
アイコンの説明

1. キャベツ アブラナ科

植付時期 9月上旬

収穫時期 11月上旬～12月上旬

株 間 40cm

豊富なビタミンCと、胃腸

に良いビタミン U を含む。

水溶性ビタミンのため、生

食、スープなど汁ごといた

だける調理がおすすめ。

3. 黒キャベツ アブラナ科

植付時期 9月中旬

収穫時期 12月中旬～3月中旬

株 間 30cm

ちりめん状の不結球形キャ

ベツ。一枚ずつ収穫できる。

生食には向かないので、煮

込み料理や、素揚げでチッ

プスに。

5.スティックカリフラワー アブラナ科

植付時期 9月上旬

収穫時期 11月中旬～下旬

株 間 35cm

房ごとにカットして収穫で

きるユニークなカリフラ

ワー。来園の度にカットし

て収穫も可。甘味が強く生

食もできる。

7.カリフラワー オレンジ アブラナ科

植付時期 9月上旬

収穫時期 12月上旬～2月下旬

株 間 45cm

茹でても変色せず、鮮やか

なオレンジ色。甘味があり、

サラダ、ピクルス、ポター

ジュスープにも。

2.トレビス（チコリー） キク科

植付時期 9月上旬

収穫時期 11月中旬～12月上旬

株 間 30cm

鮮やかなワインレッド色で

サラダを美しく彩る。

この色素はポリフェノール

の一種「アントシアニン」

で、抗酸化作用がある。

4.ロマネスコ アブラナ科

植付時期 9月上旬

収穫時期 1月上旬～2月中旬

株 間 40cm

形が美しいイタリアの伝統

野菜。さっと茹でて料理

に添えたり、よく煮込んで

スープやピクルスに。

6.カリフラワー 白 アブラナ科

植付時期 9月上旬

収穫時期 11月上旬～12月中旬

株 間 45cm

ビタミンB群、ビタミンC

を豊富に含む。

サラダ、煮物、炒め物に。

8.ブロッコリー アブラナ科

9月上旬

11月中旬～12月下旬

40cm

カロテン、ビタミンC、カ

ルシウム、鉄分などミネラ

ルに富む緑黄色野菜。特に

茎の部分に栄養がたくさん

含まれている。

植付時期

収穫時期

株 間
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…育てるのが難しい野菜です。

珍 …珍しい品種の野菜です。

収穫時期が春です

収穫期が 4月〜 6月頃とかなり遅めです。
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11.ミニハクサイ アブラナ科

