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【問題】写真の植物は夏から秋に花を咲かせ、 
“はるさめ”の原料にもなります。次のうちどれでしょう？ 

 

7/1 より、第 10 回 緑
りょっ

･花
か

 試験
しけん

 （11/9(日)実施）の申込受付が始まりましたのでご案内いたし

ます。「緑･花 試験」は、“植物や植物に関する文化”を楽しく学ぶきっかけになることを目指しており、

これまで延べ９万人以上の方が受験されています。10 回目を迎える今年、全国 57 会場で実施す

るほか、新たに、必ず問題に出る「テーマ植物」を設けるなど、より多くの方に楽しんでいただこ
うと様々な取り組みを進めています。 

添付資料では、テーマ植物にちなみ、“変化アサガオ”などのアサガオのみどころや、貴誌面等の

豆知識や情報コーナーなどでご掲載いただける問題もご紹介しています。 

ご多忙中のことと存じますが、取材･記事掲載の程よろしくお願い申し上げます。 
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、、申申込込受受付付ススタターートトししままししたた。。

初初ののテテーーママ植植物物問問題題、、今今年年ははアアササガガオオ!!  
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PRESS RELEASE 

こたえは 

２ページ下 

１．サツマイモ 

２．アサガオ 

３．クズ 

４．ジャガイモ 

５．キクイモ 第９回 緑･花 試験より改題 

※緑･花 試験の正式名称は「緑･花文化の知識認定試験」です。 

ファンに愛されてついに 第10回！

※本記事は、7 月 3 日付で国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、環境省記者クラブ

農政クラブ、農林記者会、文部科学省記者会へも提供しておりました。 
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  ののごご紹紹介介  
 

 

緑･花 試験とは？ 

豊かな自然に恵まれた私たちの国では、昔から、人々の生活に欠

かせないものとして植物が広く取り入れられてきました。地球的規

模の環境問題が叫ばれる今日、身近ないきものへの理解を深めるこ

との大切さが再認識されています。 

「緑･花 試験」は、そんな“植物や植物に関わる文化”を楽しく学

ぶきっかけになることを目指しています。知れば知るほどわたした

ちの人生を豊かにする･･･そんな植物のヒミツがいっぱいです！ 

 

 

第 10回の試験は？ 

【実施日時】平成 20 年 11 月 9 日（日）、14:00～15:10（70 分） 

【申込期間】平成 20 年 7 月 1 日（火）～平成 20 年 9 月 30 日（火） 

【受 験 料】一般（高校生以上）2,900 円、子ども（中学生以下）1,000 円 

【試験形式】マークシート（5者択一）、全 80 問 

【出題区分】「自然科学」「環境形成」「生活文化」「芸術文化」などと植物

に関するさまざまな問題を出題します。 

     テーマ植物「アサガオ」に関係する問題も数問出題します。 

【認定方法】得点（偏差値）により、特級～５級までの６階級を認定。 

特級３回取得者は、特別称号「緑花文化士
みどりはなぶんかし

」に認定。 

中学生以下にはジュニア認定級も認定。 

 

 

 

テーマ植物とは？     

 必ず出る「テーマ植物」を前もって公表し、「テーマ植物」にかかわる問題を、必ず何問か出題します。 

今年のテーマ植物は、皆さんよくご存知のアサガオ 。誰もが一度は目にしたり育て

たりしたことがあるのではないでしょうか。今回は、そんな“アサガオ”の特徴や育

て方などから出題します。特徴と一言にいっても、「種の色や形」「葉の形や大きさ」

「ツルの長さ」「花の色や形」「品種」「生育条件」等々、さまざま。 

この機会に、みなさんもアサガオを育てたり、じっくりと観察したり調べたりして

いただくきっかけになればと思います。観察するなかで気づいた“アサガオ”たちの

ヒミツが、今年の問題に出るかもしれません。 

 

 

