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Part5確認問題

1 もともとハーブ・スパイスは（　自生　）する植物。 　

2 初心者でも少し（　手間　）をかけるだけで元気に育つ。 　

3 (　キッチン　）やベランダでプランターで栽培可能。 　

4 初めて育てる場合は、（　丈夫　）で（　育てやすい　 ）ものを選ぶ。

5 （　セージ　）（　タイム　）ローズマリーなどは栽培しやすく料理に活用できる。

6 自分で育てる場合は、以下の道具を用意する。
　　⇒（　プランター　）・（　鉢　）　底に穴をあけた容器でもよい
　　⇒土は（　肥料　）などが配合された市販の（　培養土　）が手軽。

7 種をまいた直後は、（　ジョウロ　）で水やりすると、種が流れてしまうので（　霧吹き　）を使う。

8 ハサミは収穫や（　剪定　）、（　挿し木　）などに使用する。

9 ハーブ・スパイスには多くの種類があり、（　分類　）を知ることで、育て方のヒントが得られる。

10 植物学者（　リンネ　）によって始まった分類学は、植物の形態の違いによって分類されてきた。

11 一般的には（　進化　）の概念を取り入れた分類体系が使われてきた。 　

12 近年（　ＤＮＡ　）解析を基にした分類が発展し、主流になりつつある。 　

13 ハーブ・スパイスのなかには、旧来の分類体系と新しい分類体系では「（　科名　）」が異なるものもある。

14 育てる際には、（　旧来　）の分類体系が役立つ。 　

15 種まきから発芽して成長し、花が咲いて種を残して枯れるまでの期間が一年以内のものを何というか？
（　一年草　）

16 　　⇒その代表的なハーブ・スパイスは？ （　エゴマ　）、（　コリアンダー　）、（　シソ　）

17 冬に葉や茎が枯れても根などは枯れずに残り、春に芽を出し、葉をつけるものを何というか？
（　多年草　）

18 　　⇒その代表的なハーブ・スパイスは？ （　オレガノ　）、（　バジル　）、（　ミント　）

19 一年中緑の葉がある常緑樹のうち、大きさが１ｍ未満のものは？ （　常緑低木　）

20 　　⇒その代表的なハーブ・スパイスは？ （　セージ　）、（　タイム　）、（　ラベンダー　）、（　ローズマリー　）

21 一年中緑の葉がある常緑樹のうち、大きさが４ｍ以上のものは？ （　常緑高木　）

22 　　⇒その代表的なハーブ・スパイスは？ （　ローレル　）、（　ビワ　）

23 主要なハーブがほとんど属する科は？ （　シソ科　）

24 　　⇒その代表的なハーブ・スパイスは？ （　タイム　）、（　ミント　）、（　ラベンダー　）、（　ローズマリー　）

25 　　⇒品種が多いのは（　交雑　）しやすいため。 　

26 　　⇒（　挿し木　）でも増やすことが可能。 　

27 　　⇒精油は葉の（　腺毛　）に含まれる。 　

28 葉と種子の両方を使い物が多くある科は？ （　セリ科　）

29 　　⇒その代表的なハーブ・スパイスは？ （　クミン　）、（　コリアンダー　）、（　ディル　）、（　フェンネル　）

30 　　⇒精油は根や茎、葉、果実（種子）にある（　油管　）に含まれる。 　

31 　　⇒種から育てやすく、（　病害虫　）にも強い。 　

32 薬用成分や抗菌・防虫成分を持つものが多い科は？ （　キク科　）

33 　　⇒その代表的なハーブ・スパイスは？ （　カモミール　）、（　タラゴン　）、（　ヨモギ　）

34 　　⇒食用よりも（　薬用　）とされることが多い。 　

35 　　⇒（　種　）から育てやすく、病害虫にも強い。 　

36 主に食用として用いられることの多い科は？ （　アブラナ科　）

37 　　⇒その代表的なハーブ・スパイスは？ （　クレソン　）、（　ルッコラ　）

38 　　⇒独特の（　辛味　）はイソチオシアネートと呼ばれる（　揮発　）性の成分を含有するため。

39 　　⇒種から育てやすく、（　寒さ　）に強いため、（　秋　）に種をまくのがおすすめ。

40 フランス南部・プロバンス地方で採れるハーブを配合したものは？ （　エルブドプロバンス　）

41 　　⇒決まったブレンドはなく（　ローズマリー　 ）や（　オレガノ　）、タイム、セージなどをよく使う。

42 　　⇒肉や魚を使った（　煮込み　）料理やローストなど、じっくり火を通す料理に利用する。

43 アメリカでメキシコ料理によく使われるのは？ （　チリパウダー　）

44 　　⇒そのベースとなるハーブ・スパイスは？ （　カイエンペッパー　）

45 　　⇒（　タコス　）や（　チリコンカン　）などに使われる。

46 　　⇒チリはスペイン語で（　辛い　）の意味。 　

47 二辛五香で配合されるミックススパイスは？ （　七味唐辛子　）

48 　　⇒これは（　辛さ　）に特徴あるものを２種類、（　香り　 ）を重視したものを５種類配合するということ。

49 　　⇒よく使われるのは、（　カイエンペッパー　 ）、（　サンショウ　）、（　陳皮　）、青のり、ゴマ、麻の実、ケシの実など。

50 　　⇒（　ジンジャー　）や（　ユズ　）を加えることもある。

51 中国を代表するミックススパイスは？ （　五香粉（ウーシャンフェン）　）

52 　　⇒花椒（または（　サンショウ　））、（　クローブ　）、（　シナモン　）の3種類、（　スターアニス　）、（　フェンネル　）、（　陳皮　）
　　　のうち２種類、計5種類のスパイスのパウダーを配合するのが一般的。

53 インドの代表的なミックススパイスは？ （　ガラムマサラ　）

54 　　⇒これは（　３～１０　）種類のスパイスが配合されている。 　

55 　　⇒よく使われるのは（　カルダモン　）、（　クローブ　）、（　クミン　）、シナモン、ナツメグ、ペッパーなどで好みによってブレンドする。

56 フランスのミックススパイスは？ （　カトルエビス　）
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57 中近東のミックススパイスは？ （　ザーター　）

