
別紙様式

（１）氏名：コットン　（２）職業等：幼児・学生（小学生・中学生・高校生・大学生）

・栄養士・教育関係者・食育ボランティア・その他（　       　）
 ※○で囲んで下さい。

（６）コメント希望の有無 　a.希望する　　　b.希望しない

【栽培：竹村先生からのコメント】

a.撮影日：　８月　１３日（土）

b.種まき日：　８月　１日（月）

c.置き場所：ベランダ扉前

d.水やり：一日一回

e.困ったこと：豆苗が網戸まで伸びた

a.料理名：ハムと卵の豆苗炒め

b.材料：豆苗、ハム、卵、マヨネーズ

c.調理法（生、炒める、ゆでる、レンジでチンなど）：

「マイ畑」体験シート

（３）【栽培の写真】 （４）【料理の写真】
【栽培写真のポイント】写真はアップではなく、周囲の状況が分かるアング
ルだと、竹村先生がコメントしやすいです。

（５）【全体の感想】
失敗すると嫌なので半分撒いた。２日位で芽が出た。１５日目で１回目の刈り取りをして、炒めて食べた。
下から水やりをするのがなんだか不思議だった。どんどん日のあたる方向に伸びているのが面白かった。

質問：２回めの種まきは、そのままの土で大丈夫ですか？
　　　噛み切りにくいので、みじん切りの料理はありますか？

〈ａ．撮影日〉
写真について。種まき後１２日後の様子の写真ありがとうございます。２週間でこの大きさは、順調な生育です。
できれば、後ろに物差しとかメジャー、ボールペンなどでもいいですが、一緒に入れて撮影すると大きさが良く分
かってよいと思います。

〈ｂ．種まき日〉
この種のまき方がいいですね。一つ一つていねいに間隔を均等にあけて種をまいています。その後の成長の様子を
見ても分かると思いますが、種を置いたところから確実に発芽し成長しています。この底面吸水の良い点ですが、
確実に種に水が行き渡る事と種が水やりで動かないことです。これがはっきりわかる栽培実験が出来ました。素晴
らしい種まきでした。

生の豆苗をあげた
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【料理：坂本先生からのコメント】
刻んだメニューですが、作ってくださった材料と同じでできますよ。ハムも豆苗も食べやすい大きさに切ります。
マヨネーズで炒めて卵でとじます。形よく焼けばオムレツ（小さい場合はオムレット）になります。お味噌汁のネ
ギの代わりにきざんで入れてもいいですね。

〈ｃ．置き場所〉
「ベランダ扉前」ですが、ここに少し問題があったと思います。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。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。また、窓がすりガラスになっているのも原因になったかもしれません。

〈d．水やり〉
「一日一回」とありますが、今回の土耕の場合は、土の中に水が入っていることが前提なので、水が無くなるまで
待って、水やりを行うのがベストです。発芽したら、水をやらないように我慢し、下にたまった水が無くなり、
持ってみて軽くなったり、しおれる（茎が倒れそうになる）のを見てから水やりするのが良いです。今回、徒長し
た１つの原因に、水の与えすぎもあるように思います。

〈e．困ったこと〉
豆苗が網戸まで伸びた、とありますが、これは、徒長が大きな原因になっていると思います。豆苗が太陽の光を求
めて、早く上に上に伸びようとしたため、網戸まで伸びてしまったと考えられます。太陽の光が十分当たる場所で
すと、上に伸びるよりも葉も大きく茎も太くがっしりした豆苗になります。また、発芽後は、どうしても太陽の光
の方に伸びようとするので、１日に、２・３回豆苗の置き場所を180度変えて光の方向（明るい方向）を変えてあ
げると、直ぐに戻ります。かわいいですよ。次回は試してみてください。

〈（５）【全体の感想】〉
２回に分けて種をまくのはとても良いことです。１回目の体験が２回目の栽培に生かせます。栽培には、一番大切
なことで、自分の栽培体験を生かしながら、栽培のやり方を工夫していくことです。「２日位で芽が出た」実は、
これも少し早すぎるように感じました。普通ですと３・４日かかることが多いです。これは、やはり太陽の光が少
なかったので、発芽が速くなったように思われます。（暗い方が発芽が良くなる作物が多いです）。「どんどん日
のあたる方向に伸びている」とありましたが、これを見ただけでも、とても良い体験になりました。作物は、目が
ないですが、日のある方向が分かっていて、そちらに向かって伸びていく。太陽の光がいかに必要で大切なのかが
見て分かったと思います。

質問：２回目ですが、土を変える必要はありません。まだ、十分に肥料分も土にも残っていますので、そのままの
土で大丈夫です。ただ、前に育てた豆苗の種や根が残っているようでしたら、簡単に取り除いてから種をまいた方
が良いですが、面倒でしたら、少し土を足して種をまき、その上から少し土をかぶせても大丈夫だと思います。２
回目は、太陽の光が十分に当たる場所で栽培をしてみましょう。

