのは「強剪定」によ
る影響です。

・この状態のケヤキは上
の写真のケヤキと比べる
と、葉をつけるための枝が
十分に伸びていないため、
光合成を行おうとして葉を
大きくします。

・そのため風が吹くと1本

の枝にかかる負担がより
強くなり折れやすくなって
います。

・強剪定については
用語説明（38ページ）で
解説します

葉
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Check!展望台近くのケヤキについて



コブシ 〈モクレン科〉 ①

・樹高が8mになる落葉高木。葉は長さ6～15㎝、幅は
3～6㎝。開花時期は4月で白い花をつける。花は葉

より早く開く。若いつぼみは鼻炎に効くとされ、漢方と
して使用される。また、花からは香水をつくり、コブシ
油をとる。

ホオノキ 〈モクレン科〉 ①③

・樹高が15～20mの落葉高木。葉は長さ20～40㎝、
幅は10～25㎝。開花時期は5～6月で白い花をつけ

る。秋に実をつけ、赤く熟すと果実からはなれて糸で
垂れ下がっていく。

花

実

葉

葉

若い実
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クスノキ 〈クスノキ科〉 ③

・樹高が15～20mになる常緑高木。葉は長さ6～11㎝、
幅は3～6㎝。開花時期は5月で白黄色の花をつける。
11月頃に暗紫色の果実をつける。木材は害虫に強く、
建材として使用される。

ダンコウバイ 〈クスノキ科〉 ③

・樹高が2～6mになる落葉低木。葉は長さ5～15cm、
幅は4～13㎝。開花時期は3～4月で黄色い花をつけ
る。香りがよく、つまようじや炭として使われる。

葉

葉

若い実

実
（玉川大学で撮影）

花（玉川大学で撮影）
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ナツツバキ 〈ツバキ科〉 ①

・樹高が10～15mになる落葉高木。葉は長さ4～12㎝
で、幅は3～5㎝。開花時期は6～7月で白い花をつけ
る。日本では庭園などに植栽されている。

ヤブツバキ 〈ツバキ科〉 ①③

・樹高が6～18mになる常緑高木。葉は長さ5～12㎝、
幅は3～7cm。開花時期は2～4月で赤い花をつける。

花が散る時は咢（がく）を残し、花弁と雄しべが一緒
に落ちる。種子からはツバキ油が取れる。

葉

花

花

若い実
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コデマリ 〈バラ科〉①

・樹高が1～2mになる落葉低木。葉は長さ2～5㎝、幅
は0.6～2cm。開花時期は4～5月で小さな白い花をつ

ける。中国原産の樹木で、江戸時代から観賞用とし
て栽培されている。

ユキヤナギ 〈バラ科〉 ①

・樹高が1～2mになる落葉低木。葉は長さ2～3㎝、
幅は0.5～0.7㎝。開花時期は4月で白い花をつける。

庭木や生け垣とするほか、花材として使われることも
ある。

花
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エドヒガン 〈バラ科〉 ①②

・樹高が20～25mになる落葉高木。葉は長さ5～
10cm、幅は2～4，5㎝。開花時期は3～4月で白い花

をつける。秋に甘い香りのする濃黄色の小さい花を
つける。

ヤブザクラ 〈バラ科〉 ①③

・落葉小高木。葉は長さ3～7cm、幅は1.5～3.5㎝。開
花時期は3月下旬～4月上旬。横浜市内の山林中で

初めて発見され、他にも房総方面や丹沢山地などで
も見られる。

花

葉

花

葉
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ソメイヨシノ 〈バラ科〉 ①③

・樹高が7～15mになる落葉高木。葉は長さ7～11㎝、
幅は5～7cm。開花時期は3月下旬～4月上旬。日本

で観賞木として植えられている代表的なサクラ類であ
る。

①と③のコースにあるソメイヨシノを
比べてみよう！

・ソメイヨシノが場所の違いでどんな形をしているのか？
・ソメイヨシノの枝はどこに向いているのか？
・ソメイヨシノの周りがどんな状況なのか？
・どっちのソメイヨシノがより成長しそうなのか？
・42ページに樹木の絵を書いて違いを見つけてみよう！

葉
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Check!