58 エジプトのミックススパイスは？ （　ダッカ　）

59 ハーブ・スパイスを育てる一番簡単な方法は（　苗　）から育てる。 　

60 　　⇒その際、（　健康　）な苗を選ぶこと。 　

61 　　⇒（　病害虫　）がいないか、根元がぐらつかずしっかり（　根をはって　）いるか、葉の色が（　鮮やか　）で、
　　　（　枯れて　）いないかをチェックする。

62 必ず手に取って苗の全体を確認し、（　新鮮　 ）でみずみずしい苗を選ぶ。 　

63 ビニールポットに入った状態では、（　根づまり　）や（　肥料　 ）不足になる。

64 　　⇒早めに（　鉢　 ）に植え替えること。

65 　　⇒植え替えにはひと回り以上（　大きい　）鉢を用意する。 　

68 生長に合わせて、（　１～２　）年を目安に少しずつ（　大きい　）鉢に植え替えると丈夫に育つ。

69 （　通気性　）がよく、（　排水　）しやすい（　素焼き　）タイプがおすすめ。

70 手順として、まず鉢の底に（　鉢底ネット　 ）を敷く。 　

71 　　⇒鉢底から土が（　こぼれ　）たり、（　虫が入っ　）たりするのを防ぐ。

72 　　⇒水はけをよくするため、（　軽石　）を鉢底が隠れるまで入れる。 　

73 　　⇒苗を仮置きする際、鉢の縁から（　３～５　）㎝下がっている位置にする。 　

74 　　⇒ポットの穴に（　指　）を入れて押し、苗を取り出す。 　

75 　　⇒（　根　）を傷つけないよう、土と根を軽く（　ほぐす　）。

76 　　⇒苗を入れ、周りから土を（　すき間なく　）、苗の根元まで入れる。 　

77 　　⇒下に着いた（　葉　）が埋まらないように注意する。 　

78 　　⇒苗を定着させるため、根元の周りを（　指　）で軽く押す。 　

79 　　⇒（　鉢底　）から水が流れ出すまで、(　たっぷり　）水をやる。

80 　　⇒鉢に植えてから（　１～２　）日ほどは（　半日陰　）に置いて管理する。

81 種から育てる場合は、（　環境　 ）や（　季節　）に適した新鮮な種を入手する事が大切。 　

82 自分が育てたハーブ・スパイスからできた種を使うときは、（　収穫時期　）や（　保管方法　）に注意する。
種まきには２種類ある。

83 　　⇒（　４月～５月　）初旬にまくのは「（　春まき　）」

84 　　⇒（　寒さ　）に弱く、夏から秋にかけて花が咲くもの。 　

85 　　⇒（　９～１０月　）初旬にまくのは「（　秋まき　）」 　

86 　　⇒寒さに強く、（　春　）に花が咲くもの。 　

87 （　タイム　）や（　ローズマリー　）などはどちらのまき方でもよい。

88 迷った際は、購入した種袋に発芽の（　適温　）が書いてあることが多いので参考にする。 　

89 （　寒さ　）に弱いハイビスカスの種は５月の（　連休明け　）にまくと発芽しやすくなる。

90 種まきの手順は、鉢底ネットを敷き、（　軽石　）を入れる。 　

91 　　⇒プランターの縁から（　６～７　）㎝くらいのところまで土を入れる。 　