PS ハムスターでしょうか。美味しそうに食べていますね。両手でしっかり持ってかわいいですね。栄養がたっぷ
りありますから、ハムスターにもとても良いと思います。ハムスターも人間も同じです。野菜は大切。
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（１）氏名：あすぽん （２）職業等：小学生

（６）コメント希望の有無 　a.希望する　　　b.希望しない

【栽培：竹村先生からのコメント】

「マイ畑」体験シート

まず、あすぽんさんの発想に感動しました。私も小・中学校で教員を長くやっていますが、「なぜ土なの」このよう
な発想をする子供が少ないです。野菜を土で育てるのは当たり前、このように考えていると何も前に進みません。
「新しい目」「新しい考え方」をすることが何より大切だと思っています。特に今回「土」以外の物で育ててみると
いうことが素晴らしいです。今までの生徒の中には「土」の種類を変えるというものはありました。畑の土・グラン
ドの土・田んぼの土・花壇の土・庭の土・市販の培養土など。今回のあすぽんさんの行った栽培は、土がいかに栽培
に適しているかを証明してくれた貴重な物になったと思います。また、これで土にも興味を持ってもらえれば嬉しい
です。今回のWebセミナーでも土については触れていますので、その部分を添付しておきます。参考にして頂ければ
幸いです。
（参考）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
土耕についてです。「土に始まり土にかえる」「母なる大地」などの言葉がありますが、土はすべての基本だと思っ
ています。「良い土」「良い畑」とはどのような物でしょうか。１ｇには数億匹以上の微生物が生きているといわれ
ます。この微生物こそが大切です。そのために堆肥を入れることです。堆肥が餌となって様々な菌、微生物が集まり
増えます。菌や微生物が分泌する物質により、すき間のある粒々の土（団粒構造）になります。そのすき間には空
気、水、養分などがあり、そこが微生物の住まいになっています。
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【料理：坂本先生からのコメント】

野菜たっぷりの中華スープですね。白菜やニンジンの甘味を豆苗が引き締めてくれていると思います。カラフルです
し、これからの季節にもぴったりですね。

目に見えていない根は植物にとって一番大切な物です。根は体を支えるだけでなく生きていますので、呼吸（空気を
吸う）をしています。できなければ死にます。また、栄養分（窒素、リン酸、カリウム）も水に溶けて根から吸収さ
れます。これもなければ成長できません。根を十分に伸ばせ、空気と水が十分にある「フカフカな土」が必要になり
ます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈栽培の方法１〉
土以外に、コケとティッシュを使ったのは、とても良いと思いました。この栽培方法では、土の違いだけで、後は
（水、場所、温度）など全て同じになるので違いが明確にわかったと思います。ただ、発芽するためには、種の上に
土をかけたと思いますが、これは種を暗くしたり、水を染み渡らせたりするためでもあるので、コケやティッシュで
も種の上から被せてやることも必要だったかな。

〈栽培の写真２〉
写真について。種まき後５日後の様子の写真ありがとうございます。土にまいたものは、約１週間でこの大きさは、
順調な生育です。育った豆苗の様子を見ると、先が左に曲がっているので、キッチンの窓の近くに置いたようです
が、左の方が明るいためだと思われます。豆苗全体に太陽の光が直接当たるような場所が良かったかな。コケと
ティッシュの成長の違いも興味ありますね。コケは土に近いもので生きています。ティッシュは人が作った物で、生
きていません。これも成長に大きく影響したように思われます。

〈栽培の写真３〉
根っこ、見れて良かったですね。このきれいな白い根っこが作物の一番大切な部分になります。ここから栄養や水を
取り入れ、呼吸もしています。水やりの記載がなかったですが、この写真を見る限り、下から１㎝くらいの水やりの
ルールがしっかり守れたようですね。おかげで、豆苗も順調に育ちました。

〈（５）【全体の感想】〉
この栽培体験を通して、いろいろな収穫があり、今後のあすぽんさんの生活に生かせることが沢山あったように思い
ますが、一番はあすぽんさんが豆苗を好きになってくれたことです。また、これからも違う野菜にチャレンジし、野
菜たっぷりのパスタが出来上がるのを楽しみにしています。今回の「マイ畑」体験シートも、写真を丁寧にとって、
貼って言葉を入れてと、とても手間のかかる仕事をして、提出してくれたことが、先生としても嬉しかったです。有
難うございます。土以外の豆苗栽培にチャレンジした発想の面白さと実行力に感動しました。これからも色々な事に
チャレンジしてみてください。報告も楽しみにしていますし、困ったことがありましたらアドバイスもさせて頂きた
いと思います。

