
別紙様式

（１）氏名：あかねし （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

a.撮影日：　　８月　１３日　（土）

b.種まき日：　8月　　5日　（金）

c.置き場所：　室内の出窓の前（撮影時は違う場所です）

d.水やり：　　毎朝、水を替えた

e.困ったこと：　特になし

a.料理名：豆苗と豆モヤシのナムル

b.材料：豆苗、豆モヤシ、すりごま、ごま油、醤油、
　　　　鶏ガラだし、塩

c.調理法　ゆでて、水を切り冷めたら和える。

「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】
　初めて豆苗を栽培しました。毎朝の観察がとても楽しみでした。育つか心配でしたが、大きく成長した豆苗になっ
てよかったです。牛乳パックの高さを変えてみたら、低い方がわりと早くから芽が出ることがわかりました。
　料理は、簡単で食感を楽しめるナムルにしましたが、ほかにほうれん草など入れず、豆苗の色や味わいを生かせた
気がしました。彩りに、にんじんなどをいれても良かったなと思いました。
　こういった機会に参加でき、よかったです。ありがとうございました。

【栽培：竹村先生からのコメント】
〈a．撮影日〉
写真について。種まき後８日後の様子の写真ありがとうございます。１週間でこの大きさは、大成功だと思います。
撮影場所もすっきりしていてよいです。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。

〈c．置き場所〉
とても良い場所だと思います。温度、日当たり申し分ない場所なので、約１週間でこれだけ成長したと思います。こ
の大きさだと２週間くらいかかる大きさだと思います。ただ「出窓」で注意したいのは、風通しが良くないので、ア
ブラムシなどの害虫が発生しやすいです。豆苗は短期間の栽培なので、問題ないですが、１か月くらい置くのは、要
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豆苗と豆もやしを合わせての豆豆ナムル、食感がシャキシャキとしていいですね。加えて、豆もやしからたんぱく質
も加わり旨みも増します。おっしゃる通りほうれん草や人参などアレンジが効きますので皆さんにお勧めしたいで
す。栄養士さん、さすがでした。容器の高さの違いも面白いです。

【料理：坂本先生からのコメント】

注意です。

〈d．水やり〉
「毎朝、水を替えた」とありますが、土耕栽培なので水を替える必要はないのです。水耕では、これが一番大切で、
根に空気の入った新鮮な水を送らないと枯れてしまいます。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。肥料分の問題があり、植物の育つための栄養
は、水に溶けて根から吸収されます。従って、下にたまった水に栄養があるということになり、捨てるのはもったい
ない感じになります。ただ、今回豆苗栽培では、短期栽培なので、問題はなかったと思います。

〈（５）【全体の感想】〉
素晴らしい気づきです。牛乳パック鉢の中の土は少ない方が発芽も早く、育ちも早くなります。土が少ない方が、種
に早く水が届き発芽が速くなります。成長後も根に早く水が届くので、豆苗は短時間で成長します。水耕（土がない
栽培）でも問題なく育つので、土は少ない方が早く育つことになります。このデータは、今後のセミナーにも生かし
ていきます。このような、ちょっとした気づきやデータが大切だと思います。有難うございます。問題点としては、
土が少ないことで根の張りや地上部の成長に合わせて、体全体を支えるのに無理が生じ倒れてしまうことがあるかも
しれません。また、２・３回目の収穫の時に土が少ないことで、多少生育が悪くなることがあるかもしれません。
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別紙様式

（１）氏名：すだちっぺ （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

【栽培：竹村先生からのコメント】

（５）【全体の感想】
豆苗はすぐに発芽し、簡単に育てることができることが分かりました。料理にも幅広く使えるので普段から作ってお
きたいと思いました。育てる季節は決まっているのでしょうか？
今年の春、市販の豆苗を買って、使った後の豆苗の根元をそのまま土に植えてみました。すると春だったせいかぐん
ぐん茎がのびてエンドウのつるのように伸び、花を咲かせ実をつけました。絹さやかと思い、若いさやをゆでて食べ
てみたのですが固く、そのままほっておくと実が膨らみ、グリンピースのような実になり、茹でて料理に使いまし
た。豆苗はグリンピースの芽でしょうか？

