落花生による農業体験教育のすすめ

全国落花生協同組合連合会

はじめに
学校では、さまざまな農業体験授業が行われています。そのほとんどは、米、豆類、いも類といっ

ここがポイント学校で行う落花生栽培

た農作物による農業体験です。
数ある農作物のなかで、落花生は授業で取り上げるのには格好の素材です。なぜでしょうか？実は、
落花生は栽培するのに、あまり手間がかからないからなのです。限りある授業時間のなかで、種まき

◎種の準備

から収穫までを、ポイントをしぼって観察できるからです。
農作物は、人間がきちんと手をかけてやれば、やっただけの成果を人間に与えてくれます。農業体

おぼえておきましょう!!

指導のポイント…

験は、その過程のなかで作物を育て収穫することの苦労や喜び、自然の恵みが感動を呼びます。友達
と協力しあったり、支えあったりしながら作業を進めていくので、コミュニケーションの大切さがわ

薄皮つきの生の落花生を手に入れること

かるようになります。

どこでとれるのかな ●

●
千 葉

い

落花生を通して、教育のお手伝いができることを願って、この本をつくりました。先生方の指導の
手引きとして、ご活用いただければ幸いです。

お店で売っている煎ったり、ゆでたりしたピーナッツは種に
できません。から（生産農家では
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んの

さや

と同じ。ここでは

さや
から

と呼ぶ。さやいんげ
で統一）付きの生の落

花生を手に入れるのはむずかしいかもしれませんが、生産地で
あればスーパーで生の落花生を手に入れることができます。
生産地ではない地域では、
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種まき予定日の1週間前までに完了
地面を耕し、石灰を土に混ぜます。石灰の量は１平方メート

おぼえておきましょう!!

ルあたり 60〜100グラムくらいです。耕すのは土をやわらかく
して土のなかに酸素を取り入れるためです。そして、耕した畑
もとごえ

の下に肥料を入れます（元肥といいます）。

● 化成肥料 ●
植物にとって大切な養分は、ち
っそ、りん酸、カリの３つ。この

肥料は、ちっそ：りん酸：カリが、３：10：10くらいの割合

うち、２種類以上をふくんだ化学

の化成肥料を選び、１平方メートルあたり 100グラムくらいま

肥料を化成肥料という。化学肥料
とは、科学的につくり出された肥

きます。
プランターの栽培で収穫重視の場合は、直径が30センチ以上

料のことで、無機質肥料ともいう。
畑づくりで使った石灰も化学肥

の大きな植木鉢かプランターを用意します。普通の土を使うと

料。きき目が早いのでよく使われ

きは、畑づくりと同じようにし、種は中心に１粒まきます。園

る。

芸店で石灰も肥料も混ざっている土を買うこともできます。観

そのまま食べる大粒種

察だけが目的なら、ビニール製の大き目のポットや一般的な植

加工が主流の小粒種

木鉢で十分です。
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総収穫量
21,300t
千葉 74.6％
74.6

指導のポイント…

落花生を使った料理に挑戦しよう ・・・・・・・・・・・・・・・6

２

茨城 14.0
14.0％

などに聞いてみましょう。
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◎種まき ５月中旬から下旬
種 は 横 向 きにおく
種は横向