お母さまへ
今回の３種類は、面白い結果が得られたと思います。ティッシュが生育が悪かったのは、ティッシュが水を吸ってし
まうので、うまく種に水が供給できなかったためだと思います。そして、土の大切さが実体験できたことが、これか
らのあすぽんさんの生活に生かされてくると思います。自由な発想で色々な事にチャレンジする気持ちを大切にして
ください。お母さまの協力にも感謝いたします。これからも、サポート出来ることがあればさせていただきたいと思
います。
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別紙様式

（１）氏名：まめっこ （２）職業等：幼児・学生（小学生・中学生・高校生・大学生）

・栄養士・教育関係者・食育ボランティア・その他（　会社員　）

 ※○で囲んで下さい。

（５）【全体の感想】

①最初8/19に種をまいた牛乳パック2つは、全然発芽せずに心配になり、メールで質問しました。水が足りないの
ではないか等の要因をいくつか教えていただき、ありがとうございました。水をたっぷり、土の上からもあげたとこ
ろ、種まきから1週間後、やっとパラパラと数個、芽が出てきて子供と大喜びしました。だいぶ前に購入した肥料入
りの土を使用したので、水を吸いにくかったのかもしれないです。

a.撮影日：①8月29日（月）　②　8月29日（月）

b.種まき日：①8月19日（金）②　8月27日（土）

c.置き場所：
①マンション4階日当たり良好なベランダの外（床）
②窓際（室内）

d.水やり：
①初日、8月23、24日にたっぷり水をあげました。
②初日のみ水やりしてます。なお、種を入れる前に、
牛乳パック1つは土をたっぷり水をあげました。

e.困ったこと：
①は芽が出なかったこと。水が足りなかったのか、外
なので天候の影響か。。困りました。
②は種まき２日後で、土が盛りあがり発芽してきてい
る様子がみえました。

a.料理名：

b.材料：

c.調理法：

「マイ畑」体験シート

（３）【栽培の写真】 （４）【料理の写真】

育ちがよくなく、料理できてません。
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（６）コメント希望の有無 　a.希望する　　　b.希望しない

【栽培：竹村先生からのコメント】

本当に貴重な栽培体験談を送っていただき有難うございました。今まで竹村も豆苗栽培を自分で行ったり、色々な学
校・講座で行ってきましたが、発芽しないという報告はなかったので、今回の報告は目からうろこのありがたい実践
報告になりました。

〈a．撮影日〉から〈e．困ったこと〉までを読ませて頂きコメントさせていただきます。
発芽しない一番の原因は水が種まで届いていないことが考えられますが、今回は事務局からのアドバイスもあり、種
まき前からタップリ行っているようなので違うところに問題があると考えました。発芽温度の問題だったのではない
でしょうか。そこで主な野菜の発芽温度を調べました。

主な種子の発芽適温
15～20℃：レタス、ホウレンソウ
15～25℃：ニンジン
15～30℃：キャベツ、ダイコン、カリフラワー
20～25℃：ハクサイ、ブロッコリー、カブ
20～30℃：トマト、ナス、ピーマン、ゴボウ
25～30℃：キュウリ、スイカ、メロン、カボチャ

温度が高くても３０℃が限界です。特にエンドウ豆は冬場に栽培する野菜なので豆苗として開発されていますが、発
芽温度の最高温度は低いと思います。

私も１度だけ豆苗が上手く発芽しないことがありました。３年位前ですが、浜松で雨が降らなくて、毎晩熱帯夜で室
内でも夜温が３０℃を下回らない時期が１か月くらい続いた時がありました。その時にいつものように、室内の窓際
に置いた豆苗が何日待っても発芽しないことがありました。

今回の①はマンション４階日当たり良好なベランダの外（床）ということですので、温度ははるか３０℃を超え４
０℃以上になっていたと考えられます。特に影響を与えるのは地温なのですが、室内にあれば冷房やカーテンなので
温度を下げるので、人間が適応できる温度になっているのですが、夏の時期に屋外では発芽が難しかったと考えられ
ます。従って室内にあった②が順調に発芽したと思われます。発芽後に成長が進めば、この場所は豆苗にとって一番
良い生育場所になったと思われます。

〈（５）【全体の感想】〉
① 室内に置いた豆苗の発芽が上手くいかなかったのは、土の問題だと思います。土の水分が完全に抜けた状態の土
（袋から出した時には、湿っているはずです）。これだとスポンジ状態で、水が吸いあがっていかないです。袋を開
けたら口を縛っておかないと水分が抜けてしまいます。 その場合、豆苗栽培においては、上からの水やりもOKで
す。種が大きいので流れ出ることがないです。多少場所は動いたり土の上に出たりしますが、土をかけて覆ってあげ

