
別紙様式

（１）氏名：はるみちゃん （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（　会社員　）

 ※○で囲んで下さい。

（５）【全体の感想】

a.撮影日：2022年8月27日

b.種まき日：2022年8月20日

c.置き場所：台所の勝手口(南西側)

d.水やり：2回、種まき後と1週間後

e.困ったこと：種まき後、娘がかけていた土を混ぜてし
まい、種が表面に出てきていたためか、発芽が遅く
なった。その後、土をかけてやると一気に目を出して
大きくなった。

a.料理名：豆苗の卵炒め

b.材料：豆苗、卵、マヨネーズ、塩胡椒

c.調理法：材料をフライパンで炒める

★子どもも食べやすいよう、豆苗は短く切りました。味付
けもシンプルで、かつクセがなくまろやかになるよう、マ
ヨネーズを使ってみました。

「マイ畑」体験シート

（３）【栽培の写真】 （４）【料理の写真】

娘と初めての家庭菜園になりました。バタバタした育児

の中で、細かい記録まではとれませんでしたが、種まき

から毎日の観察、収穫から料理まで、娘と一緒に楽しく

取り組むことができました。まだまだ食べムラのある娘

も、自分で育てた豆苗を食べられることが嬉しかったよ

うで、口に入れると「おいしい！」と嬉しそうでした。

食育のあらゆる要素を、親子で一緒に取り組むことがで

きてよかったです。
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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】
〈a． 撮影日〉
８月２７日の写真について。種まきから７日目の写真ですね。順調に育っている様子が見られますが、一週間では、
やや生育が遅い感じですね。やはり、スタートのトラブルが大きかったでしょうか。写真はとても良いです。子ども
さんの笑顔と全体が入ることで豆苗の大きさが分かります。子どもさんの指の大きさと同じくらいなので３～４㎝く
らいでしょうか。

〈b． 種まき日〉
8月２０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〉
「台所の勝手口（南西側）」ですが、南西ということで明るくて良いと思います。写真を撮った場所ですと、窓が小
さいことや直接太陽の光が豆苗に当たらなかったのではないでしょうか。そのためか、やや葉も小さく緑の色も薄い
ように感じました。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。また、出来ましたら、もう少
し高いところ（台の上）が良いと思います。床ですと目に入らなくって足に当たったり、小さいお子さんがいたずら
をしたりすることがあります。今回の種まき後のトラブルも防げたのではないでしょうか。

〈d． 水やり〉
「２回、種まき後と１週間後」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〉
「種まき後、娘がかけていた土を混ぜてしまい、種が表面に出てきていたためか、発芽が遅くなった。その後、土を
かけてやると一気に芽を出して大きくなった。」
→対策として、高い台の上に置くようなこともできますし、娘さんも興味があってやったことなので、叱るのではな
く、なぜ土がかかっていないと発芽が上手くいかないのかを分かりやすく話していただけると有難いです。

土をかける必要性は大きく２つあります。①種には好光性種子と嫌光性種子があり、一般的には嫌光性種子なので暗
くしてやらないと発芽のスイッチが入らない。②発芽に大切な水が種に届かない。土が水を含み、それによってじっ
くり種に水が染み込み発芽をします。お母さまから娘さんに分かりやすくお話していただけると嬉しいです。

〈（５）【全体の感想】〉
・ 細かい記録まではとれませんでした。
→娘さんの心の中には、とても新鮮な記録が刻み込まれたと思います。データで残すよりも、それが、何よりも大切
なことです。

・ 種まきから毎日の観察、収穫から料理まで、娘と一緒に楽しく取り組むことができました。
→これが一番大切です。毎日見えるところにあるので、お母さんと一緒に行えることが何より良かったと思います。

・ まだまだ食べムラのある娘も、自分で育てた豆苗を食べられることが嬉しかったようで、口に入れると「おいし
い!」と嬉しそうでした。
→自分で育てる事で野菜を美味しく感じられれば、この体験はこれからの娘さんの生活に生かされてきます。自信が
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【料理：坂本先生からのコメント】
豆苗を食べやすく切ったこととマヨネーズが入ったことで、全体がふんわりできています。
おいしい一品になりました。

持てれば、色々な野菜にもチャレンジできるのではないでしょうか。また、豆苗も栄養豊富でくせのない野菜である
こともよいと思っています。

・ 食育のあらゆる要素を、親子で一緒に取り組むことができてよかったです。
→育てる＋調理して食べる。これを食育と私たちは考えています。これを短時間で親子一緒に体験してもらえたこと
は、こちらとしても本当にうれしいことです。今回、参加して頂け、このような嬉しいレポートを送っていただき感
謝いたします。

