
中国四国農政局
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・動画（食や栄養の講話、豆苗の食べ方、育て方の手順）の視聴

（幼児、小学生、高校生、大学生、栄養士、教育関係者等）

・提出された「『マイ畑』体験シート」は、希望者には２人の講師 竹村
先生、坂本先生からのコメントを付して参加者に返却

・ 農林水産省YouTube配信 及び 「『マイ畑』体験シート」提出期間

中国四国農政局は、家庭で簡単にできる野菜づくり
を通して、食べることの楽しさや大切さを学ぶWeb
セミナーを開催しました。

・動画を参考に、豆苗を種から育て、収穫したものを調理して食べるまでを
体験し、栽培の様子や料理の写真やイラスト、体験した感想など工夫して

「『マイ畑』体験シート」にまとめる

・参加者 212名

・うち「『マイ畑』体験シート」提出者 42名

・第４次食育推進基本計画に沿った食育活動を推進し、人々が食と農への関
心と理解を深め、家庭・学校・地域において自ら食育に関する活動を実践す
るきっかけとなるよう、夏休み期間中の子どもたちとその保護者等を主な対
象として、だれもが、どこでも、いつでも、簡単に、楽しみながら、食材の
生産から消費に至る体験を実践できる機会を、「新たな日常」やデジタル化

に対応した形態により提供しました。

趣 旨

内 容

参加者

開催日

令和４年７月20日（水）～８月31日（水）

たくさんのご応募ありがとう
ございました

今年も、どれも素敵な
体験シートの提出
ありがとうございます

おうちでプチ農業体験！
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竹村 久生 氏

講 師

講 師

（学校法人興誠学園 浜松学院中学校・高等学校 非常勤教諭）

学校や市民講座において食育研修会を実施し、「食農教育」などの教
育雑誌に執筆している。第4回食育活動表彰消費・安全局長賞受賞。

（学校法人作陽学園 くらしき作陽大学 食文化学部栄養学科 教授/
公益社団法人 岡山県栄養士会 会長）

管理栄養士として病院での勤務後、平成29年からくらしき作陽大学
食文化学部栄養学科教授。公益社団法人岡山県栄養士会会長。

坂本 八千代 氏

今回、豆苗の種を蒔いて育て、それを調理して食べる参加者の皆さんの行動力に心から感心しました。
栽培方法にしても様々な工夫があり、発見もありました。
「食べる」ことについても、同じサラダや炒め物であってもそれぞれの工夫がありました。豆苗という

一つの食材でこれ程のバリエーションが生まれることに感激しました。ちょっと朝ごはんに一品加えられ
るメニューから、夕食のメインディッシュまで幅広く楽しめて、そして“おいしい！”これが素晴らしい
です。万が一野菜が手に入らない事態になっても、豆苗の種があれば窓辺で育てることが出来、野菜を加
えることが出来ます。これからは、スーパーマーケットで豆苗を買ってもう一度育てるだけでなく、私も
種を蒔いて豆苗を育てようと思いました。
このような機会をいただき、ありがとうございました。 （2022年10月）

アンケート結果や体験シートを読ませていただき、テーマである「学ぶ 食べる 育てる『マイ畑』～
どこでも だれでも 種からの野菜づくり～」が達成されたことを嬉しく思いました。また、昨年よりレ
ベルアップした内容であったり、分かりやすい説明や栽培法であり、いつでもやりたい時に見たり実践で
きたのも、コロナ禍でのWebセミナーの成果だと思います。昨年に比べ、申込件数、参加者、シート提出
数もほぼ２倍になっており、本セミナーに対する興味の高さが見られ、参加都道府県数も増え広がりも感
じられました。
学ぶ→豆苗の特徴や栄養価、育てるポイントを学びます。一人一人が「畑づくり」から種まき、世話、