②2回目は8/27、赤玉土をあたらしく購入して、牛乳パック２つに再送いただいた種をまきました。１つの牛乳
パックは土に水をたっぷり吸わせてから、種まきしました。近くの園芸用品店の方に相談したところ、「肥料入りの
土の場合、肥料が発芽の邪魔をしているかもしれない。赤玉土がいいよー。それと、種まき前にも土にたっぷり水を
吸わせると芽が出やすいと思うよ」とアドバイスをいただきました。再チャレンジの牛乳パックは、種まき2日後、
2パックともに発芽傾向がみられて安心しているところです。（水を土にたっぷり吸わせなかった方も、芽が出てき
ていました）。このまま育てて、料理までして楽しみたいと思います。
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れば何の問題もありません。ただ、これは豆苗だけです。種の小さな葉物野菜では種の流失につながります。霧吹き
などでじっくりゆっくりの水やりが必要です。

②すみませんが、この園芸用品店からのアドバイスは当たっていません。一般的に黒ポットでの種まきの場合はこれ
でもよいと思いますが、セルトレイや牛乳パックでの種まきは、赤玉土を使いません。竹村は種まき用土に市販の培
養土を使って何年も行っていますが何の問題もありません。良く発芽し、その後も肥料分を含んでいますので良く成
長します。以前は肥料分を多く含んだ培養土だと水はけや通気性が良くないと言われていましたが、最近は改良され
軽くて良いものが市販されています。自分で作る場合は専門的でよいように感じますが、赤玉土や腐葉土を混ぜ合わ
せるので手間と時間とお金がかかります。種まき前に土にたっぷり水をしみこませるのは理にかなっています。ま
た、種まき前に種に水をしみこませるのがベストですが、そのための時間と手間がかり、種はまきにくくなります。
種をまいてから底面吸水でじっくり種に水をしみこませる方が理にかなった栽培方法です。その後しっかり水を切っ
てあげれば同じ効果です。

③今回の栽培では、発芽さえしてしまえば、後の管理はなにも問題ありませんので、順調に成長して豆苗料理を楽し
んでもらえると思いますので、これからの豆苗栽培に期待し、楽しんでください。今後も困ったことがありました
ら、ご相談ください。アドバイスさせていただきます。
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別紙様式

（１）氏名：はかし （２）職業等：幼児・学生（小学生・中学生・高校生・大学生）

・栄養士・教育関係者・食育ボランティア・その他（　       　）
 ※○で囲んで下さい。

（６）コメント希望の有無 　a.希望する　　　b.希望しない

【栽培：竹村先生からのコメント】

〈a． 撮影日〉
８月１７日（水）の写真について。種まきの様子が分かる写真ありがとうございます。種が全面にまかれている様子
が分かりました。この後、土はかけて頂けたでしょうか。基本的には種の１．５倍の土をかけますので、豆苗の場合
は１㎝くらいになります。

〇ちょっとずつ伸びていくのが観察できて楽しかった。
〇５日ぐらいからの成長がおもしろかったしすごいと感じた。
〇小学生でも簡単に作れておいしかった。
〇短い間で種から食べれるものになるのはすごいと思った。
〇２才の弟も毎日みんなに「みて～のびとるよー」と教えてくれて、野菜を普段あまり食べないのに食べてくれまし
た。
〇切ってもまたのびて、食べられるのがうれしい。

「マイ畑」体験シート

（３）【栽培の写真】 （４）【料理の写真】

（５）【全体の感想】

a.撮影日：　８月１７日（水）、８月２７日（土）

b.種まき日：　８月１７日（水）

c.置き場所：窓際

d.水やり：２～３日に１回

e.困ったこと：水をやるのに根っこが水につかっている
かがわかりにくかった。

a.料理名：簡単‼豆苗ともやしのナムル

b.材料：豆苗、もやし

c.調理法（生、炒める、ゆでる、レンジでチンなど）：レン
ジ対応のビニール袋の中に３ｃｍ幅に切った豆苗ともやし
を入れ、６００Ｗで３分電子レンジで加熱する。
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８月２７日（土）の写真について。種まき後１０日目の写真ですね。葉の大きさ、緑の濃さ、茎の伸び方など、とて
も良い感じです。できれば、撮影する時に、後ろにメジャーやボールペンなどや撮影日などをつけて（テロッパー）
撮影すると大きさや状況が写真を見る人にも伝わるので良いと思います。また、自分の撮影記録としても参考になる
と思います。

〈b． 種まき日〉
8月１７日（水）、一番暑い真夏ですが、この温度でも室内なので発芽することが出来て良かったです。

〈c． 置き場所〉
「窓際」ですが、太陽が直接当たるような良い場所だったように感じました。

〈d． 水やり〉
「２～３日に１回」とありますが、このくらいのペースでよいと思います。室内栽培でもありますので、水のやりす
ぎが大敵になります。

〈e． 困ったこと〉
「水をやるのに根っこが水につかっているかが分かりにくかった。」水やりは一番大切な世話ですので、もう少し詳
しくポイントをお伝えします。底面吸水になりますので、牛乳パックとペットボトル水受けの隙間から水をゆっくり
入れていきます。途中で止めて２分ほどおいてから、ペットボトル水受けを持ち上げて、１㎝ほど水が溜まっていれ
ばOKです。これならば、確実に根に水が行き渡ります。