この活動を契機に、今後も何かありましたら、ご相談ください。サポート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：リュウちゃん （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（　       　）
 ※○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25日（木）

b.種まき日：8月16日（火）

c.置き場所：リビングの日の南向きの窓際

d.水やり：水がすぐなくなるので、一日おきくらい。

e.困ったこと：容器を作れなかったので代用しました。

a.料理名：豆苗と鮭のチャーハン

b.材料：豆苗、卵、鮭、ごはん

c.調理法（生、炒める、ゆでる、レンジでチンなど）：
サラダ油で、卵を軽く炒めたら、ご飯を入れ、ほぐした鮭
を入れて、塩こしょうして炒める。
最後に豆苗をいれて、フライパンのふちに醤油を回し入れ
て軽くいためたら、器に盛る。

「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】
初めて植物を育てたので、楽しかったようです。
種をまくとか、水を足すとか、自分でできる範囲で手伝ったので、とても楽しかったようです。

【栽培：竹村先生からのコメント】

〈a． 撮影日〉
８月２５日（木）の写真について。種まき後９日目の豆苗の様子ですね。約１週間ほどで、とても大
きく成長しました。葉の大きさや緑の濃さ、とても良いと思います。できれば、大きさが伝わるよう
に、メジャーやペットボトル、割りばし、ボールペンなど大きさが周知されている物と一緒に撮影す
るといいでしょう。プランターを利用しての栽培になったようですが、とても良いと思います。プラ
ンターの大きさにあった水受けを用意して、室内でも作れる工夫が出来ています。プランターの方が
土の量も多く、牛乳パック鉢よりも大きく、りっぱに育ったと思います。
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【料理：坂本先生からのコメント】

〈b． 種まき日〉
８月１６日（火）。一番暑い時期なので、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。

〈c． 置き場所〉
「リビングの日の南向きの窓際」家の中でも一番良い置き場所です。南むきの窓際ならば、直接太陽
の光が豆苗に当たります。また、家族の目に多く触れると思いますし、毎日自然と目に入る場所だ
と、水やりのタイミングや成長の速さなどもよく分かると思います。

〈d． 水やり〉
「水がすぐなくなるので、一日おきくらい。」この水やり方法も動画通り、とても良いと思います。
これくらい豆苗が大きくなると葉からの蒸散量も多くなり、下にたまった水も直ぐになくなったと思
います。

〈e． 困ったこと〉
・容器を作れなかったので代用しました。
→幼児ではできないと思います。既存のプランター栽培に切り替え、チャレンジしてくれて良かった
です。大人の人に助けてもらいながら、自分のやれる範囲でよく頑張りました。幼児でも豆苗栽培が
出来ることを実践して頂け、これからの講座や実践に生かすことが出来ます。有難うございました。

〈（５）【全体の感想】〉
・ 初めて植物を育てたので、楽しかったようです。
→幼児でこの体験をさせて頂いたことは、すごく良いことだと思います。この成功体験をこれからの
生活に生かしていければ有難いです。

・ 種をまくとか、水を足すとか、自分でできる範囲で手伝ったので、とても楽しかったようです。
→これはとても大切なサポートで、この時期のお子さんが、自分で全部やることは不可能です。
自分がやれる事をして、種まきから収穫、調理までを出来たことは素晴らしいです。竹村の大切な言
葉に「三つ子の魂百までも」というものがあります。小さい頃の体験は、その後の生活にじっくり長
く生きてくると思っています。この体験を自信にして、これからの生活の中で新しいことにチャレン
ジしていってもらいたいです。楽しかった＝次にやってみる、につながると思っています。栽培・食
育でありましたら、今後もサポートできますので、連絡ください。

チャーハン！鮭や卵の味もあり、刻んだ豆苗がアクセントになっています。さらに鍋はだから入れた
お醤油の焦げた風味で、おいしいチャーハンになりました。
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別紙様式

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

三姉妹で体験 ・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】
【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】

鉢を作るのは難しかったけど，自分で作った豆苗はおいしかったです．

（母）この企画で豆苗を育てることを体験でき、さらには自分で作った豆苗を使って料理をして食べたことは、
         子供たちの貴重な体験になりました。

a.撮影日：　　月　　日（　）

b.種まき日：　　月　　日（　）

c.置き場所：

d.水やり：

e.困ったこと：

a.料理名：豆苗のツナマヨネーズ和え

b.材料：豆苗，ツナ，マヨネーズ

c.調理法（生、炒める、ゆでる、レンジでチンなど）：
豆苗を茹でました．
つぎに，ツナとマヨネーズを和えて完成です．
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別紙様式

（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（ 保護者 ）
 ※○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　27日（土）・28日（日）