収穫を自分の毎日目にできる生活空間での栽培のやり方、野菜のペット化を学びます。今回は、レベル
アップで光合成や土耕、底面吸水にも触れてみました。
食べる→農薬不使用栽培で自分が育てた作物を美味しく調理し、体に入り栄養になっていくことを実感

し、豆苗の育ち方にあった調理法の工夫もあり良かったと思います。
育てる→豆苗栽培や食育はイベントではありません。日常生活の中に当たり前のように浸透しているこ

とが大切です。竹村の大好きな言葉に「植物は育ててくれる人の足音を聞いて大きくなる」があります。
しかしながら、忙しい現代人にとって、そのような時間、場所、費用をかけることは難しいでしょう。

そこで、今回の様な「お部屋de採れたてマイ畑」の体験が必要になってきます。そして何より失敗しない
栽培の楽しさがつかめると思っています。特に今回、親子での栽培チャレンジが多かったことが大きな収
穫だと感じました。
このようなコンパクト栽培では、育てられる量は少ないですが、作物が毎日大きくなっていく様子を見

て、命の大切さや有難さを自然に感じることができる心の栄養にもなったと思います。小さなお子さんが、
朝早起きをして見るのを楽しみにしたり、自分の作った豆苗は美味しいと感じたりできたことも、その表
れではないでしょうか。今年は、豆苗料理にもスポットをあて、坂本先生からのコメントも入り、充実し
たように感じました。
アンケート結果での数字的集約でも、普通も含めセミナーについて「良かったと」と97％の回答があ

り、無回答を除けば10０％の方が「本セミナーが食育活動に役立つと思う」とあり、何より、どちらと
もいえないを除けば10０％の方が「またWebセミナーに参加したい」と回答して頂け、次年度につなが
る今年のセミナーの開催になったと感じました。

（2022年10月）
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幼 児 5

はるみちゃん〈親子で体験〉 ・・・・・・・・・・・１２ページ

ＥＪ（５歳）〈親子で体験〉・・・・・・・・・・・・・１１ページ

リュウちゃん〈親子で体験〉 ・・・・・・・・・・・１５ページ

えみママ〈三姉妹（幼児、小学生、中学生）で体験〉・・１７ページ

「『マイ畑』体験シート」

小学生 22

そう（２歳）〈親子で体験〉 ・・・・・・・・・・・・５ページ

ゆうちゃん（小３）〈父と体験〉 ・・・・・・・・・２４ページ

ねこ（小２）〈姉＆母と体験〉 ・・・・・・・・・・２０ページ

みおちゃん（小４）〈弟も体験〉 ・・・・・・・・・２７ページ

あや ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ページ

りっくん（小１）〈親子で体験〉 ・・・・・・・・・１８ページ

まめっこ〈親子で体験〉 ・・・・・・・・・・・・・３８ページ

あすぽん〈親子で体験〉 ・・・・・・・・・・・・・３６ページ

はかし〈２歳の弟と体験〉 ・・・・・・・・・・・・４１ページ

ゆめ〈姉弟で体験〉 ・・・・・・・・・・・・・・・４４ページ

コットン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ページ

川又 柚介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ページ

てつー〈家族で体験〉・・・・・・・・・・・・・・・・４９ページ

あなちゃん〈親子で体験〉 ・・・・・・・・・・・５２ページ

ユウちゃん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ページ

西口 優希 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ページ

はるちゃん（小５） ・・・・・・・・・・・・・・・２９ページ

かわちゃん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ページ

【凡例】
：講師からのコメントあり
：写真のみ提出の方
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高校生 １