92 小さい種の場合は、二つ折りにした紙で（　均一　）にまく。

93 　　⇒そのまき方を何というか？ （　ばらまき　）

94 大きい種の場合は（　2.5　）㎝ほどの間隔をあけ、土の上に種が重ならないようにまく。

95 　　⇒そのまき方を何というか？ （　点まき　）

96 小さい種の場合は、二つ折りにした紙で（　種　）が見えなくなるくらいまで（　軽く　）土をかける。

97 大きい種の場合は、種の厚みの（　約3倍　）ほどの土をかける。 　

98 小さい種の場合は、プランターの下に水を入れた（　受け皿　）を置き、底から水を吸わせる。 　

99 大きい種の場合は（　ジョウロ　）で水やりをする。 　

100 （　半日陰　）に置き、土の表面が（　乾いた　）ら水をやる。

101 大きくなったら（　鉢　）に植え替える。 　

102 土の前面にまく方法で、小さい種に用いるまき方は？ （　ばらまき　）

103 　　⇒その代表的なハーブ・スパイスは？ （　カモミール　）、（　シソ　）、（　チャービル　）、（　ディル　）

104 間隔を決めて（　２～３粒　）ずつまく方法で、大きい種に用いるまき方は？ （　点まき　）

105 　　⇒その代表的なハーブ・スパイスは？ （　コリアンダー　）、（　セージ　）、（　バジル　）

106 （　定規　）などでまく位置に溝を作り、そこに二つ折りにした紙で種をまく。 　

107 この細かい種に用いる方法は？ （　条まき　）

108 　　⇒その代表的なハーブ・スパイスは？ （　チャイブ　）、（　ルッコラ　）

109 ばらまきや条まきをした場合は、発芽して葉が（　２枚　）ほどになってきたら 　
１本おきに根元から（　ハサミ　）で切って（　間引き　）する。

110 栽培に使う土は、（　ハーブ　）用もしくは（　野菜　）用として市販されている園芸用の（　培養土　）を選ぶ。

111 　　⇒（　肥料　）などが配合されていて手軽に使うことができる。 　

112 土選びの際に大切なのは（　水はけ　）の良しあし。 　

113 乾燥した場所を嫌うものは（　保水性　）の高い土を選ぶとよい。 　

114 （　日当たり　）、（　風通し　）がよい場所に置いて育てるのが基本。

115 　　⇒なかでも、（　午前中　）に日が当たる場所がよい。 　

116 　　⇒ただし、（　夏　）の日差しが強いときは、（　半日陰　）に移す。

117 （　風通し　）が悪い所では、うまく育たないうえ、（　病害虫　）が発生しやすくなる。

118 ハーブ・スパイスの名観は、雨に当たりすぎると（　枯れ　）てしまうものがあるため、（　梅雨　）や秋の長雨の時期は注意する。
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119 （　ラベンダー　）や（　ローズマリー　）などは（　雨　）に弱いため、土の状態を確認して、雨の当たらない場所に移す。