〈（５）【全体の感想】〉
・「ちょっとずつ伸びていくのが観察できて楽しかった。」
毎日、目に見えて育っていくのが見えることが、豆苗栽培の面白いところであり、楽しくなる要素だと思っていま
す。

・５日ぐらいからの成長がおもしろかったしすごいと感じた。
この観察力は素晴らしいです。豆苗は、発芽後の成長は早くありません。葉が茂り始める５日目くらいから急速に大
きくなります。１日で２～３㎝大きくなりますので、毎日見ている人にとっては愛おしく楽しく感じると思います。

・小学生でも簡単に作れておいしかった。
小学生にも簡単にできるということと、自分で作った野菜は美味しいと感じることができるのがポイントです。

・短い間で種から食べれるものになるのはすごいと思った。
この短い時間が小さい子にとっては最大の魅力です。大人は徐々に大きくなる野菜（３か月くらい）を楽しみにでき
ますが、小さい子供は３週間が限界です。種まきから収穫、食までが３週間で行える豆苗のすばらしさを実感して頂
け有難いです。

・２才の弟も毎日みんなに「みて～のびとるよー」と教えてくれて、野菜を普段あまり食べないのに食べてくれまし
た。
これ大事です。毎日家族全員が見られる場所で栽培できる、特に小さい子供が観察できる場所で作物をそだてられる
ことが重要です。私の好きな言葉に「三つ子の魂百までも」というものがあります。小さい頃の鮮明な体験は、その
後の一生の生き方に反映すると信じています。そして、自分の作った野菜は美味しいと思えることが大切です。まさ
に命をいただく教育だと思っております。これからもチャンスがあれば実践してください。
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【料理：坂本先生からのコメント】
ナムルはお勧めのメニューです。２歳の弟さんもいっしょに育てて作ったナムルなので、おいしく食べられたのです
ね。これが食育の第一歩です。火を使わずにレンジでチンして茹でられることも取り組みやすかったですね。また
作ってください。

・切ってもまたのびて、食べられるのがうれしい。
私の好きな言葉（教育界の重鎮、東井義男さんの言葉ですが）「根を養えば樹は自ずと育つ」があります。実は、私
たち凡人は、樹の葉の茂り方、幹の大きさなど、目に見える部分を気にしてしまいますが、目に見えていない根の茂
り方が大切だという言葉です。豆苗も同じで、根の部分がしっかりしていれば、何回か収穫できるということです。
そのような教育を目指して、子どもの根を養う実践をしてください。
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別紙様式

（１）氏名：ゆめ （２）職業等：幼児・学生（小学生・中学生・高校生・大学生）

・栄養士・教育関係者・食育ボランティア・その他（　    　）

 ※○で囲んで下さい。

a.撮影日：8月20日（生育途中）
　　　　  ８月25日（収穫前）

b.種まき日：8月15日

c.置き場所：家の中

d.水やり：種蒔きと同時にそれ以降は、適度に
 
e.困ったこと：
培土をヘチマとキエーロで生ごみを分解した後の土と
比較試験を実施。予想に反してヘチマの生育が良かっ
た。

a.料理名：マグロと豆苗のサラダ

b.材料：マグロ　ネギ　豆苗　ドレッシング

c.調理法：　生

父談：「食べましたが、めっちゃ美味しかったです。」

「マイ畑」体験シート

（３）【栽培の写真】 （４）【料理の写真】

（５）【全体の感想】

姉弟で体験しました。今回豆苗を育てて思ったことは、意外だったということです。生ごみ処理をし
てくれるキエーロとヘチマのスポンジで生育試験をしたのですが、キエーロ土が生育が良いのではと
の予想に反して、ヘチマの生育がものすごくよかったからです。

種蒔き 豆苗生育途中

豆苗収穫前
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（６）コメント希望の有無 　a.希望する　　　b.希望しない

〈a． 撮影日〉
８月２０日（生育途中）の写真について。種まきの様子から生育途中（種まき後５日）が分かる写真ありがとうござ
います。記録写真の撮影の仕方にアドバイスします。これからの観察に生かしてください。

今回の写真、①「種蒔き」については、上からアップで撮っているので、種がどのようにまかれたかが分かり良いで
す。付け加えるのでしたらテロッパーで何にまいた写真かをつけると違う人が見て分かりやすいです。これはヘチマ
でしょうか。②「豆苗生育途中」について、上からの撮影で全体の様子はつかみやすいのですが、どのくらい成長
（大きさ）に差があるのか分かりにくいので、もう少し角度をつけて横からの撮影が良いと思います。

