
東北の仮設住宅に案内した花の写真候補 

No. 写真画像 花の名前、撮影地、その他 

1 

福寿草（フクジュソウ） 

 

三重県員弁郡藤原岳 

石灰質を好む花で、セメント材料の石灰岩

の採れる山で見られます。春の暖かい日差

しを浴びてふっくらと開きます。 

2 

節分草（セツブンソウ） 

 

栃木県栃木市星野 

「鬼は外、福は内」旧暦の節分のころ（実

際は 2 月末～3 月初め）に咲く可憐な花で

す。 

3 

片栗（カタクリ） 

 

神奈川県相模原市川尻 

陽があたると花弁をイナバウワーのよう

に反らせます。早春の蝶、ギフチョウが卵

を産み付けます。 

4 

姫小百合（ヒメサユリ） 

 

新潟県県三条市高城山 

新潟県から山形県にかけての日本海側の

雪深い山間部に自生します。楚々たる姿は

百合のプリンセスです。 

5 

屋久島石楠花（ヤクシマシャクナゲ） 

 

鹿児島県屋久島宮之浦岳 

九州で最も高い宮之浦岳の山頂部に咲き

ます。この葉に毒があるため、鹿も食べず、

食害から逃れています。 



6 

細羽雛薄雪草（ホソバヒナウスユキソウ）

 

群馬県片品村至仏山 

 

エーデルワイスの仲間で、至仏山と谷川岳

の岩場でしか見られません。強風の中でも

細身で頑張る姿は健気です。 

7 

青いケシの仲間 

メコノプシス・ベヌスタ 

 

雲南省麗江市住古村（標高 4200m） 

石灰石でできた山のガレ場で咲く青いケ

シ。ほとんど水がないため、根を深く地中

に下ろし、数年かけて開花します。 

8 

青いケシの仲間 

メコノプシス・バランゲンシス 

 

四川省巴朗峠（標高 4300m）で咲く青い

ケシ。成都からチベットに向かう峠で。四

川大地震があった近くです。近くの山には

野生パンダも棲息しています。 

9 

 

青いケシの仲間 

メコノプシス・シェルフィー 

 

ブータン・ブムタン県メンチュガン 

ピンクの青いケシとは言葉がおかしいで

すが、イギリスの植物採集家のジョージ・

シェルフィーが南チベットのツォナで

1933 年に発見しました。生育地はブータ

ンの山岳地帯とチベットのみです。 

10 

 

青いケシの仲間 

メコノプシス・エロンガタ 

 

ブータン・ハ県ウォンジの北 

岩がごつごつした流れのあるところに咲

きます。この花は、従来、メコノプシス・

ホリデュラの一種として分類されていま

したが、今年の秋、新種として発表される

予定です。エロンガタは「長い」という意

味。 



熊本の仮設住宅に案内した花の写真 

No. 写真画像 花の名前、撮影地、その他 

1 

福寿草（フクジュソウ） 

 

三重県員弁郡藤原岳 

石灰質を好む花で、セメント材料の石灰岩

の採れる山で見られます。春の暖かい日差

しを浴びてふっくらと開きます。 

2 

屋久島石楠花（ヤクシマシャクナゲ） 

 

鹿児島県屋久島宮之浦岳 

九州で最も高い宮之浦岳の山頂部に咲き

ます。この葉に毒があるため、鹿も食べず、

食害から逃れています。 

3 

花忍（ハナシノブ） 
 
中国雲南省香格里拉市郊外（高寒山） 

ツツジの仲間ですが、草です。世界では、

北米に多く、中国やインドにもあります。

日本では野生種は阿蘇にしかなく、絶滅危

惧種に指定されています。 

4 

姫小百合（ヒメサユリ） 

 

新潟県県三条市高城山 

新潟県から山形県にかけての日本海側の

雪深い山間部に自生します。楚々たる姿は

百合のプリンセスです。 

5 

日光黄菅（ニッコウキスゲ）  

 

富山県（北アルプス高天原） 

雲の平、高天原温泉の先にある［夢の平」

の竜昌池のほとりで咲いています。黄菅は

一日花、毎日新鮮な花を付けます。 



6 

細羽雛薄雪草（ホソバヒナウスユキソウ）

 

群馬県片品村至仏山 

 

エーデルワイスの仲間で、至仏山と谷川岳

の岩場でしか見られません。強風の中でも

細身で頑張る姿は健気です。 

7 

青いケシの仲間 

メコノプシス・ホリデュラ 

ブータン・ブムタン県 

透き通った空色の花をつけていますが、葉

には鋭い棘があって、ささるととても痛い

です。中国青海省からチベット、ネパー

ル、ブータンにかけて広く分布し、亜種も

多く、大変変化に富んだ花です。 

8 

青いケシの仲間 

メコノプシス・バランゲンシス 

 

四川省巴朗峠（標高 4300m）で咲く青い

ケシ。成都からチベットに向かう峠で。四

川大地震があった近くです。近くの山には

野生パンダも棲息しています。 

9 

青いケシの仲間 

メコノプシス・シェルフィー 

ブータン・ブムタン県メンチュガン 

ピンクの青いケシとは言葉がおかしいで

すが、イギリスの植物採集家のジョージ・

シェルフィーが南チベットのツォナで

1933 年に発見しました。生育地はブータ

ンの山岳地帯とチベットのみです。 

10 

 