120 冬場の（　寒さ　）にも注意が必要。 　

121 　　⇒弱いものは（　部屋の中　）の日が当たる場所に移す。 　

122 水やりは、土の表面が乾いて（　白っぽく　）なってきたら、まんべんなく全体に与える。 　

123 水が鉢底から（　流れ出す　）までたっぷり水やりをする。 　

124 回数は春と秋は、一日に（　１回　）程度。 　

125 夏は乾燥しやすいため、（　午前と夕方　）の涼しい時間帯に（　２回　）。

126 日差しの強い（　日中　）は避ける。 　

127 冬は（　土が乾いて　）来たら水やりをする。 　

128 ハーブ・スパイスは（　水　）をやりすぎると（　根が腐って　）しまうこともあるので、水やりは少し（　控えめ　）にする。

129 ハーブ・スパイスはそれほど多くの（　肥料　）を必要としない植物。 　

130 品種ごとの特徴をつかみながら、すこし（　控えめ　）にする。 　

131 肥料は、鉢に（　植える　）際に土に混ぜる方法と、年に１～２度、（　成長　）期や（　収穫　）の前に与える方法がある。

132 与えるのは、効き目が与えた時から現れ、ある程度期間続く（　緩効性肥料　）。 　

133 市販の肥料には、植物の生長に多く必要とされる、（　窒素　）、（　リン酸　）（　カリ　）が含まれている。

134 　　⇒これらを（　大量三要素　）と呼ぶ。 　

135 ハーブ・スパイスの種類によって適した配合バランスが（　異なる　）。 　

136 （　葉　）を収穫するバジルなどは（　窒素　）が多いもの。

137 （　花や種　）を収穫するフェンネル、ラベンダーなどは（　カリ　）が多いもの。

138 （　根　）を収穫するエキナセアなどは（　リン酸　）が多いものを選ぶ。

139 ハーブ・スパイスの特徴の一つは、病気や（　害虫　）の心配が少ないこと。

140 　　⇒（　日当たり　）と（　風通し　）のよい所に置く。

141 　　⇒（　枯れた　）枝や葉、花はすぐに（　取り除く　）。

142 　　⇒枝や葉が（　伸びすぎた　）場合は適宜摘み取って（　風通し　）をよくする。
こまめに観察し、対策することが重要である。

143 　　⇒葉や花が（　変色　）していないか？ 　

144 　　⇒（　害虫　）に食べられた様子はないか？ 　

145 早期に発見した場合は、病気にかかったり害虫に食べられた部分を（　取り除く　）だけでよい。

146 ダニは乾燥すると葉の裏に付くため、葉の裏側に（　霧吹き　）などで水をかけて予防する。

147 （　アブラムシ　）を見つけたら、（　ハケ　）などで取る。

148 葉に（　虫食い　）を見つけたら、害虫を取る。 　

149 （　気温　）も（　湿度　）も高い日本の梅雨や夏は多くのハーブ・スパイスにとっては大敵。

150 （　梅雨　）の前に伸びすぎた葉や枝を切って（　収穫　）し、蒸れないように株の根元に（　日　）が当たるようにする。

151 茎の先端の（　若い芽　）を切ると、脇からも芽が出てきて枚数が増える。 　

152 （　タイム　）や（　ラベンダー　）などは花が終わってから行う。

153 枝や茎、葉が伸びすぎたり茂りすぎたりして込み合ってきたら、切って形を整え、風通しを良くすることを何というか？
（　剪定　）

154 込み合った枝葉を切って株元に日が当たるようにし、新しい枝葉の生長を促すことを何というか？
（　切り戻し　）

155 先端の若い芽を切り、（　芯　）の生長を止めることで脇から芽が出て、新しい枝葉の生長を促すことを何というか？
（　摘芯　）

156 収穫の際に摘芯を兼ねるハーブをあげよ。 （　バジル　）、（　シソ　）、（　ミント　）

157 収穫に適した時期の目安は（　５月　）下旬から（　６月　）中旬。
部位によってタイミングが異なる。

158 　　⇒葉は？ （　花が咲き始める前　）

159 　　⇒花は？ （　満開の少し前　）

160 　　⇒根は？ （　葉や茎が枯れ始めたら　）

161 大きくなった葉を茎ごと根元から切るのが適したハーブ・スパイスは？
（　ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｾﾘ　）、（　ルッコラ　）、（　ディル　）、（　コリアンダー　）