できれば、撮影する時に、後ろにメジャーやボールペンなどや撮影日などをつけて（テロッパー）撮影すると大きさ
や状況が、写真を見る人にも伝わるので良いと思います。勿論、今回は３つの栽培地の違いを調べたいので、どれが
何の栽培区であるかをつける必要があります。また、自分の撮影記録としても参考になると思います。

８月２５日（収穫前）の写真について。種まき後１０日目の写真ですね。葉の大きさ、緑の濃さ、茎の伸び方など、
とても良い感じです。３つを並べて横からの撮影はベストですが、前述のようにメジャーや何の栽培区であるかのテ
ロッパーをつける必要があります。栽培区を手に持っての撮影はベストです。自分と比べられるので成長の大きさや
鉢の違いもはっきり分かり、栽培者の表情、気持ちも表現できて良いと思いました。

【料理の写真】調理も美味しそうですし、持っている人の笑顔が素晴らしいですね。この量なら家族全員で楽しめた
でしょう。ベスト写真をありがとうございます。

〈b． 種まき日〉
8月１５日一番暑い真夏ですが、この温度でも室内なので発芽することが出来て良かったです。

〈c． 置き場所〉
「家の中」ですが、ここに少し問題があって、家の中だからこそ、日が当たる所と当たらない所がはっきりしていま
す。家の中のどこに置いたかが大切です。また、直接太陽の光が当たるか当たらないかで成長が全く違ってきます。
育った豆苗の様子を見ると、日当たりはそれほど悪くなかったように感じます。

〈d． 水やり〉
「種蒔きと同時にそれ以後は、適度に」とありますが、これは良かったです。水のなくなり方が目で見えるので、確
認しながら適度にが良いです。とにかくやりすぎに注意してください。

〈e． 困ったこと〉
「ヘチマの生育が良かった。」これは、私としても意外でした。ただ、今までにヘチマのスポンジで栽培したことが
ないので、新しい発見になったのではないでしょうか。

【栽培：竹村先生からのコメント】

生育試験しましたが、なせ゛ヘチマの生育がよかったのかということです。私の予想は、スポンジの
方が根が絡みやすかったからです。
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〈（５）【全体の感想】〉
「姉弟で体験しました。」豆苗は室内栽培なので、家族みんなで見ることができ、とても良いと思います。家族の会
話も多くなったのではないでしょうか。まさに、いやしの存在ですね。

今回の生育実験について、竹村の感想とアドバイスをさせて頂きます。

３つの培土を用いたように見えますが、確認ですが、①生ごみ処理をしてくれるキエーロ、②ヘチマのスポンジ、③
市販の培養土、でよいでしょうか。実験をするときには、標準区として、一般的に使われている土を入れることにな
ります。

結果から推察しますと①は生ごみを分解してくれるものなので、作物にとっては、あまり良い土とは言えないと思う
ので、生育は思わしくなかったのではないでしょうか。②のヘチマのスポンジが良かったということですが「私の予
想は、スポンジの方が根が絡みやすかったからです。」多分それも大きな要因になっていると思います。

市販の豆苗は（水耕ですが）培土を使っていません。「根がらみ栽培」と言って豆苗の根をお互いに絡ませながら培
土の代わりにして体を支えさせています。この栽培方法は独特で、村上農園様が特許を持っている栽培方法です。そ
の点からもヘチマのスポンジは、水や空気がしっかり入っていて、根も伸びやすく絡み合って体を支えられるので一
番良かったのではないかと考えられます。

生育実験をするときのポイントをアドバイスします。

① 生育記録（デジカメ写真）は、時間を追って、定期的に取る必要があります。また、日時、メジャー、なんの栽
培区なども写真に入れる必要があります。

② 今回は、培土の比較実験なので、土以外の条件はすべて同じにしないといけません。作物の生育には色々な環境
が影響しているからです。例えば、水やりの量や回数、日当たりなどですが、今回気になったのは、育てる鉢の大き
さです。今回３つを比べるとかなり大きさが違います。そのため培土の量やまく種の量も変わってきてしまうので同
じものを使うのが良いと思います。

※ 生育実験をしたチャレンジ精神やしっかり予想を持って栽培していることなど、素晴らしいです。今後も色々な
事にチャレンジしてみてください。また、困ったことがあれば、いつでも相談してください。

【料理：坂本先生からのコメント】
豪華なサラダです！マグロと相まって、さぞかしおいしかったことでしょう！豆苗の風味も活かされたメインディッ
シュです。
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別紙様式