◎子房柄が出る 花がしおれたあと

指導のポイント…
種は横向きにまく

指導のポイント…
子房柄が伸びる下に土がないと豆ができない
子房柄

落花生はもともと熱帯地方の植物。芽が出るのには、20℃以

30cm

落花生栽培で一番重要な時期をむかえます。しおれた花の根

2〜3cm
60〜70cm

上の地面の温度が必要です。日中の温度が25度を超えるように

元から、子房柄と呼ぶとがった針のようなものが地面に向かっ

なる５月中旬以降に種をまきます。地面の温度を確保するため

て伸びはじめ、土のなかにもぐり込んでいきます。しおれた花

のマルチ栽培という方法もあります。

が土に落ちて実になることから「落花生」の名がつきました。

はい じく

おぼえておきましょう!!
●

マルチ栽培

花がしおれたあとから子房柄がのびる

し ぼうへい

●

種をまく部分に穴をあけたビニ
ールシートを地面にかぶせると、

おぼえておきましょう!!
●

土寄せ ●

野菜の生育をよくするために、

種からは胚軸と芽が出ます。胚軸と芽は種をたてにしたとき

子房柄が土にもぐり込むと、その先に豆が育ちます。子房柄

根元に土を寄せたりかぶせたりす

の上か下から出ますが、どちらから出てくるかはわかりにくい

がしっかりと土の中にもぐり込めるように、土寄せをします。

ること。風でたおれるのを防いだ

ので横向きにします。指で２〜３センチほどの深さの穴をつく

この時期には、水やりがとくに大切です。

り、根を守ったりする。落花生の

り、そのなかにまいて土をかけます。念のため、一か所に２粒

子房柄が土にもぐると、その先に豆ができます。豆はまゆの
ような形になって成長します。９月下旬ころに、土をちょっと

まきましょう。

場合は、子房柄が土のなかにもぐ
り込みやすくなる。

うね

地面の温度を高く保つことができ

畑にまくときは、畝と畝の間は60〜70センチ、種と種の間は

る。マルチ栽培という方法で、広

30センチあけましょう。プランターで収穫する場合は、30セン

く行われている。

チのプランターに１粒ずつです。

◎芽が出る･葉が出る 種をまいてか
ら1週間から10日後から
指導のポイント…
水やりのチェック
この時期になるとどんどん育ちます。１日１回の水やりを忘
れないようにしましょう。プランター栽培の場合は、太陽に十

掘ってみましょう。まゆのようにふくらみつつある豆を観察で
きます。

◎収穫 11月上旬から中旬
指導のポイント…
葉がかれはじめたときが目安
株ごと引き抜いて収穫します

◎試食
指導のポイント…

分あてるようにします。

◎花が咲く 7月の初旬以降
指導のポイント…

① ゆでて味わう
② 煎って味わうときはまず乾燥

７月に入ると、黄色い花が咲きはじめます。黄色い小さな花
です。花は朝のうちに咲き、お昼ごろにはしおれてしまいます。

おぼえておきましょう!!
い かんそく

● 維管束 ●

●ゆで方
わ

いつ咲くのか、1日にいくつくらい咲くのか

株ごと引き ぬ く
株ごと引きぬく

落花生のからの表面には、管状

ふっとう

なべで湯を沸かし、沸騰したら収穫した落花生を入れます。

の模様がついている。これは維管

数分から10分くらいゆでましょう。

束といって、からのなかの豆に茎

●煎り方

からの栄養を送ったり、土から水

２週間ほど天日で乾燥させます。乾燥がすんだら、土を洗い

分や養分を送る役割をしている。
豆を割ってみると、へその緒のよ

花はいっぺんにたくさんは咲きませんが次々に咲いて、１株に

流し、からごとサラダ油を引いたフライパンで10分ほど煎れば

うに、からとつながっていること

数十から百数十も咲きます。夏休みがはじまる頃が最盛期です。

できあがりです。

がわかる。
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落花生を使った料理に挑戦しよう
指導のポイント…
①どんな形で落花生を料理に使うのだろうか
②お母さんはどんな落花生料理を作っている
か調べてみよう
●丸ごと、くだいて、すって使う
落花生は、料理の素材とするときには、実にいろいろな使い
方ができます。落花生の最大の産地千葉県では落花生みそ（親
しみを込めて みそピー と略して呼ぶ）を家庭でつくります。
このときは、薄皮付きの生の落花生を丸ごと使います。中国料
理でもよく丸ごと使用します。
ほうれん草のゴマあえ
ともよくあります。これは

のゴマのかわりに落花生を使うこ
ほうれん草のピーナッツあえ

① 落花生豆腐

と

なりますが、このときは落花生をすり鉢ですって使います。く
だいて粒を残して使うこともあります。
パン粉のかわりにエビフライやとんかつの衣にすることもで
きます。このときはくだいて粒の残るものを使います。
●手軽につくれて体に役立つ落花生レシピ
落花生と南京豆と
ピーナッツってどう違うの？

落花生料理はいま脚光をあびています。
その第一の理由は、栄養価の面で評価が高いことです。とく

からが付いている状態を落花生
といい、からを取り去った薄皮付
きを南京豆、薄皮を取り去ったも
のをピーナッツと呼ぶことが多い
ようですが正式な定義ではありま
せん。
南京豆は、中国から伝来したこ