〈a． 撮影日〉
写真について。種まき後１１日後の様子の写真ありがとうございます。約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。栽培方法も、説明動画を守って良くできていると思います。

a.撮影日：　８月　１７日（水）

b.種まき日：　８月　６日（土）

c.置き場所：ベランダの日蔭

d.水やり：毎日

e.困ったこと：最初水栽培だと思い種を水につけていま
した。説明動画を見て間違いに気づき、芽が出て土に
うえました。

a.料理名：豆苗とじゃが芋の明太子炒め

b.材料：豆苗・じゃが芋・明太子

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】
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【料理：坂本先生からのコメント】
じゃがいもとの豆苗の組み合わせ、風味も活かされています。また、切り方も食感を活かす切り方です。おかずでも
おつまみにもいいですね。

〈b． 種まき日〉
芽が出てから植え替えたようですが、無事に成長してよかったです。おそらく、根があまり成長していなかったのが
良かったと思います。植え替えるとどうしても根の先端部分（生長点）を切ってしまうことが多いので、基本的に葉
菜類（葉物野菜）は、直播（収穫する場所に種をまく）で植え替え（移植）をしないことが基本です。

〈c． 置き場所〉
「ベランダの日陰」ですが、問題はないと思いますが少し気になったことを書きます。育った豆苗の様子を見ます
と。①少し徒長気味のように感じました。→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。ベランダでも２・３時間くらい直接太陽の光が当たる場所が良いと思います。②ベランダですと他の植物も
植えられていることや害虫（ダンゴムシ、ナメクジ、蝶など）が来やすいので注意が必要です。

〈d． 水やり〉
「毎日」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〉
豆苗栽培と言いますと市販されている豆苗を見ていますので、水耕と考えるのは当然だと思います。今回、土の良さ
にも触れてもらいたくて土を使った栽培を提案しています。実際には、土耕の方が手間がかからず、柔らかく育ちま
す。また、発芽前に種を水につけるのは、発芽が促進されて良いことです。ただ、水に種をつけますと水を含み膨ら
み濡れているので、まきにくくなります。そこで、今回は種をまいてから水につけるやり方をとりました。ですから
発芽後は水を切ることが必要になります。

〈（５）【全体の感想】〉
育てる季節についてですが、３６５日いつでもどこでも出来るのが、この豆苗の魅力の一つになっています。また、
成長スピードも速いので育てていて楽しくなる野菜です。１・２週間に１回種をまいて、ベランダや窓際に順に置い
ておけば、いつでも豆苗が料理できます。季節や置く場所によって、成長スピードや育ち方が違ってきますので、育
てる楽しみや育った豆苗に合わせた料理方法を工夫するのも面白いと思います。

豆苗はエンドウ豆の若菜でありますが、実を取るためのエンドウとは違っていると聞いています。あくまでも若菜と
して食べる野菜として種を作っているそうです。論より、エンドウ豆の種は高価です。おそらく一袋に１０粒くらい
しか入っていないと思います。豆苗の種として売られているものは３０～４０個くらい種が入っていると思います。

この栽培実験で面白いのは、土の良さが良く分かったと思います。水耕から土耕に変えたので、実が収穫できるまで
に育てる事が出来たのです。土のすばらしさ、大切さを実感して頂けると嬉しいです。何にしても、再利用する豆苗
を土に植えて、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。
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別紙様式

（１）氏名：ユッコちゃん （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（大学院生）
  ※○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】 【料理：坂本先生からのコメント】