（１）氏名：西口優希　 （２）職業等：幼児・学生（小学生・中学生・高校生・大学生）

・栄養士・教育関係者・食育ボランティア・その他（　       　）
 ※○で囲んで下さい。

（６）コメント希望の有無 　a.希望する　　　b.希望しない

【栽培：竹村先生からのコメント】
〈a． 撮影日〉
８月１５日（月）の写真について。種まき後８日目、おおよそ１週間でこの大きさになったのは素晴らしいです。ま
た、水受けですが市販のタッパーを使用したことは、時間節約などからいいのですが、タッパーだと大きすぎて窓の
サンなどの直接太陽の光が豆苗に十分当たるところに置けなかったことが考えられます、緑の濃さは結構良いので、
西日が直接豆苗にどれだけ当たったかが問題になると思いました。

種から植えて、2週間で2度収穫できた。
たっぷり水を吸い、1日で3〜5cm伸びて、成長の速さに驚いた。
芽が出るまでドキドキした。
お店で買うより、豆苗の味が濃く感じた。
料理はいろどりも味も良く、上手にできた。
家族も喜んでくれて、うれしかった。

「マイ畑」体験シート

（３）【栽培の写真】 （４）【料理の写真】

（５）【全体の感想】

a.撮影日：　8月15日(月)

b.種まき日：　8月7日(日)

c.置き場所：東の窓際

d.水やり：たっぷり

e.困ったこと：なし

a.料理名：豆苗と卵とソーセージ炒め　2人分

b.材料：豆苗100g、卵1個、ソーセージ3本、油、塩、
            こしょう

c.調理法：
①豆苗を5cm、ソーセージは斜め切り、卵は溶いておく
②フライパンに油を入れ、卵を入れかき混ぜ、一度皿に取
り出す
③フライパンに油を入れ、ソーセージと豆苗を炒め、②を
戻し、塩、こしょうで味を整え、皿に盛り付け
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【料理：坂本先生からのコメント】
まず卵を炒めておいて、後から豆苗とソーセージと合わせたのですね。
卵を加熱しすぎないでふんわり仕上げる上手なテクニックです。それぞれの味が生きています。

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。太陽の光が当たらないと上に上に早く明
るい方へと急いで伸びようとしてしまいます。直接、太陽の光が豆苗に当たるような場所が良いと思います。葉も大
きく広がり、緑が濃いがっしりした豆苗が出来ます。

もう一つ写真から気になったのは、巻きづる（ひげ根）が伸びていることです。この状況は、栽培後期、豆苗が次世
代に子孫を残すための準備になります。そこで〈c．置き場所〉「東の窓際」、 〈ｄ．水やり〉「たっぷり」などか
ら判断して、豆苗にとっては栽培環境があまり良くなかったと推察されます。

〈（５）【全体の感想】〉
・「種から植えて、２週間で２度収穫できた。」
→とても良い経験でしたが、一般的には２週間でがっちりした豆苗が収穫できるのが基本です。朝日を中心に太陽の
光に十分当てた豆苗の成長の様子や料理も体験してみてください。

・「たっぷり水を吸い、１日で３～５㎝伸びて、成長の速さに驚いた。」
→普通種まき後、葉が出てきてから（種まき後３、４日目）成長が早まり順調に成長しますが、１日の伸びは２～３
㎝が限界です。今回それ以上に伸びていることを考えますと、やはり豆苗にとっては、栽培環境がベストでなかった
ように思われます。日当たりが十分でなかった、水が多すぎ根が呼吸できなかった、などが問題点だったでしょう
か。

・根が出るまでドキドキした。
→このドキドキ感が大切です。自分のまいた種が芽が出る瞬間。生きていることを実感することが、今回の豆苗栽培
の一番大切なところです。これを料理して食べる。命をいただく体験をして頂きたい。

・お店で買うより、豆苗の味が濃く感じた。
→これに気が付いてくれたことは、竹村にとっては最高の収穫でした。市販は水耕ですが、今回は土耕です。土耕の
方が土の中にいる微生物や細菌（１ｇに数千いる）が良い働きをしています。水耕にはないものです。土の大切さ、
ありがたさを実感して頂けるとありがたいです。

・料理はいろどりも味もよく、上手にできた。
→ソーセージが入るとボリューム感が出て、豆苗の緑とあっておいしそうですね。自分が育てる容器から作り、種か
ら育てた豆苗を料理して食べることは、生きていく中で、多く経験できることではないので、これからの生き方に生
かせる大切な体験になったと思います。

・家族も喜んでくれて、うれしかった。
→この栽培システムは、家族全員が見てくれていて、最後に食もできることが最大の利点です。家族に自慢できる物
を作ったことは、自信になったと思います。これからも色々な事にチャレンジしてみてください。応援します。
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別紙様式