に、子どもの成長に欠かせないミネラルやビタミンが豊富に含
まれていることです。マグネシウムやカルシウムは骨の成長に
必要な、亜鉛は落花生をおいしく感じる味覚を養うミネラルで
す。キレることをおさえるともいわれているビタミンB1も豊富
です。皮膚や筋肉をつくるたんぱく質も、牛肉や卵をしのぐほ
ど含まれています。

とを意味していますが、現在では

そればかりではありません。コレステロ−ル値を下げるオレ

高齢者以外にはなじみがありませ

イン酸と、ポリフェノ−ルの一種のリスベラトロールなど、ま

ん。17世紀に中国から伝来したも

さに栄養の宝庫ともいえます。

のの、あまり栽培されず、明治時

そして、第二の理由は、落花生料理が手軽にできることです。

代になってアメリカから種が移入

そんな落花生料理の特色を生かすために、落花生料理のレシピ

されてから、本格的に栽培される

コンクールのようなイベントも行われています。以下の入賞作

ようになりました。

品は、すべて小中学生が考えた落花生レシピです。
育てやすく、調理もしやすい落花生料理に、是非みなさんも
挑戦してください。
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② 和風特製つけめん

③ インド風とり肉ソテー

⑤ マメお好み焼き

④ マメパスタ

⑥ 落花生ボール

①落花生豆腐

【

【 材料 】
・生落花生 200g
・水 1000ml
・くず粉 80g
・わさび、しょうゆ、だしあん

作り方

】

① 生落花生は一晩水につけ、ざるにあげて水気を切る。
② ミキサーに①、水を入れて回し、裏ごしする。
③ くず粉は水（200ml）で溶く。
適量

④ 鍋に②と③を入れて中火にかけ、木べらでなべ底をこすりながら混
ぜ、15分ほど煮つめる。
⑤ ④を型に流し入れ、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。
⑥ ⑤を食べやすい大きさに切り分け、お好みでわさび、しょうゆ、だ
しあんをかけて食べる。

②和風特製つけめん

【

【 材料 】
①
・落花生 100g
・A（みそ 大さじ５・さとう 大さじ３
・みりん 大さじ３・酒 大さじ３）②
・だし汁 200ml
・うどん 4玉
・春菊 1/2束

⑦ ピーナッツdeクレープ

作り方

】

落花生はビニール袋に入れてめん棒で細かくくだき、すり鉢に移し
て合わせたAを加えながらすり、最後にだし汁を加え混ぜ合わせる。
なべにたっぷりの湯をわかし、うどんを表記通りの時間でゆで、ザ
ルにあげて流水で洗い、ぬめりが取れたら氷水につけて冷やし、水
気を切ってザルに盛る。

③ ①に3cm幅に切った春菊を加えながら、②をつけて食べる。
＊ ①のかわりにバターピーナッツを使用することもできる。その場合
はみその分量を減らす。

③インド風とり肉ソテー

⑧ 落花生の水飴お菓子

【 材料 】
・鳥もも肉 150g
・落花生 (薄皮をむいた状態)
・小麦粉 大さじ１
・カレー粉 小さじ1／3
・塩 小さじ1／3
・こしょう 少々
・サラダ油 適量

【

作り方

】

① 落花生は皮をむき、あらくくだいておく。
30g

② 鳥もも肉に塩、こしょうを軽くふり、小麦粉、カレー粉、①の落花
生の順にまぶす。
③ フライパンにサラダ油を熱し、②の鳥肉をこんがりと両面焼き上げ
る。
④ お皿に盛りつけ、お好みで粉ふきいもや、にんじんのグラッセなど
を添える。

④健康マメパスタ
【 材料 】
・納豆 (ひきわり) １パック
・落花生 (からつき) 30個
・パスタ (1.3mmのロングパスタ)100g
・万能ねぎ ２本
・サラダ油 大さじ１
・しょうゆ 小さじ１
・マヨネーズ 大さじ１
・とうがらし １本
・塩 適量
・からし 少々