b.種まき日：8　月　22　日（月）

c.置き場所：南側窓際

d.水やり：　3日目までやらず、その後は毎日

e.困ったこと：３つのうち１箱だけ発芽せず、諦めてい
たら、他の芽の収穫が始まった頃にぐんぐん成長して
きた。同じ環境のはずですが・・・。

a.料理名：豚肉と夏野菜のみそ炒め

b.材料　：豚コマ、ニンジン、ナス、玉ねぎ、豆苗！

c.調理法（生、炒める、ゆでる、レンジでチンなど）
　　　　：炒める
　　　　　レンジでチン（冷奴の上にのせて塩とゴマ油）
　　　　　生（パパの刺身の薬味に）

「マイ畑」体験シート

（３）【栽培の写真】 （４）【料理の写真】

(１)氏名：りっくん

（５）【全体の感想】
　
　小学一年生の息子は、土を触るのが少し苦手です。これまで栽培作業をするのもなかなか一苦労でしたが、今回は
少量の土で簡単に栽培できたので、スムーズに豆を植え→発芽→大きくなる過程を毎日楽しみ→食べる、までを短期
間で楽しむことが出来ました。ペットボトルと牛乳パック等を使った道具も、工作みたいで楽しそうでした。
　3箱同じ環境で育てたつもりでしたが、なぜか１箱だけ発芽せず、半ば諦めていた頃(途中、少し上から水をやりま
した)、他の箱の収穫時期に、芽が出てきて、ぐんぐん大きくなっています(現在も成長中)。
　
　料理は夕食のおかずに白い部分は炒め、緑の葉の部分を添えました。低学年の息子も切るお手伝いをして、家族に
自慢げに見せていまいした。夏休みにこのような貴重な機会をいただき有難うございました。

【栽培：竹村先生からのコメント】
〈a．撮影日〉
写真について。８月２７日（土）・２８日（日）。種まき後から５・６日目の写真になりますが、この後急に成長が
進み４・５日後には収穫時期を迎えたのではないでしょうか。葉の大きさや緑の濃さからも順調な生育だったと思い
ます。りっくんの嬉しそうな顔がとてもいいですね。栽培が楽しめた様子が見られて、とてもいい写真ですね。有難
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【料理：坂本先生からのコメント】
豆苗を切るお手伝いをしてできたみそ炒め、きっとおいしかったですね！豚肉と発酵食品のお味噌はよく合います。
さらに豆苗の茎と葉先を別に調理されるなど細やかな心遣いはとても素晴らしいです。葉先は風味もよく薬味として
もピッタリですね。ご家族で楽しんでおいしく食べられた様子が目に浮かびました。

うございます。

〈b．種まき日〉
８月２２日と暑い時期ですが、これが発芽にも多少影響したかもしれません。

〈c．置き場所〉
「南側窓際」ですが、ここがベストです。とても良い場所で栽培できました。葉の大きさや緑色の濃さ、茎の大きさ
からみても場所が良かったことが分かります。

〈d． 水やり〉
３日目までやらず、その後は毎日。全体の感想でも触れるつもりですが、水の与え方、吸水の仕方に何らかの問題が
あったように思われます。まず、動画にもあったと思うのですが、種まき後は、牛乳パックが浮いてしまうくらいま
で（下から三分の二くらいまで）水をたっぷりやるようになっています。「３日目までやらず」と書いてあるのが気
になりました。

〈e． 困ったこと〉
３つのうち１箱だけ発芽せず、諦めていたら、他の芽が収穫が始まった頃にぐんぐん成長した。全体の感想にも「途
中、少し上から水をやりました。現在も成長中」とありましたので、この原因について考えてみます。はっきりして
いることは、この１箱には水が吸いあがっていなかったことです。ですから途中で上から水をやったことは正解だと
思います。なぜ、この１箱だけ水が上がらなかったのか、原因をいくつか挙げてみます。
① 牛乳パックと不織布の間に空間が出来てしまっていた。土を入れるときに、上からしっかり押さえて、不織布が
牛乳パックの切り穴まで届いているか、できれば横にはみ出す状態まで土が下に届いていたかを確認する必要があり
ます。
② 場所ですが、３つの箱のうち、真ん中だけがうまく発芽しているので、真ん中の箱だけに水がうまく供給され
た。
③ 土の問題です。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。
 
〈（５）【全体の感想】〉
小学校一年生の息子さんが、苦手である栽培（土いじり）を楽しめたことが、素晴らしい収穫でした。牛乳パックの
鉢作りも、工作として楽しんでくれたようですし、何より鉢から全て自分の力で行い、土を入れ種をまき野菜が収穫
できて、料理までできてみんなに食べてもらったことは、今後の生活に生きてきますし、何より自信になったと思い
ます。また、夏休みに家族と一緒に行えたこともよかったのではないでしょうか。鉢作りから調理して食べるまで
が、夏休みの短期間に行えることも大切だと思います。栽培は長い期間を要するものが多いので、小さなお子さんに
は向いていません。豆苗などの短期間の野菜づくりで自信をつけて、今後いろいろな野菜づくりに挑戦してくれると
嬉しいです。また、今後困ったことが出来ましたら、相談してください。

PS お母さんへ、料理しているときの笑顔も素敵でしたね。いい写真を送っていただき有難うございました。
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別紙様式（幼児・小学生用）

