
乙女高原自然情報２０１６ 
 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 4月 24日の情報 

 林道  タチツボスミレ、ヒナスミレ、エイザンスミレ、フモトスミレ、 

       アケボノスミレ、アカネスミレ、マルバスミレ、ハシリドコロの花 

       ヒカゲツツジ、ミツバツツジ、イタヤカエデ、カジカエデの花 

       夏鳥の到来（オオルリ、キビタキ、ヤブサメ、ツツドリ、 

       センダイムシクイの声を確認） 

  草原  まだまだ枯れ野原に草の芽ばえ 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 5月 1日の情報 

 林道  アケボノスミレ、アカネスミレ、マルバスミレの花 

       ワチガイソウ、サンリンソウ、クリンユキフデの花 

       コミヤマカタバミ、ヒメイチゲ、コチャルメルソウの花 

  草原  フデリンドウ、キジムシロ、ミツバツチグリの花 

       カラマツ、オオカメノキの花 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 5月 4日の情報 

 林道  アケボノスミレ、アカネスミレ、マルバスミレの花 

       ワチガイソウ、サンリンソウ、クリンユキフデの花 

       コミヤマカタバミ、ヒメイチゲ、コチャルメルソウの花 

  草原  フデリンドウ、キジムシロ、ミツバツチグリの花 

       カラマツ、オオカメノキの花 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 5月 4日の情報 

 林道  アケボノスミレ、アカネスミレ、マルバスミレの花 

       ワチガイソウ、サンリンソウ、クリンユキフデの花 

       コミヤマカタバミ、ヒメイチゲ、コチャルメルソウの花 

  草原  フデリンドウ、キジムシロ、ミツバツチグリの花 

       カラマツ、オオカメノキの花 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 5月 5日の情報 

 林道  アケボノスミレ、アカネスミレ、シコクスミレの花 

      サンリンソウ、クリンユキフデ、コミヤマカタバミの花 

 草原  フデリンドウ、ミツバツチグリの花 

      フジザクラ、オオカメノキ、ヤマナシの花 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 5月 7日の情報 

 林道  サクラスミレ、シコクスミレ、コミヤマカタバミの花 

      ヒカゲツツジ、オオカメノキ、モミジイチゴの花 

     タゴガエルの声、エゾハルゼミの声、ツツドリ・ジュウイチの声 

 湿地 谷地坊主のタニガワスゲの花咲き始め 

 草原  フデリンドウ、ミツバツチグリの花 

      フジザクラ、ヤマナシの花 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 5月 15日の情報 

 林道  フジ、ミズキ、ミツバウツギ、ミヤマザクラの花 

 湿地 谷地坊主のタニガワスゲの花、クリンソウ咲き始め 

 草原  サクラスミレ、フデリンドウ、ミツバツチグリの花 

      ヤマナシの花 エゾハルゼミの声 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 5月 21日の情報 

 林道  トウゴクミツバツツジの花 

      （初春のミツバツツジはおしべ５本、トウゴク・・・は１０本） 

      ミヤマザクラ、ウワミズザクラ、トチノキ、ズミの花 



      大窪山のアズマシャクナゲ満開 

      焼山のレンゲツツジ咲き始め 

 湿地 サンリンソウ、ニョイスミレ、クリンソウの花 

      地面の下からタゴガエルの声 

  草原  サクラスミレ、フデリンドウ、ミツバツチグリの花 

     ミヤマニガイチゴ、キンポウゲ咲始 エゾハルゼミの大合唱 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 5月 28日の情報 

 林道  トチノキ、ズミの花満開 

     焼山のレンゲツツジ 3部咲き 

 湿地 シロバナノヘビイチゴ、ニョイスミレ、クリンソウの花 

 草原  レンゲツツジ咲き始め 

     サクラスミレ、ミヤマニガイチゴ、キンポウゲ 

      森の中ではマイヅルソウ、ギンリョウソウ咲き始め エゾハルゼミの大合唱 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 6月 12日の情報 

 林道 コアジサイ、ウツギ、ハクウンボク、ミズキの花 

 湿地 ニョイスミレ、クリンソウの花 

 草原  レンゲツツジピーク過ぎ アヤメ、キンポウゲ、オオヤマフスマ、ヤマハタザオの花 

      森の中ではマイヅルソウ、ギンリョウソウの花 エゾハルゼミの大合唱 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 6月 19日の情報 

 林道 コアジサイ、ウツギ、ノイバラの花 

 湿地 ニョイスミレ、クリンソウの花 

 草原  レンゲツツジピーク咲き終わり 

     アヤメ、キンポウゲ、オオヤマフスマ、ヤマハタザオの花 

      エゾハルゼミの大合唱 イタドリの葉を巻くドロハマキチョッキリ 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 6月 26日の情報 

 林道 ウツギの花いっぱい。アワブキ、ネジキの花 モミジイチゴの美味な実・・・あと少しで終了 

 草原 アヤメ、キンポウゲ、オオヤマフスマ、ヤマハタザオの花  ノアザミ、ヤマオダマキ咲き始め 

     イタドリの葉を巻くドロハマキチョッキリやヒゲナガオトシブミ 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 7月 2日の情報 

 林道 ウツギ、アワブキ、ナツツバキの花 イケマ、ヨツバヒヨドリの花咲き始め 

 草原 アヤメ、キンポウゲ、オオヤマフスマ、ヤマオダマキの花 

       ノアザミ、ハナチダケサシ、キンバイソウ咲き始め 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 7月 10日の情報 