しょうた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ページ

一 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ページ

そうたろう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１ページ

けいご ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４ページ

栄養士 ３

イヨッシー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ページ

森 夕花 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４ページ

松村 星里 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１ページ

あかねし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８６ページ

ユッコちゃん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９０ページ

マダガスカル〈母と体験〉 ・・・・・・・・・・・・７８ページ

ちえりーん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９１ページ

影谷 文佐子（主婦） ・・・・・・・・・・・・・・・・９２ページ

喜多 隆子（主婦）〈小学生男児と体験〉 ・・・・・９３ページ

スグ（会社員） ・・・・・・・・・・・・・・・・・９９ページ

mukun（会社員） ・・・・・・・・・・・・・・９８ページ

中之島Ａチーム（食育勉強中社会人） ・・・・・・１０２ページ

中之島Ｂチーム（食育勉強中社会人） ・・・・・・１０５ページ

まま（会社員）〈小６＆中２と体験〉 ・・・・・・・９５ページ

すだちっぺ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８ページ

中之島Ｃチーム（食育勉強中社会人） ・・・・・・１０９ページ

大学生 2

その他 8

教育関係者 1
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【栽培：竹村先生からのコメント】

〈竹村先生のお話を聞いて思ったことやわかったこと〉

・ 土や微生物について知らなかったお話だったので、とても面白かったです。

→ありがとうございます。目に見えない部分の話で、難しかったかなあ、と思っていましたが、一番

大切だと思っている、土の話が面白かったという声を聞かせていただき、とても嬉しく思いました。

・ 水やりのタイミングについて、細かい説明があり楽しかったです。

→栽培物を枯らしてしまう一番の原因は水のやりすぎです。どうしても可愛がりたくなって水をやり

すぎてしまいます。また、美味しい野菜を作るポイントも水やりが握っているので、少し丁寧に説明

させていただきました。農家の方は長年培った「かん」から、絶妙な水やりを行いますが、ほとんど

育てた事のない方には、全く分からない作業だと思います。水やりを見える化、マニュアル化するこ

とがポイントだと思っています。

〈種まき１日後　８月１９日（金）〉

・まだまだ全然伸びてこず。ちゃんと伸びるか心配です。

→そうですね。一日目では、発芽しないですが、牛乳パック鉢の作り方等、動画通りにしっかりでき

ています。何より土が黒く湿っています。底面吸水が上手くいっている証拠です。

・一緒に水耕栽培もためしてみました。

→素晴らしい。🌸、🌸、🌸です。このちょっとしたトライがいいですね。自分で種から豆苗を育てる

価値がかなり上がりました。土耕栽培と水耕栽培の違いが、実際に自分の目で確かめられますね。竹

村もコメントで成長、変化の違いについて触れていきます。

・置き場所「お家の中（少し日当たりが悪い場所だったので、成長がゆっくりだったのかも?）」

→その通りだと思います。植物にとっては太陽の光は、光合成を行い自分の体を作るためには、なく

てはならないものです。明るい場所と適度な温度が必要になります。

〈種まき４日後　８月２３日（火）〉

・写真について。

→暑い時期なので、発芽するか心配でしたが、しっかり発芽したようで良かったです。

・やっと芽が出てきました。水耕栽培は翌日には発芽しましたが、土の方はとても時間がかかりまし

た。

→写真を見てもそのように見えますね。原因について、２点挙げてみます。①種からまず伸びてくる

のは「根」なので写真に白く見えるのは根だと思います。そうすると、根は出てから下（重力の方

向）に伸びるので、土がある分だけ根の伸びが確認しにくかった。水耕は根の伸びもはっきり見える

ので、早く伸びたように見えた。②発芽の一番の要因は水です。水が皮を柔らかくし中にしみて、発

芽を促すというように言われています。従って水耕は水が種の周りに沢山あるので、当然発芽自体は

早くなります。種を一晩水につけてからまくと発芽が良いと言われるのと同じだと思います。
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〈種まき６日後　８月２５日（木）〉