（５）【全体の感想】
・８月９日に真ん中のパックから豆苗が育ちました。撮影日の１９日に一度目の収穫をしましたが、想像以上に成長
していたため母親も驚いていました。マイ畑体験シートを提出した31日現在も、二度目の収穫に向けて豆苗が成長
しています。
・簡単に栽培できることが分かり、他の野菜でも挑戦したいと思える良いきっかけとなりました。
・私は軒下で栽培しましたが、屋内で豆苗を育てられるのは魅力的でした。また、私のように普段から家庭菜園をし
ていない人でも、ペットボトルと牛乳パックがあれば簡単に野菜を栽培できることは、食育の普及・推進の重要な点
になると思いました。今回の体験に参加できて良かったです、今後の業務や日常に役立てます。ありがとうございま
した。

a.撮影日：　8月19日（金）

b.種まき日：８月２日（火）

c.置き場所：軒下（屋内における場所がなかったので、
軒下で栽培しました。）

d.水やり：動画通り（２日に１回程度）

e.困ったこと：軒下でしたが特に困ったことはなかった
です。

a.料理名：卵と豆苗のオニオンスープ

b.材料：市販の乾燥オニオンスープ１袋、卵1個、
　　　　豆苗手掴み程度

c.調理法（生、炒める、ゆでる、レンジでチンなど）：

ポイント：具材が入ってないオニオンスープに卵（蛋白
質）と豆苗（野菜）を加えました。洗った豆苗を飾り、
スープの余熱で温めただけなので、色合いも良く簡単にで
きあがりました。

「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。
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別紙様式

（１）氏名：ちえりーん　 （２）職業等：大学教員（管理栄養士）

・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】 【料理：坂本先生からのコメント】

「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】
　工作作業に時間はかかりましたが、それほど技術は必要なく、意外と簡単にマイ畑ができました。
　本当に発芽するのか心配でしたが、種まきしてから3日後までは、変化なく、その後、帰省のため留守にしてい
て、5日後（種まきから８日後）にはたくさんの豆苗ができていました。成長の速さにびっくりするとともに、発芽
の瞬間を見ることができなかったのが残念でした。
　収穫は、２回（種まきから9日後、21g、10日後、50本12ｇ）行い、それぞれ、みそ汁に入れたり、カレーラ
イスの付け合わせにしました。えんどう豆の良い香りがして、おいしかったです。現在も刈り取った後から成長して
おり、しばらく楽しめそうです。
　野菜の土も残っていることと、マイ畑の作り方もわかったので、職場の人からもらったバジルの種を植えてみたい
と考えています。
　

a.撮影日：　8月15 日（月）
b.種まき日：8月　7日（日）
c.置き場所：北向きの窓の出窓（床面から115ｃｍ）
d.水やり：毎日、帰省時にはたっぷりと水を張った。
e.困ったこと：
　帰省している間に成長し、発芽が確認できなかった
　こと
　豆苗が土を押し出してしまって、土を戻すスペース
　がなかったこと

a.料理名：カレーライス　豆苗添え

b.材料：手作りのカレーライスを温めた時に、最後の加熱
　　　　1分時に豆苗を加え、彩にした。

c.調理法　レンジで加熱
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別紙様式

（１）氏名：喜多隆子 （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（　主婦　）
 ※○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

a.撮影日：　８　月　9　日（火）

b.種まき日：８　月　2　日（火）

c.置き場所：リビングのテーブルの上

d.水やり：水がなくなったなあと思ったとき

e.困ったこと：室内だとコバエが発生して気になりまし
た。

a.料理名：豆苗のベーコン巻き

b.材料：豆苗、ベーコン、胡椒少し（お好みで）

c.調理法：豆苗をベーコンで巻き、爪楊枝で刺したらフライ
パンで両面を焼くだけ！

「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】
小学生の男児と一緒に行いました。
最初はベランダの室外機の上に置いたのですが、室外機の振動のせいか植えたはずの種が徐々に上に
出てきてしまいましたので、揺れのない室内にしました。
収穫後もまた伸びてくるとのことで次はどんな調理にしようか話をしているところです。
お手隙でしたら先生方のコメントを頂けたらと思っています。
この度は貴重な体験をありがとうございました。