162 使う分を枝ごと切るが、残った枝には必ず葉が残るようにするのが適した適したハーブ・スパイスは？
（　セージ　）、（　タイム　）、（　ローズマリー　）

163 摘芯を兼ねて収穫するのが適したハーブ・スパイスは？ （　シソ　）、（　バジル　）、（　ミント　）

164 ハーブ・スパイスを増やすもっとも簡単な方法は？ （　挿し木　）、（　挿し芽　）

165 （　根元　）の近くに生えている丈夫な枝や茎を選んで切る。 　

166 　　⇒それが適したハーブ・スパイスは？ （　ローレル　）、シソ科：（　シソ　）、（　セージ　）、（　タイム　）
（　バジル　）、（　ラベンダー　）、（　ローズマリー　）

167 挿し木の方法は若い枝を（　５～１０　）㎝ほど切り、枝の下から半分ほどのところに生えた葉を（　切り落とす　）。

168 グラスなどに（　葉　）がつからないくらいの量の水を入れ、切った枝を入れて（　半日　）ほどおき、しっかり吸水させる。

169 ビニールポットに土を入れて割り箸などで（　穴　）をあけ、枝を挿す。 　

170 底から（　水　）が流れ出すくらいまで水やりをする。 　

171 （　直射日光　）や（　風　）が当たらないようにして（　毎日　 ）水やりをする。

172 （　一週間　）ほどたったら水やりは（　控える　）。

173 ボットの底から（　根　）が出てきたら、鉢に植え替える。



営業利用、再配布を禁止いたします。個人利用でのみでお願いします。

174 値が張って大きくなったハーブ・酢パスは、掘って鉢から取り出し、複数の株に分けて植える方法は？
（　株分け　）

175 　　⇒適したハーブ・スパイスは？ （　オレガノ　）、（　チャイブ　）、（　マジョラム　）、（　レモングラス　）

176 （　ミント　）は株分けでお増やすことができる。 　

177 鉢から株を取り出し、優しく土を落として（　根　）をほぐす。

178 株の根をいくつかに分ける。

179 分けた株それぞれに（　鉢　）を用意して土を入れ、個別に植える。

180 鉢底から水が流れ出すまで（　たっぷり水やり　）する。 　

181 （　半日陰　 ）に数日置く。 　

182 ドライにしやすいハーブ・スパイスは？ （　オレガノ　）、（　セージ　）、（　タイム　）、（　マジョラム　）、（　ミント　）
（　レモングラス　）、（　ローズマリー　）、（　ローレル　）

183 （　葉　）ごと収穫したハーブ・スパイスを少量ずつひもなどで束ね、（　逆さま　）に吊るして乾燥させる。

184 吊るす場所は（　風通し　）のよい（　日陰　）を選ぶ。

185 完全に乾燥させたら、（　密閉容器　）に入れて、（　６カ月　）を目安に保存。

186 葉や種だけを保存する場合は、（　乾燥　）させた後に茎から取るとよい。 　

187 大きい葉や花は（　通気性　）のよいざるなどを使ってもよい。 　

188 ざるなどに１枚ずつ（　重ならない　）ように並べ、風通しのよい（　日陰　）に置いて乾燥させる。

189 （　直射日光　）を当てないように注意する。 　

190 （　新聞紙　）などで覆いをすると、きれいに（　色　）が残る。

191 完全に乾燥させたら、（　乾燥剤　）と一緒に（　密閉容器　）に入れて、（　６カ月　）を目安に保存する。

192 タッジーマッジーに用いられたハーブ・スパイスは？ （　セージ　）、（　ラベンダー　）、（　ローズマリー　）、（　ローズ　）

193 その香りと（　殺菌　）などのはたらきから、（　病気　）や悪霊を退け、（　幸運　）を呼ぶと考えられ、持ち歩く習慣が生まれた。

194 タッジーマッジーの別名は？ （　幸運の花束　）、（　言葉の花束　）