【

作り方

】

① 落花生はからと薄皮をむき、ビニール袋に入れてめん棒などでたた
いてくだき、フライパンで軽く煎る。
② 納豆とからし、①を混ぜ合わせる。
③ 塩を入れたお湯でパスタを固めにゆでる。
④ フライパンにサラダ油ととうがらしを入れ、ゆであがったパスタを
加え炒める。
⑤ ④に②を加えてからませ、しょうゆ、マヨネーズで味付けする。
⑥ お皿に盛りつけ、小口切りにした万能ねぎをトッピングする。
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⑤マメお好み焼き
【 材料 】
・小麦粉 200g
・卵 ２個
・塩 小さじ２
・水 200ml
・落花生 (からをむいた状態) 230g
（生地用100g・具材用80ｇ・トッ
ピング用50g）
・クコの実 大さじ１
・ケシの実 大さじ１
・キャベツ 400g
・ひじき 大さじ１
・ソース 適量
・マヨネーズ 適量
・青のり 適量
・サラダ油 適量

⑥落花生ボール
【 材料 】
・落花生 140g
・切りもち ２個
・さとう 大さじ２
・揚げ油 適量

【

作り方

】

よくわかる落花生の基礎知識

① キャベツはざく切り、ひじきはみじん切りにし、落花生は薄皮をむ
き 80ｇ分をあらくくだいておく。
② 残りの落花生 100ｇをすり鉢かフードプロセッサーでひき、ボウル
に入れて小麦粉と合わせておく。

指導のポイント…

③ ②に水を加え、あわ立て器でよく混ぜる。

落花生とはどんな作物なのかを確認する

④ ③に、①と卵を加え、さっくり混ぜ合わせる。
⑤ フライパンに油少々を熱し、④の 1/4量を丸く流し入れ、底がきつ
ね色になったらひっくり返し、両面こんがりと焼く。（同様に4まい
焼く。
）

①

⑥ ソースを塗り、お好みで青のりをふってマヨネーズをしぼる。

南米のアンデス山脈のふもとといわれています。先住民族

⑦ 残り 50gの落花生をあらくくだき、クコの実、ケシの実と一緒に⑥

によって、食用や薬として利用され、現在でも野生種が自

の上にトッピングする。

【

作り方

原産地はどこなの?

生しているそうです。

】

① 落花生は3/4量をすり鉢ですりつぶし、さとうを加え混ぜ合わせる。

②

日本にはいつ来たの?
江戸時代に中国から渡って来ました。1709（宝永６）年に

② 残りの落花生はあらくくだいておく。

かい ばら えき けん

刊行された植物学・農学の先駆的名著といわれる貝原益軒

③ 切りもちを水にくぐらせ電子レンジで約２分加熱し、柔らかくなっ

やまと ほん ぞう

の『大和本草』に、落花生のことが記されています。当時

たら冷めないうちに①のなかに入れ、手早く混ぜ合わせる。

は

④ ③が温かいうちに、水でぬらした手で一口大にちぎって丸め、②の

から豆

などと呼んでいたようです。

なかに入れ、落花生をまぶす。
⑤ 160℃の油で表面がカリッとするまで揚げる。

⑦ピーナッツdeクレープ
【 材料 】
・落花生 (からをむいた状態) 50g
・バター 30g
・卵 １個
・Ａ（さとう 10g・牛乳 150ml）
・小麦粉 30g
・いちご ５個
・キウイ １個
・市販のピーナッツクリーム 少々
・サラダ油 適量

③

明治初期に、アメリカから大粒種が入ってきてからです。
【

作り方

】

① 薄皮をむいた落花生をフードプロセッサーにかけ、細かくひく。
ゆ せん

② バターを電子レンジまたは湯煎にかけ、とかしておく。

④

【 材料 】
・さとう 200g
・水飴 大さじ２
・水 80ml
・バター 20g
・A（落花生 130g・クルミ 20g・白
ごま 大さじ２）

どこで栽培が始まったの?
神奈川県です。干ばつに強い性質と、野菜などとの輪作用

③ ボウルに卵を割り入れときほぐし、①、②、Ａを加えよく混ぜ合わ

に適していたので、だんだん注目されるようになりました。

せる。
④ ③にふるった小麦粉を加え混ぜ合わせる。
⑤ 薄くサラダ油をぬったフライパンに、④の生地を薄く流して焼き、

⑤

・水はけのよい砂状の土壌

⑥ 焼き上がった生地にピーナッツクリームを塗り、いちご、キウイを

【

作り方

】

どんな畑で栽培するといいの?
落花生の栽培に適した環境条件は、次の二つです。

裏返し両面をこがさないように焼く。（5枚焼く）。

・太陽がよく当たる温暖な気温と、ほどほどの雨

のせて巻く（フルーツはお好みのものを）。

⑧落花生の水飴お菓子

いつから栽培が始まったの?