植付時期 9月上旬

収穫時期 11月上旬～12月中旬

株 間 30cm

食べきりサイズで使いやす

い。球高20cm前後、球径

10～ 13cm。

炒め物や漬物、鍋物に。
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10.玉レタス キク科

植付時期 9月中旬

収穫時期 10月下旬～11月上旬

株 間 30cm

水分が豊富な低カロリー野

菜。ビタミン、ミネラル、

食物繊維が含まれるので免

疫力アップに。

12.チマサンチュ キク科

植付時期 9月上旬

収穫時期 10月上旬～11月上旬

株 間 30cm

焼肉を巻いた利用法が多

い、アジアで発達したレタ

ス。一枚ずつ収穫できる。

9.茎ブロッコリー アブラナ科

9月上旬

11月上旬～1月上旬

45cm

茎も甘くて柔らかく、次々

と伸びる側花蕾を長期間収

穫できる。ブロッコリー同

様栄養価が高い。

植付時期

収穫時期

株 間

14.シュンギク キク科

植付時期 9月上旬～10月中旬

収穫時期 10月上旬～11月下旬

株 間 15 ～20cm

すき焼きや鍋物野菜の定

番。カロテン含量が多く、

独特の香りは胃腸の働きを

良くし、咳を鎮める作用も

ある。

13.コマツナ アブラナ科

植付時期 3月下旬～10月下旬

収穫時期 5月上旬～12月下旬

株 間 5cm

初心者におすすめ！

全てのビタミン、ミネラル

を豊富に含み、特にカルシ

ウムの量が多い緑黄色野菜。

16.ミズナ アブラナ科

植付時期 3月下旬～10月下旬

収穫時期 5月上旬～2月下旬

株 間 5～30cm

育てやすくおすすめ。小株

どり～大株まで、間引きな

がらの収穫が可能。鍋やサ

ラダ、漬物などで大活躍。

15.ホウレンソウ アカザ科

植付時期 9月下旬～10月下旬

収穫時期 10月下旬～1月下旬

株 間 5cm

鉄分、カロテン、ビタミン

が豊富。根元のピンク色の

部分には骨の形成を助ける

マンガンが含まれている。

種 

難



３

22. わさび菜

18.赤ミズナ

アブラナ科

アブラナ科

植付時期

植付時期

9月上旬～10月中旬

9月上旬～10月下旬

収穫時期

収穫時期

10月下旬～3月中旬

10月上旬～2月下旬

株 間

株 間

15 ～40cm

5 ～ 30cm

爽やかな辛味とシャキシャ

キとした歯ごたえでサラダ

にすると美味しい。天ぷら、

お浸し、煮物にも。

目に良いアントシアニンが

通常のミズナの10倍。

サラダ、漬物、おひたしな

どの料理のアクセントに。

24. ナバナ

20.タアサイ

アブラナ科

アブラナ科

植付時期

植付時期

9月上旬～10月下旬

9月上旬～10月中旬

収穫時期

収穫時期

11月下旬～4月中旬

10月中旬～12月上旬

株 間

株 間

20 ～30cm

20 ～ 30cm

甘みとほろ苦さがあり、春

の旬を感じる野菜。側枝の

発生が旺盛なので、長期間

に渡って収穫できる。

寒い冬に旬を迎える中国野

菜。間引き菜や下葉からの

かき葉として摘み取りもで

きる。油炒め、汁の実、煮

食などに。

　　　
21. 大阪しろな

17.ミブナ

アブラナ科

アブラナ科

植付時期

植付時期

9月上旬～11月中旬

3月下旬～10月下旬

収穫時期

収穫時期

11月上旬～1月下旬　

5月上旬～2月下旬

株 間

株 間

15 ～30cm

5 ～ 15cm

育てやすく美味しい。江戸

時代より栽培される「なに

わの伝統野菜」。漬物、煮

浸し、炒め物に。

京都の壬生（みぶ）地区で

多く栽培されてきた京野

菜。ピリッとした辛味と風

味が特徴でやわらかい。サ

ラダ、漬物、鍋物に。

23. タカナ

19.チンゲンサイ

アブラナ科

アブラナ科

植付時期

植付時期

9月上旬～10月中旬

9月上旬～10月中旬

収穫時期

収穫時期

11月上旬～2月下旬

10月上旬～12月中旬

株 間

株 間

15 ～30cm

15cm

葉が幅広で細かいちりめん

状になり、茎葉は肉厚で独

特の香りと辛味を持つ。漬

物として浅漬や本漬、炒め

物、煮食に。

肉厚で美味しい。ビタミン

が豊富で、たんぱく質と一

緒にとると吸収率が良くな

るので肉や卵と炒めると良

い。

26. コールラビ アブラナ科

植付時期 9月上旬

収穫時期 11月下旬～12月下旬

株 間 15cm

球形に肥大した茎を食べる

野菜。玉の直径 5 ～ 6cm

で収穫。ポトフなどのスー

プやバター炒め、浅漬けな

どに。

25. 菜っぱミックス アブラナ科

植付時期 9月上旬～10月下旬

収穫時期 10月下旬～12月下旬

株 間 3cm

ベビーリーフに最適な 10

種類の葉物野菜のミックス

種子。赤、緑、黄色系の混

合で、葉形は長卵形、ギザ

ギザ形など。
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31. 黒丸ダイコン アブラナ科

植付時期 9月上旬～10月上旬

収穫時期 11月上旬～12月下旬

株 間 10 ～15cm

ヨーロッパで 16世紀頃か

ら栽培されているダイコ

ン。黒いのは表皮だけで根

の内部は白い。煮物、炒め

物で美味しい。