（１）氏名：てつー （２）職業等：幼児・学生（小学生・中学生・高校生・大学生）

・栄養士・教育関係者・食育ボランティア・その他（　社会人　）

 ※○で囲んで下さい。

（６）コメント希望の有無 　a.希望する　　　b.希望しない

（５）【全体の感想】

育ち始めたらあっという間にぐんぐん成長して驚きました。
美味しくいただきました。
再度日光浴させて2度目の栽培に向かって成長させています。

【栽培：竹村先生からのコメント】 【料理：坂本先生からのコメント】

a.撮影日：8月28日

b.種まき日：8月20日

c.置き場所：カウンターキッチンと窓際

d.水やり：毎日

e.困ったこと：なし

a.料理名：豆苗スープ

b.材料：豆苗、トマト、ベーコン、卵、鶏ガラ

c.調理法：茹でる

「マイ畑」体験シート

（３）【栽培の写真】 （４）【料理の写真】
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【栽培：竹村先生からのコメント】
〈a． 撮影日〉
８月２７日の写真について。種まきから２０日目の写真ですね。緑も濃く葉の大きさもバッチリです。合格です。豆
苗栽培がしっかり出来ました。できれば、後ろに物差しとかメジャー、ボールペンなどでもいいですが、一緒に入れ
て撮影すると大きさが良く分かってよいと思います。
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【料理：坂本先生からのコメント】
豆苗とツナ缶で作ったペペロンチーノ、ちょっと辛くてでもまた食べたくなるパスタです。豆苗を茹でて混ぜておら
れましたが、パスタをゆで上げて、炒めるときに一緒に豆苗を入れてもおいしくできますよ。

〈b． 種まき日〉
８月７日暑い時期なのですが、室内ということで作業もしやすく、発芽も可能になります。

〈c． 置き場所〉
「ベランダ」ですが、太陽の光がいっぱい当たる場所だったと思います。ベランダでも日陰の場所や雨が当たる場所
など微妙に違ってくるので気をつけましょう。もう一つ注意することは、害虫です。ガや蝶が卵を産み付けたり、ナ
メクジ、ダンゴムシなどの食害などです。今回は短期間の栽培だったので、被害はなかったと思いますが。常に観察
して捕殺する必要があります。

〈d． 水やり〉
「１日１回」とありますが、今回の土耕の場合は、土の中に水が入っていることが前提なので、水が無くなるまで
待って、水やりを行うのがベストです。発芽したら、水をやらないように我慢し、下にたまった水が無くなり、持っ
てみて軽くなったり、しおれる（茎が倒れそうになる）のを見てから水やりするのが良いです。今回、ベランダだっ
たので、風通しもよく蒸散量も多かったので、それほど大きな問題ではなかったようですが、水は控えめが基本で
す。

〈e． 困ったこと〉
「はちをつくるとき」
→ハサミを使っての作業ですが、牛乳パックやペットボトルを切るのは少し難しかったかな。大人の人に手伝っても
らうといいですね。

〈（５）【全体の感想】〉
・ はちを作るのはむずかしかったけど、なんとかできてよかったです。
→小学生、よく頑張りました。でも、野菜さんの家から自分で作る体験はできないし、作れたことは自信になると思
います。豆苗さんも喜んでいると思います。住み心地が良かったので、りっぱに大きくなりました。

・ すぐに育ったからびっくりしました。
→豆苗栽培の一番良いところを体験できました。すぐに芽を出し、毎日大きくなっていくと、見るのが、世話をする
のが、楽しくなるでしょう。２・３回収穫できると思います。

・ パスタは少しからかったけど、おいしかったです。
→パスタ。豆苗もおしゃれな料理にしてもらって、喜んでいるでしょう。自分で家を作り、種をまき、育てて収穫し
料理までして食べたことは、すごいことです。「やればできる」これを自信にして、これからもいろいろなことに
チャレンジしてください。
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（１）氏名：あなちゃん （２）職業等：小学生、主婦

【栽培：竹村先生からのコメント】

写真を見てのコメントをさせて頂きます。

お惣菜パックと脱脂綿を使った水耕栽培ですね。
このやり方だと豆苗の根の伸びる様子や芽が出る様子。成長していく様子が良く分かるの
で、お子さんとの栽培体験としては、とても良いと思います。伸びるスピードもよく分か
り、楽しかったのではないでしょうか。栽培体験としては良い体験が出来たと思います。
収穫して、料理し食べるというところまで考えると、もう少し大きく育てた方が良いで
しょう。水耕でも日当たりの良い場所で育てれば、大きくなりますので試してみてくださ
い。

ただ、水耕栽培だと水やりの加減が難しいので気を付けてください。脱脂綿が微妙に湿っ
たり、乾いたりする状況を見ながらの水やりになります。

（５）【全体の感想】

子供達と初めて豆苗の種まきをしました。
伸び始めると早かったです。

「マイ畑」体験シート

（３）【栽培の写真】
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