どなたでも受験できます！

生活にいろどりを与えてくれる緑 

楽しみながら 

試験にとりくむ受験者ら 

観察会の講師などで活躍する

緑花文化士 

１

今年から、試験問題がちょっと新しくなります♪



こんなところで見られます！ 今年のテーマ植物「アサガオ」 

 
●越後丘陵公園（新潟県長岡市） 
『幻想的なアサガオのプロムナード！』 

見頃：８月上旬～（予定） 

お問い合わせ：越後公園管理センター 0258-47-8001 

           
●飛鳥歴史公園（奈良県高市郡明日香村）  
『約２０種類の変化アサガオ！ 50 鉢以上の展示植栽』 

見頃：８月中旬～（予定） 

お問い合わせ：飛鳥管理センター 0744-54-2441 

 

 
 
●讃岐まんのう公園（香川県仲多度郡まんのう町） 
『長さ 60ｍ！ ヒョウタンとアサガオのアーチ』 

見頃：８月（予定） 

お問い合わせ：まんのう公園管理センター 0877-79-1700 

 

 

  ●吉野ヶ里歴史公園（佐賀県神埼郡吉野ヶ里町） 
  『約 20 種類の変化アサガオ 500 鉢以上！』 

見頃：８月上旬～中旬（予定） 

お問い合わせ：吉野ヶ里公園管理センター 0952-55-9333 

 

 

 

★★答答ええはは、、アアササガガオオじじゃゃななくくててササツツママイイモモ！！  
サツマイモはアサガオと同じヒルガオ科の多年生草本で、中央アメリカ原産です。 

コロンブスのアメリカ大陸到達後にヨーロッパに、16 世紀にはアジアに伝わりました。日本には、江戸時代

に中国・琉球・薩摩を経て渡来し、やせた土地でも育てることができるため、救荒作物として広く栽培され

るようになりました。 

暖地では夏に薄紅紫色でろうと状の花が４、５個ずつ咲きます。サツマイモの花は夏の季語になっていま

す。根の一部にデンプンが蓄積し塊根になったものがおなじみの“芋”です。芋は食用にされるほか、デン

プン、アルコールの焼酎などの原料としても利用されています。また、アルコールを利用した化粧品、エネ

ルギー源などいろいろ用途があります。 

サツマイモのデンプンは、はるさめの原料や、水あめ、ブドウ糖としても利用されています。 

※変化朝顔とは・・ 

朝顔の突然変異系統で(江戸時代に登場)しました。朝顔とは思えない変

わった形態・色の葉や花をつけるもののことをいいます。

変わったアサガオがいっぱい！ 

２

試験終了後に、

詳しい解説書が

配られます！ 

きれい！！ 

変わり咲き「八重咲きアサガオ」 

通ってみたい！アサガオのアーチ



知ってるようで意外と知らない、こんな問題が出ます！！ 
過去の問題を貴誌面等でご掲載いただけます。 

詳細は緑･花 試験 事務局（03-3431-4865）までお問い合わせください。 

※画像の版権等の関係で、使用できない問題もありますのでご了承ください。

問 １ 

「ちょうちょう ちょうちょう 菜
な

の葉にとまれ…」ではじまる唱歌

「蝶 々
ちょうちょう

」では、「菜の葉に飽
あ

いたら

（飽きたら）」何にとまれ、と歌われ

ているか？ 

 

①レンゲ ②スミレ ③サクラ 

問 ２ 

なぜ「ねぎぼうず」はふっくらしてい

るのでしょう？   

①中にたくさんの蕾
つぼみ

ができている。

②昆虫が卵を産みつけた。 

③酸性土のために葉が変形した。 

問 ３ 

明治時代の末に、日米友好のため日本

からアメリカにサクラの木が贈られ

ました。そのお返しに、大正時代に贈

られた春咲きの花木は？ 

①ハナミズキ 

②ハクモクレン 

③シャクナゲ 

問 ４ 

パンジーは、その植物の姿が人のある

しぐさに似ており、そのしぐさをあら

わすフランス語パンセからつけられ

たといわれますが、そのしぐさとは？ 

①笑っている  

②考えている 

③泣いている 

問 ５ 

短歌や俳句などで、咲き終わる様子

を、サクラは「散る」、ウメは「こぼ

れる」、ツバキは「落ちる」と表され

ます。 

では「崩れる」と表されるのは？ 

 