青いケシの仲間 

メコノプシス・エロンガタ 

ブータン・ハ県ウォンジの北 

岩がごつごつした流れのあるところに咲

きます。この花は、従来、メコノプシス・

ホリデュラの一種として分類されていま

したが、今年の秋、新種として発表される

予定です。エロンガタは「長い」という意

味。 

 

 



（ご参考）これまで花写真をお送りした主な施設 

（熊本県） 

熊本県益城町 安永仮設団地 熊本県益城町 赤井仮設団地 

熊本県益城町 小池島田仮設団地 熊本県西原村 個人（贈呈者の依頼による） 

 

（東北地方） 

大船渡市猪川町 長洞仮設住 仙台市宮城野区 扇町１丁目公園応急仮設住宅 

大槌町大槌 和野橋仮設住 仙台市若林区 ニッペリア仮設住宅 

釜石市大字平田 平田第 6 仮設団地 岩手県 大槌町 吉里吉里第 2，3 仮設住宅 

釜石市上中島町 上中島仮設住宅 相馬市 北飯渕応急仮設住宅 

名取市手倉田 箱塚屋敷仮設住宅 会津若松市 長原仮設住宅 

大船渡市大船渡町 永沢仮設住宅 南相馬市 寺内塚合第二仮設住宅 

山田町山田 山田仮設住宅 名取市 箱塚桜団地仮設住宅 

石巻市大森 仮設大森第 2 団地 石巻市 仮設万石浦団地 

一関市千厩町 旧千厩中学校住宅 仙台市若林区 荒井小学校用地仮設住宅 

石巻市須江 仮設旭化成団地 南相馬市 小池原畑第二仮設住宅 

石巻市開成 開成第１２団地 南相馬市 大鹿仮設住宅 

石巻市北村 前山団地応急仮設住宅 いわき市 高久第二、三、四、七仮設住宅 

気仙沼市下八瀬 五右衛門ヶ原住宅 いわき市 鹿島仮設住宅 

石巻市桃生町 仮設城内団地 田村市 船引第２運動場仮設住宅 

二本松市郭内 郭内公園仮設住宅 気仙沼市 反松公園住宅 

釜石市中妻町 昭和園仮設住宅 石巻市 仮設渡波第１団地 

釜石市桜木町 桜木町仮設団地 二本松市 塩沢農村広場仮設住宅 

山田町船越 浦の浜仮設住宅 郡山市 稲川原仮設住宅 

気仙沼市下八瀬 五右衛門ヶ原野球場住宅 相馬市 大野台第 8 仮設住宅 

気仙沼市笹が陣 気仙沼公園住宅 宮古市 河南仮設住宅 

東松島市大塩 ひまわりコミュニティ 気仙沼市 気仙沼市総合体育館住宅 

郡山市富田町 富田町仮設住宅 大船渡市 山馬越仮設住宅 

南相馬市原町区 牛越第一仮設住宅 釜石市 栗林町第一仮設住宅 

東松島市大曲 矢本運動公園仮設住宅 岩手県山田町 猿神仮設住宅 

郡山市南一丁目 南一丁目仮設住宅 陸前高田市 滝の里工業団地仮設住宅 

会津美里町 宮里仮設住宅 本宮市 高木仮設住宅 

東松島市川下 ひびき工業団地仮設住宅 いわき市 好間工業団地第二仮設住宅 

相馬市柚木 柚木仮設住宅 大船渡市 杉下仮設住宅 

南相馬市鹿島区牛河内 牛河内第二仮設住宅 会津若松市 河東学園仮設住宅 

南相馬市原町区高見町 高見町第一仮設住宅 岩手県山田町 関谷林業センター仮設住宅 

いわき市内郷白水町 内郷白水町仮設住宅 名取市名取が丘 雇用促進住宅 愛島宿舎 

いわき市平下山口 高久第九応急仮設住宅 気仙沼市赤岩迎 水梨コミュニティー住宅 

本宮市荒井 グループホーム虹の家 東松島市牛網 小野駅前仮設住宅 

三春町西方 もみじ山応急仮設住宅 石巻市開成 仮設開成第３団地 

南相馬市鹿島区牛河内 牛河内第三応急仮設談話室 石巻市開成 仮設開成第６団地 

三春町大字過足 過足応急仮設住宅 岩手県大槌町 中村仮設団地 

福島市宮代 宮代第一仮設住宅 石巻市開成 仮設開成第１団地 



石巻市給分浜 仮設給分浜桜畑団地 石巻市北上町 仮設相川運動公園団地 

石巻市雄勝町 仮設立浜団地 石巻市北上町 仮設にっこりサンパーク団地 

仙台市若林区 荒井小学校用地仮設住宅 石巻市開成 仮設開成第７団地 

仙台市宮城野区 仙台港背後地仮設住宅 大船渡市赤崎町 大立応急仮設住宅 

 

 