解説は40ページにあります。



タマノホシザクラ 〈バラ科〉 ③

葉花
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・花の咢（がく）の部分が星型に見えることが名前の
由来となっている。

・2012年の環境省レッドリストと2010年の東京都の保

護上重要な野生生物種において絶滅危惧ⅠＡ類（Ｃ
Ｒ）に登録された。

・東京都町田市や八王子市では本種の増殖・植栽が
検討されている。

・2014年に177本が八王子市と町田市と多摩市のみ
に生育が確認していることがあきらかになった。

・多摩ニュータウンの開発区域内に81.7％が生育して
いる。

・近年、ボランティア活動により、生息数が増えている。

※絶滅危惧ⅠＡ類（ＣＲ）とはごく近い将来における野
生での絶滅性が極めて高いもののことをいう。



ヤマザクラ 〈バラ科〉 ①②③

・樹高が20～25mになる落葉高木樹。葉は長さ8～12
㎝、幅は3～4.5㎝。開花時期は4月である。

蜜腺

・サクラ類の葉には「蜜腺」があります。

葉

・密腺とはサクラ類などの被子植物が蜜を分泌する器官
のことをいいます。

・サクラ類の場合は葉身の基部にあります。

22

Check!



ニガキ 〈ニガキ科〉 ①③

・樹高が10～15mの落葉高木。葉は長さ3～7㎝、幅
は1～3cm。開花時期は夏で黄緑色の花をつける。名
前の由来は、この樹木の枝葉に苦みがあるため。

・樹高が4～10mになる落葉小高木。葉は長さ5～12
㎝、幅は3～6㎝。開花時期は夏で黄白色の花をつけ
る。薬や塗料に使用されている。

葉

葉

実
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ヌルデ 〈ウルシ科〉 ③



イロハモミジ 〈カエデ科〉 ①②

・樹高が10～15mになる落葉高木。葉は長さ3.5～6
㎝、幅は3～7cm。開花時期は4～5月で暗紅色の小

さい花をつける。建築や器具の材料として使われて
いる。

トウカエデ 〈カエデ科〉 ①

・樹高が10～20mになる落葉高木。葉は長さ3～8㎝、
幅は3～7cm。中国原産。名前の由来は中国の昔の
名前である「唐」から来ている。

葉

葉
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種



ヤマモミジ （松風） 〈カエデ科〉 ③

・樹高は2.5m。赤く紅葉する。江戸時代から知られる
古い品種。ヤマモミジの園芸品種である。

トチノキ 〈トチノキ科〉 ①

・樹高が20～25mになる落葉高木。葉は長さ15～40㎝、
幅は3.5～15cm。開花時期は5～6月で白色で紅色班

のある花を円錐状につける。日本では種子を粉状にし
たものをしもやけに塗ったりして薬用として使用されて
いた。

種 葉
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葉と花序（反町公園で撮影）

花（反町公園で撮影）



マユミ 〈ニシキギ科〉 ③

イヌツゲ 〈モチノキ科〉 ①

・樹高が3～5ｍになる常緑低木。葉は長さが1.5～3
㎝、幅は0.6～2㎝。開花時期は夏で白い花をつける。

秋に紫色の丸い実をつける。この樹木の樹皮から取
れる物質に鳥や昆虫を捕獲する粘着性の物質が含
まれている。
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葉

葉

実

・樹高が3～5mになる落葉低木。葉は長さ5～15cm、
幅は3～8㎝。開花時期は5～6月。秋に紅葉する。名

前の由来は、昔この木で弓を作ったことから来てい
る。



ミツマタ 〈ジンチョウゲ科〉 ③

・樹高が1～2mの落葉低木。葉は9～25㎝、幅は2～
4cm。開花時期は3～4月で黄色い花をつける。樹皮
は紙の原料として使われている。

サルスベリ 〈ミソハギ科〉 ②

・樹高が3～7mになる落葉小高木。葉は長さ4～10㎝、
幅は2～5㎝。開花時期は7～9月で紅紫色か白色の

花をつける。樹皮は赤褐色で平滑、はげやすく、その
あとが白く残る。

↑花

←葉 ↑実
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葉

花



サンシュユ 〈ミズキ科〉 ①

・樹高が10～15mになる落葉高木。葉は長さ4～12
㎝、幅は2～7cm。開花時期は3～4月で黄色い花を
つける。11～12月に赤い実をつける。この果実は食
用とされ、漢方としても使用されている。

ハナミズキ 〈ミズキ科〉 ②④

・樹高が5～7mになる落葉小高木。葉は長さ8～10cm、
幅は4～6㎝。開花時期は4～5月で1個の花のように見

える花序をつけ、その基部に大きな花弁状の咢をつけ
る。アメリカ原産。大正時代にアメリカから日本に送ら
れてきた。アメリカヤマボウシとも呼ばれる。

花（玉川大学で撮影）

葉

花

葉
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ミズキ 〈ミズキ科〉 ③④

・樹高が15～18mになる落葉高木。葉は長さ6～15
㎝、幅は3～8㎝。開花時期は5～6月。葉を延ばすよ

うにちぎると、葉脈に沿って維管束が白い糸のよう
に見える。

ヤマボウシ 〈ミズキ科〉 ①

・樹高が10～15mになる落葉高木。葉は長さ4～12㎝、
幅は2～7cm。開花時期は3～4月で黄色い花をつけ
る。11～12月に赤い実に熟す。この果実は食用とさ
れ、漢方としても使用されている。