名前
なまえ

※どちらかに○をつけて、ねんれい か がくねん をかいてね。

【竹村先生
たけむらせんせい

のお話
はなし

を聞
き

いて思
おも

ったことやわかったこと】
どのお話

はなし

がおもしろかったかな？ どんなところが気
き

になったかな？ どんなふうに育
そだ

てたいと思
おも

ったかな？

大事に育てようと思った。今回はただ植えるだけでなく、3種類の水をつくり、その水を与えて変化を見た。
三種類の水とは、

１ふつうの水・・・・・・・・・・・・・・ふだんあげているから、ふつうにおおきくなるだろうと予想

２青い色水（青い絵の具で色水を作った）・・・青い水をあげると、青い葉っぱや芽がでるだろうと予想

３米のとぎ汁（おばあちゃんがいつもあげているから）・・・きっと大きく育つからおばあちゃんはあげているのだろうと予想

【気
き

づいたこと】

一日
いちにち

でどれくらいのびたかな？

【気
き

づいたこと】

・一番伸
いちばんの

びたのは、水道水
すいどうすい

。

・きちんと、おなじむきで、

とぎじる   水道水 青水

種
たね

まき　３　日後
にちご

　　　８月
がつ

２０日
にち

種
たね

まき　５　日後
にちご

　　　　８月
がつ

２２日
にち

ねこ

・水
みず

の色
いろ

をかえても、葉
は

っぱや茎
くき

の色
いろ

は

かわらない。

・米
こめ

のとぎ汁
じる

は、そのままへやにおいていたので、

くさってしまった。そのせいか、成長
せいちょう

がおそい。

・一番伸
いちばんの

びなかったのは、とぎじる

幼児
ようじ

（                  歳
さい

）　・   小学生
しょうがくせい

（　　２学年
がくねん

）

写真
しゃしん

をとればよかったと反省
はんせい

した。

水道水 青水

米のとぎじる
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【気
き

づいたこと】

・とぎじるもおいついた。

・青水
あおみず

と水道水
すいどうすい

はあまり

かわらなくなった。

  とぎじる 水道水         青水

収穫
しゅうかく

した豆苗
とうみょう

をおいしく食
た

べよう！ この料理
りょうり

を選
えら

んだ理由
りゆう

や

料理
りょうり

の名前
なまえ

： 豆苗
とうみょう

とツナのサラダ 作
つく

ってみた感想
かんそう

自分
じぶん

でつくったのかな？ おうちの人
ひと

といっしょに作
つく

ったのかな？

おねえちゃんと作りました。 ツナが好
す

きなので、自分
じぶん

のアイデアです。

おいしかったかな？

おいしかったです。でも、豆苗
トウミョウ

がしわかったです。

料理
りょうり

は楽
たの

しかったかな？

料理
りょうり

は大好
だいす

きです。2歳
さい

から包丁
ほうちょう

を使
つか

っています。

【体験
たいけん

してみて思
おも

ったこと・感想
かんそう

】
楽
たの

しかったことやワクワクしたことはあったかな？

お料理は楽しかったです。めがでるかな、どうかなと思っている時もワクワクしました。

お家
うち

の人
ひと

といっしょに育
そだ

てたのかな？ 友
とも

だちといっしょにやったのかな？

お母さんやお姉ちゃんと育てました。

【竹村
たけむら

先生
せんせい

からのコメント】

種
たね

まき　７　日後
にちご

　　　　８月
がつ

２４日
にち

・1週間
しゅうかん

でこんなに成長
せいちょう

するとは、思
おも

わな

かったので、びっくりした。

自分
じぶん

で調
しら

べて選
えら

んだのかな？ だれかのアイデアかな？

〈竹村先生のお話を聞いて思ったことやわかったこと〉
・大事に育てようと思った。
→まず生き物を育てようという気持ちが伝わりますね。自分と同じ生きているという感覚が素晴らしいと思い
ました。この気持ちを、これからも持ち続けてほしいと思いました。
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・今回はただ植えるだけでなく、３種類の水をつくり、その水を与えて変化を見た。
→小学校２年生で、このチャレンジは素晴らしいです。水を替えるということは、３つとも独立した器を作っ
て育てるし、水も毎回用意しなければいけない。手間がかかりますが、それによって成長がどのように変わる
かを予想したうえで確かめたことが素晴らしいです。この探求心を大切にしてください。

〈種まき ３ 日後 ８月２０日〉
・水の色をかえても、葉っぱや茎の色はかわらない。
→色素が植物の中に入り込めるかの問題だったと思います。この実験を行った中学生がいて、成功したのは、
トマトジュースでした。これで育てると葉の淵や茎が少し赤くなりました。今回の色水は水に色を付けた物な
ので、植物には移らなかったと考えられます。

・米のとぎ汁は、そのままへやにおいていたので、くさってしまった。そのせいか、成長がおそい。
→おばあちゃんがあげている「米のとぎ汁」はいろいろな物が含まれていて栄養もあるのですが、溜めて室内
に置いておくと腐ってしまいます。同じような実験をした中学生がいます。牛乳です。これも溜めておいたの
で同じように腐ってしまいました。

〈種まき ５ 日後 ８月２２日〉
・一番伸びたのは、水道水。
→普通、先生も水道水が一番伸びると思っていました。しかし中学生の実験では、水道水よりも成長が良いも
のがありました。「お茶」です。なぜよくなるかわからないのですが、何人かやってもお茶が一番でした。