【栽培：竹村先生からのコメント】
〈a． 撮影日〉
写真について。種まき後７日後の様子の写真ありがとうございます。１週間でこの大きさは、日が当たらない場所で
育てたため、早く上へ上へと成長したように考えられます。一般的には２週間くらいで食べごろの大きさになり収穫
期になります。また、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。栽培方法も、説明動画を守って良くできていると思います。特に受け皿
用のペットボトルの切り口の部分を危なくないようにテープで覆っているのは流石と感心しました。
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【料理：坂本先生からのコメント】
ベーコンのうまみ、塩味、油を上手に使っておられます。小学生の息子さんもおいしく食べられたのではありません
か？簡単にできて見た目もおしゃれです！

〈b． 種まき日〉
８月２日。種が等間隔で奇麗に発芽しているので種まきが丁寧に行われたことが分かります。底面吸水では種が動か
ないので、置いたところから発芽します。真夏の一番暑い時ですね。この時期に栽培が可能なのは室内栽培だからで
す。後にお答えしますが、コバエなどのデメリットもありますが、メリットの多い栽培システムであることをご理解
いただければ有難いです。

〈c． 置き場所〉
「リビングのテーブルの上」ですが、ここに問題があったように思います。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。豆苗が左に先端を向けていますので、そちらの方向が明るかったのではないでしょうか。太陽の光が直接
当たれば、葉が大きく開き、緑も濃くなると思います。

〈d． 水やり〉
「水がなくなったなあと思ったとき」とありますが、これはベストです。動画の通りでよかったです。枯らす一番の
原因が水のやりすぎです。根も呼吸していることを忘れないでください。

〈e． 困ったこと〉
「室内だとコバエが発生して気になりました。」コバエについては、私も困らされることがあります。今回、初めて
コバエについて話題に出していただいたので有難いです。流石ですね。コバエは気になると思います。まず、コバエ
ですが、網戸や窓の隙間、玄関の開け閉めなどで家に入り込み、家庭で出る生ごみなどに卵を産み付け、それが成虫
になってたくさん発生するものです。そこでコバエが発生する条件を上げてみたいと思います。①湿り気が多くじめ
じめしている場所。②通気性が悪い場所。③日陰、物陰など暗い場所、などが考えられ、この状態が１週間以上継続
すると発生すると思われます。従って今回の栽培ではペットボトル鉢を日当たり、風通しの良い場所に置き、水やり
は控えめにして水を常時溜めないようにし、水がなくなって持って軽くなったら１㎝水を与えるなどの対策をすれば
発生は抑えられると思いますし、栽培期間も２週間くらいと短いので大丈夫だと思います。また、発生した場合に
は、市販されているコバエ駆除もありますし、自作もできます。例えば、プリンのカップなどの空きカップにめんつ
ゆと水を一対一でまぜ家庭用の中性洗剤を数滴入れれば完成です。これは、お酢などでも出来ます。

〈（５）【全体の感想】〉
大人と子ども一緒にやることが、とてもいいですね。一緒にやれる作業であるし、短時間で結果が出て、会話も多く
なると思います。最初はベランダの室外機の上に置いたとありますが、ここが良かったと思います。直接太陽の光が
十分当たり、今回とは違った豆苗が収穫できると思います。ただ、屋外なので害虫（蛾、蝶、ナメクジ、ダンゴム
シ）などに注意が必要になります。また、雨が当たらないというのも大切な条件になります。一番良い場所は、南向
きの窓のサン（窓の内側）などに置ければベストです。天気の良い日は、窓を開け、風通しを良くしましょう。
種が徐々に上に出てきたのは、屋外機の振動の為ではありません。豆苗はまず根から出ますので、根が伸びて種を地
上に押し上げます。その後、種の部分が開いて双葉になり新芽が伸び始めます。従って、何処においてもはじめは種
が持ち上がる状態になりますので心配なく。二度、三度と収穫できると思います。置き場所を変えると違う豆苗が収
穫できますので、栽培できた豆苗に合わせて調理してみるのも楽しいと思います。ちなみに、今回の豆苗は茎の部分
が長く、歯ごたえがあるので、ベーコン巻きがベストだと思いました。