花

実

葉

葉

花
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リョウブ 〈リョウブ科〉 ①

・樹高が3～7mになる落葉小高木。葉は長さ6～15㎝、
幅は3～7cm。開花時期は6～8月で白い花をつける。

春の若葉を摘み、蒸して食用として使用されることも
あった。

カキノキ 〈カキノキ科〉 ②

・樹高が5～12mになる落葉高木。葉は長さ7～20㎝、
幅は4～10㎝。開花時期は5～6月で淡黄色の花をつ

ける。果実は赤黄色に熟す。奈良時代に中国から渡
来されたとされる。

葉

実

秋に紅葉した葉
（桜ヶ丘公園で撮影）
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エゴノキ 〈エゴノキ科〉 ①②③

・樹高が7～8mになる落葉小高木。葉は長さ5～9㎝、
幅は2～4.5㎝。開花時期は5～6月で白い花をつける。
7月になると果実をつけ始める。この果実の皮には麻
痺（まひ）を引き起こす成分が含まれている。

・樹高が6～15mになる落葉小高木。葉は長さ10～
20cm、幅は6～20cm。開花時期は5～6月で白い小さな

花をつける。この樹木の種子の油からロウソクを作るこ
とができる。

葉

ハクウンボク 〈エゴノキ科〉 ④
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若い実

花（玉川大学で撮影）

葉



キンモクセイ 〈モクセイ科〉 ①

レンギョウ 〈モクセイ科〉 ①

・樹高が2～4mになる常緑低木。葉は長さ7～13㎝、
幅は3～4.5cm。開花時期は9～10月で濃黄色の花を
つける。花からは甘くて強い香りがする。

32

花

・樹高が2～3mになる落葉低木。葉は3～10cm、幅
は2～5㎝。開花時期は3～4月で鮮黄色の花をつ

ける。花に先立って果実をつける。漢方では果実を
乾燥させたものを解熱や解毒に使用される。

葉

花（玉川大学で撮影）



ムラサキシキブ 〈クマツヅラ科〉 ③

・樹高が2～3mになる落葉低木。葉は長さ6～13㎝、
幅は2.5～6㎝。開花時期は6～8月で薄紫色の花を

つける。名前の由来は平安時代の女性作家である
「紫式部」から来ている。

・樹高が5～10mになる常緑小高木。葉は円形。開花時
期は5～6月。花は雌雄があり、雄花は黄白色の小さい

花を多数つける。雌花は黄緑色の小さな粒状花をつけ
る。自生地は九州南部。葉は古くなると垂れ下がる。ほ
うきや縄の材料として利用されていた

シュロ 〈ヤシ科〉 ①
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雄花の花序
（玉川大学で撮影）

↑花 ↓葉



・樹種一覧

ア行
アカシデ 7
イチョウ 4
イヌシデ 7
イヌツゲ 26
イロハモミジ 24
エゴノキ 31
エドヒガン 19
エノキ 13
オニグルミ 6

カ行
カキノキ 30
キンモクセイ 32
クスノキ 16
クヌギ 9
クマシデ 8
クリ 9
ケヤキ 14
コデマリ 18
コナラ 10
コブシ 15

サ行
サルスベリ 27
サワラ 5
サンシュユ 28
シュロ 33
シラカシ 10
スギ 5
ソメイヨシノ 20

タ～ナ行
タマノホシザクラ 21
ダンコウバイ 16
トウカエデ 24
トチノキ 25
ナツツバキ 17
ニガキ 23
ヌルデ 23

ハ行
ハクウンボク 31
ハナミズキ 28
ヒノキ 6
ヒマラヤスギ 4
ホオノキ 15

マ行
マテバシイ 11
マユミ 26
ミズキ 29
ミツマタ 27
ムクノキ 13
ムラサキシキブ 33

ヤ～ラ行
ヤブザクラ 19
ヤブツバキ 17
ヤマザクラ 22
ヤマボウシ 29
ヤマモミジ（松風） 25
ユキヤナギ 18
リョウブ 30
レンギョウ 32
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・森林浴の効果と理由

・森林浴をすると、森林浴をしていない時と比べる
と以下のような効果があらわれます。

○うつ状態が改善
○不安や緊張感が減る
○疲労感の低下
○リラックスできる

他にも血圧を下げたり、ストレスホルモンの分泌
を抑制する効果があり、一部の医療、福祉施設な
どで森林空間の利用が推進されています。

・これは植物から散布されている「フィトンチッド」
の影響のためです。

・フィトンチッドは植物が自身を細菌から守るため
に幹や葉から放出しているものです。

・フィトンチッドからは人が香りを感じる物質が含
まれており、それが人をリラックスさせる効果があ
るとされています。

・フィトンチッドは春から夏にかけて多くなり、冬は
少なくなっていきます。
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このページでは、植物が人に与える
癒しの効果について紹介します



