
花 花言葉 花 花言葉

1月1日 まつ 不老長寿、勇敢 2月1日 ボロニア 芳香

1月2日 たけ 節度、節操のある 2月2日 ウメ 高潔な心・忠実

1月3日 ふくじゅそう 幸せを招く 2月3日 ベゴニア・センパフローレンス 愛の告白・片思い

1月4日 すいせん 自己愛 2月4日 クンシラン 貴い

1月5日 うらじろ 無限に 2月5日 オーブリエチア 君に捧げる

1月6日 ゆずりは 若返り 2月6日 カランコエ たくさんの小さな思い出

1月7日 せり 清廉（せいれん）で高潔 2月7日 ハナカイドウ 温和・美人の眠り

1月8日 おぎょう 温かい気持ち 2月8日 ワックスフラワー 気まぐれ

1月9日 はこべ 愛らしい 2月9日 パフィオペディラム 変わりやすい愛情

1月10日 アナナス たくわえる 2月10日 ハナニラ 別れの悲しみ

1月11日 カポック とても真面目 2月11日 クマモグサ 活力

1月12日 ラケナリア 継続する 2月12日 サンシュユ 持続・耐久

1月13日 カトレア 優雅な夫人、成熟した魅力 2月13日 キンセンカ 慈愛・初恋

1月14日 シンビジューム 飾らない心、素朴 2月14日 フリージア 純潔・無邪気

1月15日 オンシジューム 可憐 2月15日 ムラサキハナナ 知恵の泉

1月16日 デンドロビューム わがままな美人 2月16日 レンテンローズ 追憶

1月17日 こちょうらん あなたを愛します 2月17日 レースフラワー 可憐な心

1月18日 パフィオペディルム 変わりやすい愛情 2月18日 スノーフレーク 純潔・無垢な心

1月19日 バンダ 身軽 2月19日 アネモネ はかない恋・真実

1月20日 デンファレ お似合い 2月20日 ハナナ 快活さ

1月21日 ろうばい 慈愛 2月21日 スミレ 誠実・小さな幸せ

1月22日 アンスリューム 煩悩 2月22日 クリサンセマム・ムルチコーレ 高潔

1月23日 まんりょう 陰徳 2月23日 アイスランドポピー 七色の恋

1月24日 おもと 母性の愛、相続 2月24日 バイモ 威厳

1月25日 プリムラ 美の秘密、永続する愛情 2月25日 コブシ 友情・自然の愛

1月26日 カロライナジャスミン 長寿 2月26日 ミモザ 豊かな感受性

1月27日 ヘリオトロープ 献身的な愛、熱望 2月27日 シラー 永遠の愛

1月28日 レプトスペルマム 質朴な 2月28日 カルセオラリア 援助

1月29日 キンカン 思い出 2月29日 アルメリア 思いやり

1月30日 ペペロミア 艶やか（つややか）

1月31日 しろたえぎく あなたを支える
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3月1日 ジンチョウゲ 栄光・不滅 4月1日 サクラ 精神美