 林道 ヤマホタルブクロ、イケマ、ヨツバヒヨドリの花 

 草原 ヤマオダマキ、キンバイソウ、シモツケ、カラマツソウ、ノアザミ、ノハラアザミ、ハナチダケサシ

の花 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 7月 16日の情報 

 林道 ヤマホタルブクロ、イケマ、ヨツバヒヨドリの花 リョウブ、ノリウツギの花 

 草原 ヤマオダマキ、キンバイソウ、シモツケ、カラマツソウ、ノアザミ、ノハラアザミ、ハナチダケサシ

の花  シシウド、タチフウロ、ウスユキソウ、ワレモコウ、キリンソウ、クガイソウ、カワラナデ

シコ、ヨツバヒヨドリなどなど咲き始め 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 7月 24日の情報 

 林道 ヤマホタルブクロ、ヨツバヒヨドリ リョウブ、ノリウツギ、ヤマアジサイの花 

 草原 キンバイソウ、シモツケ、カラマツソウ、ノアザミ、ノハラアザミ、シシウド、タチフウロ、ウスユ

キソウ、ワレモコウ、キリンソウ、クガイソウ、カワラナデシコ、ヨツバヒヨドリ、ノコギリソウ、

ウツボグサなどなどの花 

 



乙女高原散策時、薄手の長袖シャツをご用意ください 

  ・標高が高く、空気が澄んでいて、紫外線が強いです。 

  ・草が大きくなり、遊歩道へはみ出すほどです。 

  ・「虫に刺された」という声を聞きました（アブ？） 

  ・標高が高いので、長袖でも暑くありません。 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 8月 1日の情報 

 林道 ヤマホタルブクロ、オトコエシの花 リョウブ、ノリウツギ、クサギの花 

 草原 ノアザミ、ノハラアザミ、シシウド、タチフウロ、ワレモコウ、クガイソウ、ヒメトラノオ、カワラ

ナデシコ、ヤマハギ、ノコギリソウ、ウツボグサ、コオニユリ、オミナエシ、ツリガネニンジンなど

50種類以上の花 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 8月 6日の情報 

 林道 ツリフネソウ、キツリフネ、オトコエシの花 リョウブ、クサギの花 

 草原 ノハラアザミ、シシウド、タチフウロ、ワレモコウ、ヒメトラノオ、カワラナデシコ、ヤマハギ、フ

シグロセンノウ、マツムシソウ、クルマバナ、コオニユリ、オミナエシ、シオガマギク、ツリガネニ

ンジンなど 50種類以上の花 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 8月 14日の情報 

 林道 ボタンヅル、フシグロセンノウ、オトコエシの花  ヌルデ、クサギの花 

 草原 ノハラアザミ、シシウド、タチフウロ、ワレモコウ、ヒメトラノオ、カワラナデシコ、ヤマハギ、マ

ツムシソウ、タムラソウ、クルマバナ、シラヤマギク、オミナエシ、シオガマギク、ツリガネニンジ

ンなど 50種類以上の花 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 8月 21日の情報 

 林道 フシグロセンノウ、オトコエシ、ツリフネソウの花 クサギの花にミヤマカラスアゲハ 

 草原 シラヤマギク、タムラソウ、マツムシソウ、アキノキリンソウ、オミナエシ、シシウド、タチフウロ、

ワレモコウ、ハナイカリ、ノダケ、シオガマギクなど 

 湿地 トリカブト、アケボノソウなど 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 8月 28日の情報 

 林道 ミツバベンケイソウ、オトコエシ、ツリフネソウの花 

 草原 ウメバチソウ、ハナイカリ、タムラソウ、マツムシソウ、アキノキリンソウ、オミナエシ、タチフウ

ロ、ワレモコウ、ノダケ、シオガマギクなど 

 湿地 トリカブト、アケボノソウの花 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 9月 3日の情報 

 林道 ミツバベンケイソウ、ツリフネソウの花 

 草原 ウメバチソウ、ハナイカリ、タムラソウ、マツムシソウ、アキノキリンソウ、タチフウロ、タチコゴ

メグサ、モリアザミ、ハンゴンソウ、ゴマナ、シラヤマギク、ノコンギクなど 

 湿地 トリカブト、アケボノソウの花 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 9月 18日の情報 

 林道 セキヤノアキチョウジの花 

 草原 ヤマラッキョウ、アキノキリンソウ、ウメバチソウ、モリアザミ、ハンゴンソウ、ゴマナ、シラヤマ

ギク、ノコンギク、ユウガギク、セイタカトウヒレン、ハバヤマボクチなど 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 9月 25日の情報 

 林道 ヤクシソウ、ナギナタコウジュ、トネアザミの花 

 草原 リンドウ、ヤマラッキョウ、アキノキリンソウ、モリアザミ、ゴマナ、シラヤマギク、ノコンギク、

ユウガギク、トリカブトの花 

 

【乙女高原の自然の情報】 2016年 10月 1日の情報 

 林道 ヤクシソウ、ナギナタコウジュ、トネアザミの花 

 草原 リンドウ、ヤマラッキョウ、アキノキリンソウ、ノコンギク、ユウガギクの花 



 

 【乙女高原の自然の情報】 2016年 10月 10日の情報 

 

 林道 ヌルデ、ヤマブドウの紅葉、カラマツの黄葉始まり 

 

 草原 リンドウ満開 

     ヤマラッキョウ、アキノキリンソウ、マツムシソウ咲き残り 

 

 

 


