
平成26年度　前期　樹木鑑定試験　出題樹種リスト
No. 標準和名 科名 No. 標準和名 科名
1 アオキ みずき科 51 センリョウ せんりょう科

2 アカシア（フサアカシア） まめ科 52 ソテツ そてつ科

3 アカメガシワ とうだいぐさ科 53 ソヨゴ もちのき科

4 アキグミ ぐみ科 54 タイサンボク もくれん科

5 アキニレ にれ科 55 タブノキ くすのき科

6 アジサイ ゆきのした科 56 タラヨウ もちのき科

7 アセビ つつじ科 57 トウカエデ かえで科

8 アベリア すいかずら科 58 ドウダンツツジ つつじ科

9 アラカシ ぶな科 59 トウネズミモチ もくせい科

10 イチョウ いちょう科 60 トチノキ とちのき科

11 イヌツゲ もちのき科 61 トベラ とべら科

12 イヌビワ くわ科 62 ナツヅタ ぶどう科

13 イヌマキ まき科 63 ナツツバキ つばき科

14 イロハカエデ かえで科 64 ナツミカン みかん科

15 ウバメガシ ぶな科 65 ナンキンハゼ とうだいぐさ科

16 ウメ ばら科 66 ナンテン めぎ科

17 エゴノキ えごのき科 67 ニシキギ にしきぎ科

18 オタフクナンテン めぎ科 68 ハクチョウゲ あかね科

19 オリーブ もくせい科 69 ハナミズキ みずき科

20 カイズカイブキ ひのき科 70 ハマヒサカキ つつじ科

21 カクレミノ うこぎ科 71 ハマボウ くまつづら科

22 カツラ かつら科 72 ヒイラギナンテン めぎ科

23 カナメモチ ばら科 73 ヒイラギモクセイ もくせい科

24 カラタネオガタマ もくれん科 74 ヒトツバタゴ もくせい科

25 キョウチクトウ きょうちくとう科 75 ヒノキ ひのき科

26 ギンバイカ ふともも科 76 ヒマラヤスギ まつ科

27 キンモクセイ もくせい科 77 ヒラドツツジ つつじ科

28 クスノキ くすのき科 78 フジ まめ科

29 クチナシ あかね科 79 フッキソウ つげ科

30 クヌギ ぶな科 80 ブラシノキ ふともも科

31 クロガネモチ もちのき科 81 プラタナス すずかけのき科

32 クロマツ まつ科 82 ブルーベリー つつじ科

33 ゲッケイジュ くすのき科 83 ベニバナトキワマンサク まんさく科

34 ケヤキ にれ科 84 ホルトノキ ほるとのき科

35 コナラ ぶな科 85 マサキ にしきぎ科

36 コノテガシワ ひのき科 86 マテバシイ ぶな科

37 コブシ もくれん科 87 マンリョウ やぶこうじ科

38 サクラ ばら科 88 ムクゲ あおい科

39 サザンカ つばき科 89 メタセコイア すぎ科

40 サツキツツジ つつじ科 90 モッコク つばき科

41 サルスベリ みそはぎ科 91 モミジバフウ まんさく科

42 サンゴジュ すいかずら科 92 ヤツデ うこぎ科

43 シダレヤナギ やなぎ科 93 ヤブツバキ つばき科

44 シモツケ ばら科 94 ヤマブキ ばら科

45 シャリンバイ ばら科 95 ヤマボウシ みずき科

46 シュロ やし科 96 ヤマモモ やまもも科

47 シラカシ ぶな科 97 ユキヤナギ ばら科

48 シロダモ くすのき科 98 ユズリハ とうだいぐさ科

49 ジンチョウゲ じんちょうげ科 99 ユリノキ もくれん科

50 スギ すぎ科 100 ローズマリー しそ科