3月2日 ネモフィラ どこでも成功 4月2日 ミヤコワスレ しばしの憩

3月3日 モモ 恋の奴隷・あなたの虜 4月3日 ニオイスミレ 無邪気な愛

3月4日 ペラルゴニウム 君ありて幸福 4月4日 カスミソウ 清らかな心・感謝

3月5日 リナリア 私の恋を知ってください 4月5日 ワスレナグサ 私を忘れないで

3月6日 オウバイ 恩恵 4月6日 ナスタチウム 勝利

3月7日 ムスカリ 夢にかける思い 4月7日 ニゲラ 夢路の愛情

3月8日 アッツザクラ 愛を待つ 4月8日 ヘーベ 永遠の命・青春

3月9日 シバザクラ 合意・一致 4月9日 ペーパーカスケード 小さな思い出

3月10日 クリンソウ 物思い 4月10日 クレマチス 心の美

3月11日 フリチラリア 才能・人を喜ばせる 4月11日 ロベリア 貞淑・謙遜

3月12日 リビングストンデージー 瞳の輝き 4月12日 マツムシソウ 喪失・再起

3月13日 アルストロメリア エキゾチック・持続 4月13日 ボリジ 勇気・憂いを忘れる

3月14日 ブルーデージー 幸福・恵まれている 4月14日 ストロベリーキャンベル 私を思い出して

3月15日 イベリス 初恋の思い出 4月15日 ゴデチア 変わらぬ熱愛

3月16日 レンギョウ かなえられた希望 4月16日 チューリップ 思いやり・愛の告白

3月17日 ネメシア 包容力 4月17日 ハナビシソウ 私の願いを聞いて

3月18日 フロックス 温和・同意 4月18日 スターチス いたずら心

3月19日 ドイツアザミ 独立・独り立ち 4月19日 ヤグルマギク 繊細・無邪気

3月20日 >コマデリ 優雅・努力する 4月20日 イキシア 団結

3月21日 カルミア 大志を抱く 4月21日 ミムラス 笑顔を見せて

3月22日 ハーデンベルギア 過去の愛 4月22日 マリーゴールド 健康

3月23日 ハナミズキ 公平にする 4月23日 マツバギク 勲功

3月24日 ハゴロモジャスミン 温和・愛敬 4月24日 アンチューサ 真実の愛

3月25日 ツルハナシノブ 温和 4月25日 セラスチウム 幸福・才能

3月26日 エニシダ 清楚・謙遜 4月26日 スイートピー 優しい思い出

3月27日 ヒベルティア 無邪気 4月27日 ジャーマンカモマイル 逆境に負けない強さ

3月28日 ライラック 思い出を大切に 4月28日 ケマンソウ あなたに従います

3月29日 モッコウバラ 初恋・純潔 4月29日 フクシア 好み・趣味がいい

3月30日 フォールフラワー 愛情の絆 4月30日 ヤマブキ 気品・待ちかねる

3月31日 カトレア 成熟した魅力

1月の花言葉 2月の花言葉

3月の花言葉 4月の花言葉
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5月1日 スズラン 幸福が訪れる・純潔 6月1日 ナツグミ 野性美

5月2日 オキシペタラム 信じあう心 6月2日 ニーレンベルキア 心が和む

5月3日 インパチェンス 短気 6月3日 ユキノシタ 深い愛情

5月4日 イチゴ 幸福な家庭・無邪気 6月4日 ヘメロカリス 宣言・媚態

5月5日 サンタンカ 喜び 6月5日 スカシユリ 注目を浴びる

5月6日 フウロソウ 変わらない信頼・陽気 6月6日 ペンステモン 勇気

5月7日 アルケミラ 輝き 6月7日 スケトシア 清楚な娘・追想

5月8日 ベルフラワー 感謝・誠実 6月8日 サンダーソニア 福音・祝福

5月9日 シレネ 偽りの愛 6月9日 ガウラ 負けずぎらい

5月10日 カーネーション 母の愛情 6月10日 ベニバナ 化粧

5月11日 ペチュニア
あなたといっしょなら自然と
心が安らぐ

6月11日 ベロニカ 女性の貞操

5月12日 アリウム・ギガンチウム 正しい主張 6月12日 ハニーサックル 愛の絆・友愛

5月13日 フランネルソウ 誠実 6月13日 キョウカノコ 無益

5月14日 デルフィニウム 清明・慈悲 6月14日 クチナシ 私は幸せです

5月15日 オダマキ 必ず手に入れる・勝利 6月15日 カンパニュラ 感謝

5月16日 バラ 情熱・熱烈な愛 6月16日 キンシバイ 秘密

5月17日 エキカザム あなたの夢は美しい 6月17日 アジサイ 移り気・乙女の愛

5月18日 ベロペロネ 女性の美しさの極致 6月18日 コンボルブルス 絆・縁

5月19日 ヒメウツギ 秘密 6月19日 カラー 乙女のしとやかさ

5月20日 レモン 心からの思慕 6月20日 アカンサス 巧妙

5月21日 カンガルーポー 不思議・驚き 6月21日 タチアオイ 気高く威厳に満ちた美

5月22日 タイム 活動・活気 6月22日 マトリカリア 楽しむ

5月23日 ジキタリス 熱愛・隠されぬ愛 6月23日 ベルガモット 野生的

5月24日 シャクヤク はじらい・はにかみ 6月24日 ホタルブクロ 正義・貞節

5月25日 ヘリオトロープ 誠実・献身的な愛 6月25日 モントブレチア 良い便り・消息

5月26日 ジャーマンアイリス 炎・情熱 6月26日 コレオプシス 夏の思い出

5月27日 エビネ 謙虚・誠実 6月27日 メランポジウム 元気

5月28日 ブルーファンフラワー 可能性 6月28日 アスチルベ 恋の訪れ

5月29日 ルピナス いつも幸せ 6月29日 フェンネル 賞賛

5月30日 ツボサンゴ 恋心 6月30日 アガパンサス 恋の訪れ

5月31日 キャットミント 自由な愛
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7月1日 スレイン 清純な心・信仰 8月1日 アサガオ 愛情の絆・はかない恋