・写真について。

→写真を撮影する時は、もう少し横から、伸びた長さが分かるように、対象物（メジャー、ボールペ

ンなど大きさが周知されている物）と一緒に取った方が苗の大きさが伝わると思います。

・少しずつだけど、２～３㎝ほど伸びてきました。一緒にためしてみた、水耕栽培の方が早く成長し

ています。

→写真からはっきり判断できないのですが、発芽が早かった分だけ当初の成長が早くなることと土耕

は土に隠れている部分があるので、水耕の方が成長が早く見えたのかもしれません。

〈種まき８日後　８月２７日（土）〉

・写真について。

→育った豆苗の様子を見ますと、①徒長している→葉と葉の間を節間と言いますがこれが伸びすぎて

しまっている状態を言います。②葉の大きさが小さい、茎が白く細い。③全体的に緑がうすい。この

原因は、日光不足です。豆苗に、直接太陽の光が当たらなかったか、少なすぎたためだと思います。

右のほうに向かって伸びているのも、そちらの方に太陽の光があり、明るかったので光を求めて向い

ているためだと思います。

・伸びはじめると、土で栽培したものの方がぐいぐい伸びてきました。息子も伸びた豆苗に興味深々

でうれしそうでした。水耕栽培はとちゅうからうまく伸びず･･･、水が少なかったのか、元気なくなっ

てしまいました。

→成長後半では、土耕が上手く成長し、水耕が伸びなくなってしまったのは、良い実験（体験）に

なったと思います。成長してくると根の呼吸が多くなります。土耕では、根の周りに空気がたくさん

あるので呼吸がしっかりでき、成長しましたが、水耕では、根に空気が届かず成長しなかったと思わ

れます。対策としては、根を水から出す時間を作ったり、空気を十分含んだ水と交換してやったりす

る必要があり管理は難しくなります。

〈種まき９日後　８月２８日（日）〉

・写真について。

→豆苗がグングン伸びている様子が良く分かります。鉢や種のまき方なども動画通りしっかりできた

ようです。

・水をそんなにあたえなくても、しっかり成長しました。

→これが何より良かったです。栽培で失敗の一番の原因は、水の与えすぎです。どうしても、植物に

は水が必要だと思いあげてしまいますが、それと同じように空気（呼吸している）が必要であること

を忘れてしまうことが多いです。

〈料理の写真と感想について〉

・料理までは、まだできなかったのですが、一緒に収穫をしました。伸びた豆苗をさわったり、はさ
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【料理：坂本先生からのコメント】

みでチョキチョキとっても楽しそうでした。

→自分で育てた豆苗を収穫する体験は、とても良かったと思います。うれしさや満足感が伝わってく

るようです。

〈体験してみて思ったこと・感想〉

・芽がでるまでのワクワク感がたのしかったです。

→この体験だけでも素晴らしいです。自分のまいた種が発芽する瞬間、生きていると感じる瞬間を見

ることが出来たことは、深く心に刻まれたと思います。これからの生活に生かされると思っていま

す。「命の大切さ」「野菜の大切さ」など。

・ また、できた豆苗をどう調理するか考える時間も楽しかったです。

→これが竹村の考えている（目指している）食育です。「野菜は食べるために作るのです。」自分で

育てた野菜を収穫し食べて美味しいという経験が、これからの子供たちには必要だと思っています。

・ 息子とはじめての植育体験でした。とても良い経験になりました。

→偶然かもしれませんが「植育」という言葉もいいですね。気に入りました。たくさんの写真や感想

を送っていただき有難うございます。２歳の息子さんには一生に残る素晴らしい体験・贈り物になっ

たと思います。お母さんのサポートがあって出来ることです。このような体験をしてくださる親御さ

んが増えてきてくれるといいのですが。そのためにも今後も活動を続けていこうという元気をいただ

くことが出来ました。ありがとうございました。

唐揚げに茹でた豆苗と酢が入ったソースで、さっぱりしたメニューになりました。育てるときもワク

ワク、唐揚げもワクワクでしたね。子供さん向けに、豆苗も小さく切ってソースと和えるとさらに食

べやすくなると思います。
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