・きちんと、おなじむきで、写真をとればよかったと反省した。
→豆苗かわいいですよね。明るい方向（太陽の光）を求めて一生懸命に伸びようとしている様子。植物に一番
大切なのは、太陽の光ですね。大きくなって勉強しますが、光合成を行い成長に必要なものを作っています。

〈種まき ７ 日後 ８月２４日〉
・とぎじるもおいついた。
→腐らないように替えてあげれば、成長の可能性はありましたね。素晴らしい。ただ、ほかの２つに比べて
白っぽいのが気になります。やはり何か邪魔するものがあったようですね。

・青水と水道水はあまりかわらなくなった。
→同じ水と豆苗は思って育ったと思われますね。

・１週間でこんなに成長するとは、思わなかったので、びっくりした。
→豆苗の成長の早さは抜群です。葉が出てくるころ（種まき後３・４日）くらいからは、特に早く成長し１日
で２～３㎝大きくなります。見ていても楽しいと思います。

〈体験してみて思ったこと・感想〉
・めがでるかな、どうかなと思っている時もワクワクしました。
→やはり発芽の瞬間が見られることが、この豆苗栽培の面白いところです。あの自分のまいた種が生きていた
と感じる瞬間です。それだけでも、この豆苗栽培にチャレンジした成果だと思います。
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【坂本
さかもと

先生
せんせい

からのコメント】
ツナとも相性が良かったと思います。しわかった理由は二つ考えられます。一つは豆苗がしっかり育ちすぎて
硬くなったかもしれません。もう2日前くらい、もっと育つかもしれないくらいが柔らかいです。二つ目は加
熱しすぎたかもしれません。もうちょっとくらいが、シャキシャキ感があったかもしれません。また作ってみ
てください。

・お母さんやお姉ちゃんと育てました。
→家族みんなが見てくれるので、話も多くなって良かったと思います。

※ 育った豆苗を見てのアドバイスです。

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。また違った豆苗の味や料理が楽しめる
と思います。

今回のサラダには、シャキシャキ感がでて、この豆苗の育て方が良かったかもしれません。自分の育てた豆苗
を調理して食べるところまででき素晴らしいですね。これが出来れば、何処でも生きていけますよ。素晴らし
い体験になりました。
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別紙様式

（１）氏名：ゆうちゃん （２）職業等：幼児・学生（小学生・中学生・高校生・大学生）

ゆうちゃん（小3）：栽培担当 ・栄養士・教育関係者・食育ボランティア・その他（　父親　）

父親：料理、レポート担当  ※○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

「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】

・種まきしてから、収穫までの期間は、晴天続きだったせいか、育ちが良かった。あっという間に「つる」のような
ものが伸びてきて、収穫タイミングを逃した。
・3つのコンテナ（牛乳パック）ごと、コンテナの中の豆ごとに育ち方にバラつきがあった。
・室内に置き場所がなかったため、集合住宅の廊下にあるエアコン室外機の上に置いていたが、室内の日陰に置いて
いた方が、育ち方が均一で、やわらかい豆苗になったかもしれない。置き場所について先生のアドバイスがいただき
たいです。
・豆苗を育て続けると「えんどう豆」になるという噂を聞いたため、2つのコンテナは料理に使用し、1つのコンテ
ナは育て続けています。本当に「えんどう豆」になるのでしょうか。

a.撮影日：　8月２９日（月）

b.種まき日：　8月１８日（木）

c.置き場所：集合住宅の廊下にあるエアコン室外機の上

d.水やり：朝・夕の2回

e.困ったこと：3つのコンテナ（牛乳パック）ごと、コ
ンテナの中の豆ごとに育ち方にバラつきがあった。

a.料理名：豆苗のふわとろ卵いため

b.材料：豆苗、卵、オイスターソース、醤油、砂糖

c.調理法（生、炒める、ゆでる、レンジでチンなど）：

【栽培：竹村先生からのコメント】

〈a． 撮影日〉
８月２９日（月）の写真について。種まき後１１日目の豆苗の様子ですね。２週間でこの大きさならば、順調な生育
だと思います。緑も濃く葉が大きく、がっしりした豆苗ですね。直接太陽の光がたくさん当たったことが分かりま
す。ただ、まきひげが出ているようなので、これは収穫期をやや過ぎているようにも思います。５００mlのペット
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ボトルが一緒に写っているので全体の大きさも分かりました。ペットボトルで温めた水をやったことも豆苗には、良
かったと思います。

〈b． 種まき日〉
８月１８日（木）暑い時期なのですが、順調に発芽して、育ってくれました。多分、暑さで発芽は少し遅かったので
はないでしょうか。

〈c． 置き場所〉
「集合住宅の廊下にあるエアコン室外機の上」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。廊下と
ありますが、南側の廊下でしょうか、日当たりも良かったと思いますので問題ないですが、温度はかなり高かったの
ではないでしょうか。屋外という事だと害虫（蛾、ナメクジ、ダンゴムシ）や害鳥（カラスやムクドリ）などが気に
なりますが、室外機の上であったことや豆苗は生育期間が短いという事で、被害には合わなかったようです。