7月2日 宿根フロックス 温和 8月2日 カンナ 情熱・堅実な未来

7月3日 ブーゲンビリア 情熱・熱心 8月3日 ブッドレア 魅力

7月4日 グロリオサ 頑強・栄光 8月4日 トレニア 温和・可憐

7月5日 セアノサス 初恋の思い出 8月5日 フヨウ 繊細な美・しとやかな美人

7月6日 アメンリカンブルー あふれる思い 8月6日 フウセンカズラ 御身と飛行しよう・多忙

7月7日 ホオズキ 自然美 8月7日 オシロイバナ 臆病な愛

7月8日 グラジオラス 勝利 8月8日 アンスリウム 情熱・熱心

7月9日 ギボウシ 落ち着き 8月9日 ストレプトカーパス 真実

7月10日 イソトマ 優しい知らせ 8月10日 ルコウソウ 繊細な愛

7月11日 クフェア 自由気まま 8月11日 センテッドゼラニウム 好み

7月12日 トケイソウ 聖なる愛 8月12日 ニチニチソウ 友情・楽しい思い出

7月13日 ハゲイトウ 不老不死 8月13日 クルクマ 忍耐

7月14日 ラムズイヤー あなたに従う 8月14日 エキノプス 鋭敏

7月15日 ニコチアナ あなたがいれば寂しくない 8月15日 ヒマワリ あなたを見つめる

7月16日 ハナスベリヒユ いつも元気 8月16日 アジアンタム 繊細

7月17日 ジニア 遠い友を想う 8月17日 ゲッカビジン ただ一度だけ会いたくて

7月18日 デュランタ あなたを見守る 8月18日 ハイビスカス しとやかな愛

7月19日 ラベンダー 鎮静・答えをください 8月19日 ノウゼンカツラ 名誉・栄光・名声

7月20日 トリトマ あなたを思うと胸が痛む 8月20日 エキナセア 優しさ

7月21日 ネムノキ 歓喜 8月21日 ブルーベリー 知性

7月22日 バジル 神聖・好意 8月22日 トウガラシ 旧友

7月23日 フウチソウ 未来 8月23日 ミント 美徳・効能

7月24日 サルスベリ 雄弁 8月24日 ラミウム 清明

7月25日 サギソウ 純真・無垢 8月25日 ワレモコウ 変化・移りゆく日々

7月26日 キバナコスモス 野性美 8月26日 カラジウム 喜び

7月27日 ヤマユリ 純潔 8月27日 ユウガオ はかない恋

7月28日 ダリア 優雅・移り気 8月28日 スグリ 私はあなたを喜ばせる

7月29日 クレオメ 思ったより悪くない 8月29日 シュウカイドウ 片思い

7月30日 サルビア・ファリナセア 知恵・尊重 8月30日 コットン 優秀

7月31日 ルドベキア 正義・公平 8月31日 ハツユキソウ 好奇心

7月の花言葉 8月の花言葉

5月の花言葉 6月の花言葉
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9月1日 スパティフィラム 清らかな心 10月1日 もみじあおい 温和