- 94-



別紙様式

（１）氏名：まま （２）職業等：幼児・学生（小学６年生・中学２年生・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。

a.撮影日：８/8（月）、８/9（火）、８/13（土）、
　　　　  ８/15（月）、8/19（金）

b.種まき日：8/7（日）

c.置き場所：南側の窓近く

d.水やり：プランター（２日ごと）
               牛乳パック（初日だけ）

e.困ったこと：水やりが足りているか（プランター）
　　　　　　　何度か虫がきた

a.料理名：しゃぶしゃぶ

b.材料：豚肉、豆苗、ポン酢

c.調理法：ゆでる　ゆですぎないように気を付けた

「マイ畑」体験シート

（３）【栽培の写真】 （４）【料理の写真】
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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

（５）【全体の感想】

・思ったより早く芽が出た
・土を持ち上げる芽の力がすごかった
・プランターは最初の水やりで種が動いて土から出てきたので困った
・太陽に向かって伸びた
・芽が出てすぐは白色だけど少しずつ緑色に変わっていくのが分かった
・あまり大きくなるとツルが出てきた
・日が当たらない所だと違った成長をするのか（スピード・色・向き）
・一度収穫した後も成長したので沢山食べれた

【栽培：竹村先生からのコメント】
〈a． 撮影日〉
写真について。種をまいた翌日から５日間に分けて写真を撮っていただき有難うございます。
いろいろと写真を撮る角度や場所を変えて撮影してくれたので、全体の様子もよく分かり参考になりました。種まき
後の様子から、発芽の様子、南向きに向いて成長していく様子、収穫時の様子など順を追って、大切な部分を記録で
きています。

〈b． 種まき日〉
８月７日と暑い時期ですが、無事発芽しました。収穫が８月１９日位でしょうか。約１２日位で成長したということ
になり、２週間での成長は順調な生育だったと思います。また、プランターと牛乳パックと分けて栽培したことが素
晴らしいです。このように、栽培環境を変えて栽培し、成長の様子がどのように違ったかを記録しながら、理由を考
え、その結果を次の栽培に生かしていくことが一番大切なことです。

〈c． 置き場所〉
「南側の窓近く」ですが、ここは良かったように思います。収穫時期の葉の大きさや緑色の濃さ、大きさからみても
場所が良かったことが分かります。ただ、かなり南（明るい方向）に向いて成長したようなので、もう少し窓に近い
部分でもよかったかな。直接、豆苗に太陽の光が当たる時間を多くするなどです。

〈d． 水やり〉
プランター（２日ごと）。牛乳パック（初日だけ）。これは良かったです。よく考え工夫しました。水やりはできる
だけ少なくすることが基本です。牛乳パックは下に水が溜まっているのが確認出来るので、その様子を見ながらでい
いです。

〈e． 困ったこと〉
①水やりが足りているか（プランター）。これも必要最低限にしたいので、判断方法は、１．プランターを持ってみ
て軽く感じる。（できれば水やり前の重さと比べられるとベストです。）２．土の表面が黒ではなく少し湿ってい
る。触ってみて乾いている。指につかない。３．豆苗自体が少し萎れている。先端や葉が下を向いている。このよう
な状況を見て水をやると良いと思います。

②何度か虫がきた。やはり生き物なので虫が来るのは仕方ないですが、身近で育てているので、目についた時に追い
払う、捕殺するなどが良いですが、栽培の様子をみると、窓が全開になっていたり、周りに植物があったりしたのも
虫が来る原因になったとも考えられます。
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【料理：坂本先生からのコメント】
たくさん収穫できて、しゃぶしゃぶにピッタリでしたね。豚肉のビタミンB1と豆苗のビタミンA、さらにポン酢で
さっぱり食べられる名コンビのメニューです。