〈d． 水やり〉
「朝・夕の２回」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が、夏の一番暑い時期で
天候もよかったという事で、丁度いい水やりのタイミングになったかもしれません。また、ペットボトルでの水やり
だったので、１回の水の量もさほど多くなかったのが良かったかな。順調に育ったことは、間違いありません。

〈e． 困ったこと〉
「３つのコンテナ（牛乳パック）ごと、コンテナの中の豆ごとに育ち方にバラつきがあった。」
→一般的には３つの牛乳パック鉢の豆苗は、同じように育ちます。ただ、今までの報告の中にあったのですが、この
ような成長の違いは、やはり屋外での栽培でした。ここからは、竹村の推察ですが何点かあげてみます。①太陽が直
接豆苗に当たるので、日の当たり方が場所によって違った。②室外機の上なので時間や場所によって日の当たり方が
違った。③水が上手く吸いあがる鉢とそうでない鉢があった。④温度が高すぎて生育にムラが出来た。などです。

〈（５）【全体の感想】〉
・種まきしてから、収穫までの期間は、晴天続きだったせいか、～収穫タイミングを逃した。
→確かに収穫は少し遅かったように感じられます。これも屋外での栽培でよくあるのですが、毎日何回も目にする場
所だと気になるのですが、屋外だと水やりくらいしか目にしないので、適期を逃してしまうことがあります。

・ ３つのコンテナ（牛乳パック）ごと、コンテナの中の豆ごとに育ち方にバラつきがあった。
→前述しましたが、室内でしたら同じように育つので、屋外という事で生育環境に何らかの違いがあったと思いま
す。豆苗自体は問題なかったと思います。

・ 室内に置き場所がなかったため、～室内の日陰に置いていた方が、育ち方が均一で、～先生のアドバイスがいた
だきたいです。
→個人的な意見ですが、竹村としては今回ゆうちゃんたちが育てた（写真）豆苗の方が好きです。太陽一杯、元気
いっぱいという感じでいいと思います。場所で一番良いと思うところは、東側の窓際（窓のサン）で直接朝日が２・
３時間当たる明るい場所で、より多くの家族が毎日（一日でも複数回）目に出来る場所が良いと思います。
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・ 豆苗を育て続けると「えんどう豆」になるという噂を聞いたため、２つのコンテナは料理に使用し、１つのコン
テナは育て続けています。本当に「えんどう豆」になるのでしょうか。
→「えらい。」疑問に思ったことは、自分で確かめてみるのが一番良いです。食べるよりも価値がある栽培かもしれ
ません。その姿勢を大切にしてください。

竹村からのアドバイスです。
豆苗は、えんどう豆の若菜のことを言うので、育て続ければえんどう豆になるはずです。竹村も２・３回試したこと
がありますが、まきひげが伸びてきますので、捕まる所を作ってあげたり、体自体が大きくなるので支えてやるもの
を使ってやったりする必要があります。葉や茎も大きくなるので、水やりの回数が増え、追肥も必要になると思いま
す。花が咲いてえんどう豆が出来るかは、微妙です。竹村がやったときは、１度だけ実になりましたが、実にならな
かった場合もあります。豆苗として種を改良して作っているので、実が出来ないようになっていると聞いています。
こればかりは、やってみないと結果は分からないですが、大きなプランターか畑、花壇に植え替えて育てた方が、管
理が楽かもしれません。

【料理：坂本先生からのコメント】
見るからにふわっとできています。豆苗の味もオイスターソースとお醤油で風味よく仕上がって、ご飯にぴったりの
おかずになりましたね。
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別紙様式

（１）氏名：みおちゃん （２）職業等：幼児・学生（小学４年生・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　27　日（土）

b.種まき日：８　月　20　日（土）

c.置き場所：勝手口と縁側

d.水やり：毎日

e.困ったこと：とくになし

a.料理名：豆苗ツナたまご

b.材料：豆苗、ツナ缶、たまご、ケチャップ

c.調理法：炒める

「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】
ペットボトルと牛乳パックで植木鉢を作るのがとても楽しかった。種を植えてから、芽が出て、にょ
きにょき伸びてすぐに食べられておいしかった。弟も一日おそく私のマネをして育てたけど、一日違
うだけでものすごく伸びてびっくりした。

【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。約１週間でこの大きさになるのは、後でも説明
しますが、日光不足で、早く上に伸びた感じがします。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〉
８月２０日と暑い時期ですが、無事発芽しました。種も均等に広がっているので、まき方が良かったと思います。

〈c． 置き場所〉
「勝手口と縁側」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
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【料理：坂本先生からのコメント】
いつもあるツナ缶と卵で食べ応えのある一皿になりましたね。豆苗の風味が生きていると思います。ご飯にもパンに
も合う主菜になりました。