①ボタン ②ツツジ ③キク 

こたえ ③ 

解 説  「蝶々」は、ドイツ民謡「か

わいいハンスさん」に日本語の歌詞を

付けたものです。実際には菜の葉に来

るモンシロチョウがこのサクラの花

に止まることはないと思われますが、

サクラの花には、ギフチョウが吸
きゅう

蜜
みつ

に訪
おとず

れることが知られています。 

こたえ ① 

解 説 

いわゆる「ねぎぼうず」は、花がボー

ル状に 100～300 個も集まったもので

す。初めは問題の写真のように白っぽ

い半透明の苞
ほう

につつまれていますが、

やがて苞が割れて中から花が出てき

ます。 

こたえ ① 

解 説 ミズキ科の落葉樹で、日本の

ヤマボウシに似ていることからアメ

リカヤマボウシとも呼ばれます。英名

は Dogwood（犬の木）ともいいますが、

犬の皮膚病（蚤退治という説もあり）

の治療に用いたことからともいわれ

ています。 

こたえ ② 

解 説  中央にある黒い色模様が

何となく顔に似ていることから、かつ

ては人面草とも呼ばれたそうです。こ

のしぐさに見えるというのは花の咲

いている様子とも、つぼみのときのや

やうつむいた姿ともいわれます。 

こたえ ① 

解 説  短歌や俳句では、花が咲き終

わるようすをその花から受ける印象によ

り表現します。サクラの「散る」は風に吹

かれて潔く散る、ウメの「こぼれる」は１

枚ずつこぼれるように離れる、「落ちる」

は花びらが離れず塊となって音を立てて

落下するようすを表したものです。 

 

●ここに挙げましたのは、過去に出題

された問題のごく一部で、他にも知

っているようで知らないそんな問

題がいっぱいです。 

●植物が大好きな方、そんなに詳しく

ない方･･･、この試験は、だれでも

気軽に受けられます！ 

 

●ぜひ、過去の試験問題とともに試験

をご紹介いただき、植物のおもしろ

さ、奥深さを多くの方々に知ってい

ただければと思います。 

   

   

３



第９回 緑･花 試験 実施結果 

※年齢別、都道府県別の受験者数等、詳細はＨＰをご覧ください。 

 

第９回 緑･花 試験は平成 19 年 11 月 11 日（日）に実施し、全国で、6,916 名の方々が受験されました。 

受験者の年齢層は 6歳から 94 歳までと幅広く、40～60 歳代の中高年層が約 7割を占めました。 

 第９回試験結果をもって、新たに 25 名（北海道と群馬県では今回初）の緑花文化士が誕生。 

また、９回連続特級を取得された方が 3名もいらっしゃいました！ 

 

【受験者数】 6,916 名 

 

【認定結果】 

●平均点    52.7 点（80 点満点による） 

●最高得点   78 点（80 点満点による）１名 

●ジュニア最高得点 70 点（男性・13 歳）1名 

●最高齢者  94 歳（男性）（熊本市会場） 

●最年少者  6 歳（男性）（鹿児島市会場） 

 

 表：認定結果（全体）        表：ジュニア認定結果（中学生以下のみ） 

・図：受験者の構成  

階級
正解数
（問）

人数（名） 割合（％）

特　級 72以上 112 1.6
１　級 66～71 794 11.5
２　級 53～65 3,132 45.3
３　級 41～52 1,709 24.7
４　級 28～40 805 11.7
５　級 16～27 348 5.0
認定なし 15以下 16 0.2
計 6,916 100.0

階級
正解数
(問)

人数（名） 割合（％） 一般での階級

特　級 63～80 2 2.6 特級～２級
１　級 50～62 13 16.7 ２級～３級
２　級 37～49 18 23.1 ３級～４級
３　級 24～36 33 42.2 ４級～５級
４　級 11～23 12 15.4 ５級～認定なし
５　級 0～10 0 0.0 認定なし
認定なし
計 78 100.0

 

４

茨城県では、 

第９回の受験者が 185 人！

現在、緑花文化士は 3人！



 