〈（５）【全体の感想】〉
① 思ったより早く芽が出た。
これが豆苗の良いところで、２・３日で発芽します。普通野菜ですと、１・２週間くらいかかるのですが、種をまい
てすぐに変化してくれるので嬉しいですね。

②土を持ち上げる芽の力がすごかった。
これを見ることが出来たことが、豆苗栽培の成功だと思います。種は生きていて、か弱いようだけど、すごいパワー
を持っているのです。

③プランターは最初の水やりで種が動いて土から出てきたので困った。
豆苗は種が大きかったので動くくらいでよかったのですが、野菜の小さな種だと、この段階で流れ出してしまい、ど
こかに行ってしまいます。発芽しない理由の一つです。底面吸水がベストですが、上からやるのでしたら霧吹きなど
を使うことです。

④太陽に向かって伸びた。
これも大切な発見で、植物にとって一番大切なのは太陽の光です。太陽の光を求めて成長していくのです。

⑤芽が出てすぐは白色だけど少しずつ緑色に変わっていくのが分かった。
これも大発見ですね。太陽の光が当たることで、光合成を行うことが出来ます。これを行うのが葉緑体（緑色です）
これが増えてくるので緑色に見えてきます。

⑥あまり大きくなるとツルが出てきた。
豆苗はエンドウ豆なので、大きくなるにしたがってツル（巻きひげ）を出して、何かにつかまって大きくなろうとす
る植物です。

⑦日が当たらない所だと違った成長をするのか（スピード、色、向き）
とても素晴らしい好奇心です。是非試してみてください。今回とは全く違った豆苗が出来上がると思います。ちなみ
に成長スピードは２倍くらい早く。色は白。向きは真上に向かって育ちます。

⑧一度収穫した後も成長したので沢山食べれた。
これも豆苗の素晴らしいところです。種が大きかったと思いますが、そこにこのパワーが詰まっているのです。あま
り大きくしなければ３回くらい収穫できます。２回目、３回目の方が少し柔らかくなって美味しいと感じる人も多い
ようです。
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（１）氏名：mukun （２）職業等：会社員

ベーコンとソテー。豆苗がたっぷり食べられるおすすめメニューです。ベーコンの風味で
おいしくなったでしょう。

写真を見てのコメントをさせて頂きます。

順調な生育です。牛乳パック鉢やペットボトルの水受けなども、動画通り作られていま
す。撮影する時に、対象物（基準物）と一緒に撮影すると成長の様子が伝わると思いま
す。例えば５００mlのペットボトル、ボールペンなど大きさが分かっているものが良いと
思います。

葉の大きさや緑の濃さから言うと、もう少し直接太陽の光が当たった方が良いかもしれま
せんが、これは個人の好みなので、これでも十分です。

収穫時期は、もう少し早くして、まきひげがあまりたくさん出てこないうちに行った方が
いいでしょうか。そうすれば、２・３回収穫を楽しむこともできると思います。

「マイ畑」体験シート

（３）【栽培の写真】 （４）【料理の写真】

【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】
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※後日、写真を送ってもらいました。 ※後日、写真を送ってもらいました。

（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】

（３）【栽培の写真】 （４）【料理の写真】

〈a． 撮影日〉
８月１９日（金）の写真について。種まき後２日目の豆苗の様子ですかね。２日でこの大きさならば、順調な生育だ
と思います。８月２７日（土）は料理の写真の日時ですよね。
ただ、種まき後２日目でこの大きさもかなりおかしいので、８月２７日の写真、種まき後１０日目であれば、かなり
成長が遅いことになります。

〈b． 種まき日〉
８月１７日（水）。全体の感想にもありましたが、種まき時期は遅いことはありません。豆苗は、ほぼ１年間いつで
も種がまけますが、夏至（６月２１日）前後１か月くらいは、太陽の光が室内に全く入らないので発芽後の生育はあ
まりよくないです。