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。た
だ、置き場所を変えて、世話をしたことは、豆苗さんの気持ちになって、すごく頑張ったと思います。素晴らしいで
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。水の与えすぎも、根の成
長が悪くなり（呼吸が出来ないため）成長が阻害されてしまいます。

〈e． 困ったこと〉
とくになし。りっぱです。自分の力でよく頑張りました。
 
〈（５）【全体の感想】〉
「ペットボトルと牛乳パックで植木鉢を作るのがとても楽しかった。」と書いてくれたことが嬉しかったです。種か
ら育てる豆苗さんのために「住むベット」から作る体験はできないと思います。そのベットを作る作業が楽しかった
ということが豆苗にも伝わったので、上手に育ってくれたと思います。これからも、豆苗や色々な野菜をマイ畑で
作ってもらいたいです。ただ、太陽の光が当たらないと植物は光合成が出来なくて、大きくなるための栄養が作れな
いことを覚えてください。太陽の光はすごい力を持っているのです。

豆苗は、成長期（種まき後４日以降）には１日で２～３㎝伸びます。驚いたでしょう。こんな野菜は少ないです。豆
苗のパワーはすごいです。その豆苗を食べてパワーを頂いて、より一層元気になってください。

弟と競争しながら野菜を育てるのもいいですね。お姉さんが良い手本になって弟さんの為にもなったし、張り合いが
あり会話も増えたのではないでしょうか。これからも一緒に栽培を楽しんでください。困ったことや分からないこと
があれば、栽培の先生「竹村」がついていますので、いつでも相談してください。アドバイスしますよ。先生と一緒
にこれからも楽しみましょう。

出来上がった豆苗ですが、これはこれで調理方法を工夫すれば、がっしりした豆苗よりもおいしく食べられます。茎
のシャキシャキ感や苦みが少ないことが特徴だと思いますので、お母さんと一緒に調理も工夫して、豆苗を思う存分
楽しんでもらえると嬉しいです。ちなみに、このような豆苗には、しっかり噛むことで味が分かる、肉巻きなどが受
けているようです。
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「マイ畑」体験シート 
（１）氏名：はるちゃん   （２）小学 5 年生 
（３）【栽培の写真】 （４）料理の写真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a.撮影日：2022 年 8 月 14 日収穫と料理 
b.種まき日：2022 年 7 月 30 日 
c.置き場所：ベランダ 
d.水やり：16 日のうちで 3 日忘れる。水は 

多めにあげた。 
e.困ったこと：収穫するタイミングがわからなかっ

た。にょきにょきして、もっとツル

が巻き巻きするまで待てばよかっ

たのか、それとももっと前なんか。 

a.料理名：豆苗の肉巻き 
b.材料：牛肉、豆苗、すきやきのもと 
c.調理法：豆苗を切って、肉で巻いて、フライパンで焼

く。色が変わり始めたらすき焼きの素を適当に

かけてさらに焼く。火が通ったら完成。 
d.料理のポイント：すき焼きの素をつかうと大体おいし

くなる。 

（５）感想 
・雨の当たらない日陰のベランダで育てた。 
・天気は覚えていないが、暑くて、あまり雨が降らなかったような気がする。 
・10 日で収穫しようかと思ったが、もっと伸びるかなと思い 16 日まで待った。 
・豆苗は苦いのかと思ったが、さっぱりして特に主張してこない味だった。 
（６）コメント 希望の有無：提出が遅れてすいません。コメントなくても大丈夫です。 
【栽培：竹村先生コメント】 
〈a．撮影日〉 
８月１４日の写真について。種まき後１５日目の豆苗の様子ですね。約２週間ほどで、とても

大きく成長しました。葉の大きさや緑の濃さ、とても良いと思います。できれば、収穫後でも

よいので、大きさが伝わるように、メジャー、割りばし、ボールペンなど大きさが周知されて

いる物と一緒に撮影するといいでしょう。  
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〈b．種まき日〉 
７月３０日。一番暑い時期なので、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。 
 
〈c．置き場所〉 
「ベランダ」は置き場所としては良いですが、ベランダのどのような場所に置いたかがポイン

トになります。直接太陽の光が当たる所か、物陰、屋外機、周りに植物があるか、雨が当たる

か、蝶や鳥は来るでしょうか、などの自然環境が気になります。室内であれば、自然環境の影

響が少ないので安心という事になり、ベランダでも毎日見えるような場所の方が良いと思い

ます。 
 
〈d．水やり〉 
「１６日のうちで３日忘れる。水は多めにあげた。」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、しおれたり（茎が倒れそうになる）を見てから水やり

するのが良いです。今回、毎日という事でやりすぎですが、置き場所がベランダで、風通しも

よく水の蒸散量も多かったと思いますので、悪影響はなかったようですし、３日忘れたのも良

かったと思います。常に土が湿った状態だと根が呼吸できなくて、枯れてしまうことがありま

す。気を付けてください。 
 
〈e．困ったこと〉 
「収穫するタイミングがわからなかった。にょきにょきして、もっとツルが巻き巻きするまで

待てばよかったのか、それとももっと前なんか。」 
→栽培写真を見て、３点ほどアドバイスします。豆苗の収穫時期についてです。 
① 基本的には、１５～２０㎝くらいが良いと思います。この大きさであると、種に力が残っ