・樹木と地球環境問題

・ヒートアイランド現象
○ヒートアイランド現象とは、都市の中心部の気温が郊
外に比べて島状に高くなる現象のことです。地球温暖
化の影響と相まって、100年あたりで2.2℃～3.0℃上昇
しています。

○この対策として植物の蒸散効果が注目されています。
また、光合成により太陽光のエネルギーを受け止め大
気中に放出されるため、大気を暖める要因にはなりま
せん。その他にも、樹冠の大きな木は日射を遮ることで
地表面の温度の上昇を抑制します。
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・植物の二酸化炭素の貯蔵について
○植物は、太陽光を使い光合成を行い、大気中の二酸
化炭素と根で吸収した水から有機物を生産し、酸素を
排出します。生産された有機物の一部は呼吸によって
消費され、残りは植物の組織を形成します。草花は短
期間しか貯蔵しないですが、樹木は幹や枝に炭素が長
期間貯蔵することができます。

○このため、木材を木材として使うということは炭素を
長期間にわたって維持することにつながります。
○しかし、樹木1つあたりで吸収できる炭素の量は限ら
れています。

○だから、適切な時期に樹木を伐採し木材として利用
し、さらに新しい樹木を植えて育てることで炭素をまた
貯蔵することができます。

このページでは樹木が貢献している
環境問題について一部紹介します。



・木質バイオマスの利用
○バイオマスとは「再生可能な、生物由来の有機性資
源（化石燃料は除く）」のことを呼びます。木質バイオマ
スとは木材からなるバイオマスのことを呼びます。

○木質バイオマスとしては主に以下のものが使われて
います。

●伐採された木材のうち未利用のもの。
●製材工場などから発生する樹皮やくずなどの残材。
●土木工事で解体する時に発生する木材。

これらは燃料や製紙原料などに利用されています。

○近年、新エネルギーの利用の一つとしても利用され
ています。石炭火力発電所において木質バイオマスを
石炭と混合利用する取り組みが進展しています。

・人間の作用による砂漠化
○森林伐採や過放牧、農業などにより砂漠化が進んで
いる場所があります。木材利用のために木を必要以上
に切り倒すこと、牛や羊などの家畜の過放牧により草
を食べ尽くすこと、農耕地の拡大による森林伐採や焼
き畑農業などがあげられます。

○日本では、砂漠化対処に関わる取り組みとして、モン
ゴルとアフリカと中国に対して技術提供をしています。
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・用語解説

○樹高
地面から梢端（しょうたん）までの高さのことをいう。

○常緑樹
常緑性の葉をもつ木のことをいう。1年を通して常
に一定の緑葉がある。

○落葉樹

落葉性の葉をもつ木のことをいう。冬期や乾期の
生育不適期に落葉し、休眠状態になる。

○高木
本書においては主として10m以上の樹高で用いら
れる樹種を示す。

○低木
本書においては主として3m未満の樹高で用いら
れる樹種を示す。

○小高木
本書においては主として3m以上～10m未満の樹
高で用いられる樹種を示す。

○維管束

草本の場合、水分と養分が通る管（木部と師部）
がセットになって1本の維管束をつくる。植物を支
える役割もする。

○葉脈

葉の維管束のこと。葉の外形からみれば維管束
の存在によって見える筋である。
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○花穂（かすい）
花のつき方の一種。穂のようなつき方をする。

○花序
花の集まりのこと。

○強剪定

樹木の幹、枝などの一部を切り取るときにその量が
基準よりも大きい方法。

○園芸品種
人為的に観賞用に作った種類のこと。

○殻斗（かくと）
ドングリを覆っている殻のようなもののこと。

○葉身
葉の葉柄を除いた主要部分である平らな部分をいう。

○葉の基部
葉身と葉柄の部分から葉柄のことをいう。

○咢（がく）
花の器官の一つで花弁の外側にある。

○雄しべと雌しべ
おしべとは花粉を出す植物の器官のこと。めしべはその花
粉を受け取り種をつくる器官のこと。

○雄花と雌花

雄花とはおしべがある花のこと。雌花とはめしべがある花の
こと。

○柱頭
雌しべの先端のこと。
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20ページのソメイヨシノについて解説します。

・①のコースのソメイヨシノは枝を横に伸ばし、全体的に
大きく成長しようとしています。

・③のコースのソメイヨシノは周囲に多くの樹木が生息
しているため、枝を横には延ばさずに縦に伸ばしていま
す。

・植物は光合成をするため、より多くの光を浴びようとし
ます。だから周囲の環境で同じ樹木でも形が違うという
ことが起きてしまいます。

Check!
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