〈c． 置き場所〉
「家の２階窓ぎわ（南東）」ですが、置き場所としては、それほど悪い場所ではないです。ただ、窓際とあります
が、窓からどれだけ離れていたか、直接太陽の光が豆苗に当たる時間があったか、などが問題になります。３０㎝離
れただけでも成長の様子が全く違ってきます。また、２階での栽培だと目に触れる回数が少なくなるのも少し心配で
す。

〈d． 水やり〉
「毎日夜」とありますが、やはり、水やりが栽培の大きなポイントになります。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。その点から言いますと、今回、水のやりすぎだと思います。

〈e． 困ったこと〉
「種うえした後頃から天気が良くなく、生長が遅く発芽をなかなかしなかった。（ゆっくりだったが収穫できるまで
になって良かった。）」
→うまく生育しなかったという事ですが、栽培システムは動画通りだったでしょうか。市販の１ℓの牛乳パックが横
にして使われていますが、底面吸水できるように下に大きく穴を開けて、不織布（台所の三角コーナーなど）を敷い
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【料理：坂本先生からのコメント】
緑の豆苗に豚肉に赤のパプリカ、さらに枝豆も入って食べごたえのあるサラダになりました。オリーブ油とごまもア
クセントになっています。

て園芸用の培養土を入れてから種をまきましたでしょうか。水やりは、牛乳パックの横に入れ底面吸水させるやり方
です。

〈（５）【全体の感想】〉
・　仕事終わりに毎日水やりしながら生長をみることが嬉しかったです。
→これが体験して頂け良かったです。自分のまいた種が、毎日少しずつ大きくなっていくのを見るのは、わが子の成
長を見るようで楽しくなってくると思います。

・ 天気が良かった８月上旬に　～　一品作ることができました。
→種のまく時期と成長は関係ないですが、栽培期間の天候は成長に大きく影響してきます。たまたま、豆苗の生育期
間に○○県の天候が悪かったのは残念です。今年も異常気象で場所によって天候が大きく違いました。また、農作物
にも大きな被害がでた地域もたくさんありました。豆苗は室内栽培なので悪天候の中でも、収穫して料理が食べられ
て良かったです。

・ １週間くらい経った頃から小さな虫が来るようになり、困りました。湿気があったので土に寄ってきていたのか
もしれません。
→小さな虫がよって来たり、湧いてきたりするのは、明らかにじめじめした土や環境の為です。水やり回数が多すぎ
たことや天候が悪かったためだと思います。土を乾かして水を切ってやれば虫も寄ってこなくなると思います。窓を
開けたり、天気の良い日は牛乳パックの鉢を屋外に出してやるといいと思います。

・ 写真は今回送っていませんが、動画のようにきれいな豆苗に育たず、長さもバラバラの豆苗の育ち具合でした。
また２回目チャレンジしたいと思っています。
→昨年・今年と各家庭でのマイ畑での豆苗栽培の様子を４０件ほど見させてもらっていますが、動画通りの栽培法や
置く場所、水やりを出来るだけ控える（種まきのときにたっぷりやって、後は収穫まで水やりをしなかったよと言う
方も、りっぱに豆苗が育っていました）ことです。豆苗の栽培期間は、およそ２週間なので２回目のチャレンジを期
待しています。まだ、行っていないようならば、９月下旬か１０月頃に行った方が良いです。太陽の光がいっぱい室
内に入り、気温も高く天候も安定していると思います。

・今回、何度もスマホから写真とマイ畑シートを送ってみましたが　～　急遽手書きにした事 申しわけありませ
ん。
→いいですよ。竹村もスマホ苦手です。手書きのマイ畑体験シート、新鮮で温かみがあって、嬉しく読ませていただ
きました。送っていただいた内容と竹村の勘違いでコメントがずれていましたら申し訳ありません。指摘して頂けれ
ば、その部分のコメントを送り直しても問題ないです。豆苗の写真を撮った日にちが、種まき後何日目かが分かりま
せんでした。
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