ているので、２～３回くらいまで収穫することが出来ると思います。 
② 発芽したてにしかない栄養素をいただくことも、この栽培のポイントになるので、まきひ

げが出る前に収穫が良いと思います。 
③ どの様な料理にするかによっても変わってきます。今回、肉と合わせてフライパンで焼い

ているので、このくらいの大きさでもよかったかもしれません。 
 
〈（５）【全体の感想】〉 
・雨の当たらない日陰のベランダで育てた。 
→正解だと思います。一番大切なのは雨に当たらないことです。外で栽培して雨が当たってし

まうと、土の中の肥料分が全て流れ出てしまったり、種まで雨で流されたりして、発芽しなか

ったり、生育が悪くなったりしてしまいます。日陰ということですが、ベランダはとても明る

いので生育も良かったし、風通しもよく、うまく成長したと思います。 
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・天気は覚えていないが、暑くて、あまり雨が降らなかったような気がする。 
→暑さにはあまり強くはないので、日陰が良かったと思います。雨の当たらない所なので良か

ったです。 
 
・１０日で収穫しようかと思ったが、もっと伸びるかなと思い１６日まで待った。 
→やはり１０日くらいでの収穫が良かったように感じましたが、送ってもらった写真を見て

も、収穫時期を過ぎていると思いますが、他の方々の感想にも良く書かれていますが、かわい

くて切れなかったという意見も多いです。 
 
・豆苗は苦いのかと思ったが、さっぱりして特に主張してこない味だった。 
→これも、豆苗の良い所で、はるちゃんの感じた通り、自己主張しないので、どのような料理

にも合わせることが出来ます。歯ごたえやシャキシャキ感もあり、栄養満点なので、料理して

食べる面白さもあり、育ててよし、食べてよしのスーパー野菜だと思っています。 
 
【料理：坂本先生コメント】 
牛肉で豆苗を巻いて焼いて、すき焼きの素で味付け！簡単でかなりおいしいごちそうになり

ました！ご飯が進むイッピンです。 
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別紙様式

（１）氏名：あや （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：　７　月　３０　日（土）

b.種まき日：７　　月　２６　日(火)

c.置き場所：窓の近く

d.水やり：水が減っていたらやった

e.困ったこと：水が吸収しない時があった事。

a.料理名：豆苗とベーコンのバター炒め

b.材料：ベーコン、豆苗、バター

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】

（５）【全体の感想】
自分で種をまいて、水をやって育てた豆苗を自分で料理して食べることができた。この体
験を通して植物を育てる事の苦労を知った。いつも農家さんは自分がやったよりも沢山
作っているのでさらにたくさんの苦労があることが分かった。苦労をして育てた食べ物を
大切に食べるようにしたい。

【栽培：竹村先生からのコメント】

〈ｂ．種まき日〉
種まき後４日目の発芽の瞬間をとらえたベスト写真です。自分のまいた種が発芽する瞬間を目にする
ことは、おそらく初めてで、今後もあまりないと思います。この栽培方法で一番大切な、見てもらい
たい瞬間をとらえてくれました。うれしいです。

〈ｃ．置き場所〉
基本通り、ベストな場所での栽培です。
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【料理：坂本先生からのコメント】

ベーコンの旨みや塩味とバターの風味で豆苗がさらにおいしくなりましたね。炒めたことで豆苗に含
まれるビタミンA、D、E、Kといった脂溶性ビタミンの吸収もよくなります。ざっくり切ったことで食
物繊維も活かされています。簡単でおいしい！いいですね。

〈ｄ．水やり〉
水のやり方はベストなのですが、写真から判断すると牛乳パック鉢と水受けの部分にあまりスペース
がないのが気になりました。この状態での底面吸水だと１㎝水受けに水をためて、たっぷり行う水や
りができない可能性があります。

〈e．困ったこと〉
不幸中の幸いではないでしょうか。貴重な体験になったように思います。吸水しない時があったの
は、竹村の考えでは、底面吸水でしっかりと水が供給できない時があり、完全に水が土からなくなっ
てしまい、水が吸いあがらなかった、のではないでしょうか。水の抜けたスポンジが水を吸い込まな
い状態です。今回、底面吸水なので、ジワジワ吸いあがってくれたので枯れませんでしたが、この状
態で上から水をやると、水は表面を通って下に抜けてしまい、作物はすぐに枯れてしまいます。

〈（５）【全体の感想】〉
おそらく、２・３週間の栽培期間だったと思われますが、それでも毎日見たり、水をやったり、日当
たりを考えたりと大変だったと思います。この体験から、１年中（何年も）栽培を行っている農家さ
んの苦労に気づいたことが素晴らしいです。また、そこから「食べ物を大切に食べる」ことに結びつ
いたことが、この体験での一番の収穫になったと思います。これからも「感謝」の気持ちを忘れない
ように生活してください。
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