⑥

① 厚手のなべにさとう、水飴、水を入れてなべをゆっくり回しながら

豆には種類があるの?
大粒種と小粒種の二種類があります。

中火にかけ、きつね色になったら火からおろし、バターを加えて混
ぜ合わせる。
② ①にAを加えてさっくりと混ぜ合わせ、クッキングシートを敷いた
バットの上に流し入れ、表面を平らになるように手早くならす。
③ ②が固まったら食べやすい大きさに切り分ける。
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⑦

こんな特徴があります
夜になると葉を閉じて眠ります。就眠運動といい、外界の
光や温度の条件変化を感じ取って行う現象です。

13

落花生の昼と夜。日中（上）
、就眠中（下）

日本と世界

●加工が主流の小粒種

粒の大小と食べ方比較

●世界の主な植物油生産量●

小粒種は世界的に広く生産されています。中国やアメリカも、

百万t
35

小粒種のほうが多く生産されています。
小粒種は、アメリカのようにそのまま食べる例外もあります

指導のポイント…

が、主として油をとるのが目的です。落花生の主成分の50パー

25
20

大粒種と小粒種で、

セントは脂肪分です。落花生をしぼってとった食用油は、高品

食べ方や利用目的に違いがあることを知る

質のサラダ油や調理油となります。また、マーガリンの原料と

15

しても使われています。落花生油は、大豆油、パーム油、菜種

10

油などとならんで、主要な植物油のひとつになっています。

●そのまま食べる大粒種
大粒種と小粒種の大きさ比較

30

アメリカでは、ピーナッツバターの原料にもなっています。

落花生には大粒種と小粒種があり、世界で広く栽培されてい
ます。大粒種はバージニア型、小粒種はスパニッシュ型、バレ

もっとも、 ピーナッツバター

ンシア型などといいます。日本で生産されているのはすべて大

アメリカでは

粒種だけです。大粒種を栽培しているのは、日本以外では中国

と、薄皮をむいた落花生をくだいて、砂糖、はちみつ、塩、植

とアメリカの一部でつくられています。巻頭の育てようで使っ

物油などで味を調整してクリーム状に仕上げます。パンやクラ

た種子も、もちろん大粒種です。

ッカーに塗って食べます。

5
0

98/99 99/00 00/01 01/02 02/03

というのは日本名で、本場の

ピーナッツ・ペースト

といいます。煎ったあ

大 豆 油
パーム油
菜 種 油

ひまわり油
落花生油
オリーブ油

※日本の年度に合わせて4月〜翌年3月で集計。
［農林水産省］

大粒種の特徴は何といっても味がいいこ
とです。日本で一般的なのが、煎った落花
生です。煎った落花生のからを手で割って

：小粒種

世界の落花生生産国ベスト15 （2002年度）

：大粒種

豆を取り出して薄皮をむいて食べます。
ゆで落花生は、とれたてをから付きのま
まゆでて、枝豆と同じようにからを向いて
薄皮ごと食べます。風味は枝豆以上ともい
われています。産地ならではの食べ方でし
たが、家庭でも冷凍ものやレトルトのもの
が味わえるようになりました。
日本人に一番好まれている食べ方が、バ
中国 1,501

ターピーナッツです。薄皮をむいた落花生
をパーム系油で揚げ、バターと塩で味付け
するとできあがりです。

a

ブルキナファソ 32
セネガル
50

インド
540

チャド スーダン
45
95

あ

中国でも、前菜として揚げたピーナッツ
いた

を食べたり、ぶた肉やとり肉との炒め物が
あります。アメリカでも粒のままのバター
ピーナッツやはちみつをかぶせたピーナッ

アメリカ合衆国 151

日本 2

ガーナ
52
ナイジェリア
270

ベトナム
40
ミャンマー
70
インドネシア
100

b

コンゴ民主共和国 36

ツを食べます。
しかし、これらはほんの一部で、落花生
アメリカで売られている、はちみつをかぶ
せたピーナッツ

アルゼンチン
52

をそのまま食べる習慣は日本独特のもので
す。日本ではぐくまれた、落花生をそのま

※a 台湾を含む
b 東ティモールを含む

（単位：10000t）

ま食べる文化にピッタリの品種が大粒種で
す。
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