9月2日 ルリマツリ 密かな情熱 10月2日 コリウス 善良な家風

9月3日 ハマギク 友愛 10月3日 おとこえし 野生味

9月4日 ダチュラ 偽りの魅力 10月4日 えのころぐさ 遊び、愛嬌

9月5日 ベンケイソウ 穏やかな 10月5日 くこ 互いに忘れましょう

9月6日 ユウセンギク 恋の思い出 10月6日 きんもくせい 謙遜

9月7日 スミシアンサ 抱擁 10月7日 キウイ ひょうきん

9月8日 アブチロン 尊敬 10月8日 のぼたん 自然

9月9日 キキョウ 変わらぬ愛・気品 10月9日 ほととぎす 永遠にあなたのもの

9月10日 バーベナ 私のために祈ってくださ 10月10日 まつたけ 控えめ

9月11日 イワシャジン 感謝・誠実 10月11日 あかね 誹謗、中傷

9月12日 ブータンマツリ いたずら心 10月12日 とうがらし 旧友

9月13日 ハギ 思い・思案 10月13日 ネリネ 箱入り娘、幸せな思い出

9月14日 アゲラタム 信頼・安楽 10月14日 テランセラ 変身

9月15日 センニチコウ 変わらぬ愛情 10月15日 しゅうめいぎく 薄れゆく愛

9月16日 ペンタス 願い事 10月16日 にしきぎ あなたの魅力を心に刻む

9月17日 ミセバヤ 平穏無事 10月17日 みずひき 祭礼、慶事

9月18日 コスモス 乙女の純真 10月18日 わた 繊細、有用な

9月19日 ユーチャリス 清らかな心 10月19日 にがうり（つるれいし） 強壮

9月20日 ヤブラン 忍耐 10月20日 りんどう 正義、的確

9月21日 マートル 愛の囁き 10月21日 むらさきしきぶ 聡明

9月22日 サワギキョウ 高貴 10月22日 みせばや 静穏

9月23日 リコリス 快楽 10月23日 あけび 才能

9月24日 ジャイアントデプラ 情熱 10月24日 くり 公平にして

9月25日 フジバカマ あの日のことを思い出す 10月25日 ういきょう よい香

9月26日 リンドウ 正義 10月26日 くさぎ 運命、治療

9月27日 アシダンセラ 純粋な愛 10月27日 ななかまど 用心、慎重

9月28日 ダンギク 忘れ得ぬ思い 10月28日 しそ 善良な家風

9月29日 ランタナ 厳格 10月29日 いちょう 長寿

9月30日 トルコキキョウ よい語らい 10月30日 りんご 誘惑、名声

10月31日 まゆみ あなたの魅力を心に刻む
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11月1日 西洋かりん 唯一の恋 12月1日 ゴールドクレスト 不変

11月2日 ルピナス 母性愛 12月2日 ブラキカム 優美

11月3日 ブリオニア 拒絶 12月3日 ヒヤシンス 変わらない愛情

11月4日 こたにわたり 真実の慰み 12月4日 アイビー 友情

11月5日 松葉菊 勲功 12月5日 シクラメン 切ない愛を受け取って

11月6日 ふじばかま 躊躇 12月6日 ブルークローバー 約束

11月7日 マリーゴールド 別れの悲しみ 12月7日 ハボタン 祝福・愛を包む

11月8日 せんのう 恋のときめき 12月8日 リーガースベゴニア 親切

11月9日 ミルラの花 真実 12月9日 ポインセチア 聖なる願い・博愛・祝福・

11月10日 ふよう 繊細な美 12月10日 ベアグラス 物静か

11月11日 つばき(白) ひかえめな愛 12月11日 コーレア 信頼

11月12日 レモン 心からの思慕 12月12日 デンドロビウム わがままな美人

11月13日 こうすいぼく 忍耐 12月13日 アザレア 愛の楽しみ・節制

11月14日 松 不老長寿 12月14日 コトネアスター 変わらぬ愛情

11月15日 おうごんはぎ 謙遜 12月15日 ボケ 早熟・平凡

11月16日 クリスマス・ローズ 追憶 12月16日 エンゼルランプ あなたを守りたい

11月17日 ふき 公平 12月17日 シーマニア コミュニケーション

11月18日 やまゆり 荘厳 12月18日 ゲッケイジュ 栄誉・勝利

11月19日 おとぎり草 秘密 12月19日 クッションブッシュ 律義

11月20日 うしのしたくさ 真実 12月20日 シャコバサボテン 美しい眺め

11月21日 ほたる袋 誠実 12月21日 キンギョソウ 純真な心

11月22日 へびのぼらず 気むずかしさ 12月22日 ユズ 健康美

11月23日 しだ 誠実 12月23日 エリカ・クリスマスパレード 博愛

11月24日 がまずみ 愛は死より強し 12月24日 クリスマスローズ 追憶

11月25日 リュース・コチナス 賢明 12月25日 クリスマスホーリー 将来の見通し

11月26日 のこぎり草（アキレア） 指導 12月26日 カレープラント 不滅の愛

11月27日 ぬるで 信仰 12月27日 パンジー 私を想ってください

11月28日 えぞ菊（アスター） 追想 12月28日 センリョウ 高貴

11月29日 バッカリス 開拓 12月29日 プリムラ・ジュリアン 永続する愛情

11月30日 枯れ葉・枯れ草 新春を待つ 12月30日 コチョウラン あなたを愛します

12月31日 ナンテン 私の愛は増すばかり

9月の花言葉 10月の花言葉

11月の花言葉 12月の花言葉