35. ニンジン セリ科

植付時期 9月上旬

収穫時期 12月中旬～2月上旬

株 間 10cm

発ガン予防作用のあるカロ

テンを多く含む代表的な緑

黄色野菜。生食、煮物や炒

め物、ジュースにしても美

味しい。

33. カブ アブラナ科

植付時期 9月上旬～10月下旬

収穫時期 10月中旬～12月上旬

株 間 5～15cm

小カブから中大カブまで随

時収穫が楽しめる。甘くて

柔らか。サラダや煮物に。

29. 赤ダイコン アブラナ科

植付時期 9月上旬～10月上旬

収穫時期 11月中旬～1月下旬

株 間 25cm

外皮も内部も真っ赤なミニ

～ミディサイズのダイコ

ン。甘くてジューシーな食

味はサラダや漬物に最適。
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32. 辛味カブ アブラナ科

植付時期 9月上旬～10月下旬

収穫時期 10月上旬～12月中旬

株 間 15cm

究極の薬味カブ「暮坪かぶ」

として有名。寒くなるほど

辛味が出てくる。蕎麦や刺

身の薬味として美味。

34. サラダカブ アブラナ科

植付時期 9月上旬～10月上旬

収穫時期 10月下旬～12月下旬

株 間 10 ～20cm

手で皮がむけるサラダカ

ブ。育てやすく、肉質はと

ても柔らかで甘みがある。

皮は赤く、根の内部は白い。

36. 金時ニンジン セリ科

植付時期 9月上旬

収穫時期 12月中旬～2月上旬

株 間 10cm

正月のおせちに欠かせな

い、色ツヤの良い金時ニン

ジン。抗酸化作用を持つリ

コピンを多く含み、中まで

紅色。

28. 紅芯ダイコン アブラナ科　　

植付時期 9月上旬～10月上旬

収穫時期 11月上旬～12月下旬

株 間 25cm

見た目が綺麗、食べても美

味しい、桃紅肉の丸ダイコ

ン。肉質は柔らかくて歯切

れ良く甘い。サラダ、おろ

し、漬物などに。

30. 祝ダイコン アブラナ科

植付時期 9月中旬～10月下旬

収穫時期 10月下旬～1月下旬

株 間 10 ～15cm

奈良県の大和伝統野菜。輪

切りの円満大根で、雑煮、

煮物に。小ぶりなので省ス

ペースでも育てやすい。

27. ダイコン アブラナ科

植付時期 9月上旬～10月上旬

収穫時期 11月上旬～12月下旬

株 間 20 ～30cm

低カロリーで、ビタミンC

や消化を助けるジアスター

ゼを含む健康野菜。葉にも

カルシウムなどの栄養が豊

富。

珍 珍
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39. パクチー（コリアンダー） セリ科

植付時期 9月上旬～10月下旬

収穫時期 9月下旬～11月下旬

株 間 5～15cm

エスニック料理に欠かせな

い香草。種はスパイスに利

用。ビタミンA、B2、Cが

豊富で、デトックス、アン

チエイジング効果も。

37. 黄ニンジン  セリ科

植付時期 9月上旬

収穫時期 12月中旬～2月上旬

株 間 10cm

珍しい黄色いニンジン。目

に良いとされるルテインの

含有量が一般のニンジンに

比べると高い。サラダの彩

りなどに。

38. スティックフェンネル セリ科 

植付時期 9月上旬～10月中旬

収穫時期 10月上旬～12月下旬

株 間 5～15cm

ほんのりと甘く、食欲をそ

そる清涼感のある香り。ス

ティック状で食べやすく、

加熱すると茎先もやわらか

に。

43. ジャガイモ42. 九条太ネギ ナス科ユリ科

植付時期植付時期 9月上旬～9月下旬9月上旬

収穫時期収穫時期 11月下旬～12月下旬10月中旬～1月下旬

株 間株 間 15 ～25cm15 ～ 20cm

ビタミンCや食物繊維を豊

富に含み、加熱してもビタ

ミンCが損なわれにくい。

肉じゃが、みそ汁の具、フ

ライドポテトなどに。

関西地方で広く作られてい

る葉ネギ。柔らかく香りが

よい。サラダ、煮物、焼き

物に。

41. 葉タマネギ ユリ科

植付時期 9月上旬

収穫時期 11月上旬～1月下旬

株 間 10cm

辛味が少ないので、サラダ

やオニオンリングなどに。

葉は柔らかく栄養満点で、

新鮮なうちに青ネギと同じ

使い方ができる。

40. ワケギ ユリ科

植付時期 9月上旬

収穫時期 10月上旬～4月中旬

株 間 10 ～15cm

収穫しても残った株から新

しい芽が出るので、数回収

穫が可能。生のまま薬味に

したり、みそ汁の具などに。

ネギ・種イモ
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44. キヌサヤ マメ科

植付時期 10月中旬～11月上旬

収穫時期 4月中旬～5月下旬

株 間 20 ～30cm

若さやごと食べるサヤエン

ドウ。ビタミンCが豊富。

料理の彩りや煮物、炒め物

に。

収穫時期が春です 45. 紫エンドウ マメ科

植付時期 10月中旬～11月上旬

収穫時期 4月中旬～5月下旬

株 間 20 ～30cm

赤花で美しい実エンドウ。

さやは紫色、中の実は緑色。

豆ご飯にすると、赤飯のよ

うにほんのり薄ピンク色に

なる。

収穫時期が春です

48. ソラマメ マメ科

植付時期 10月中旬～11月上旬

収穫時期 5月中旬～6月上旬

株 間 30cm

3 粒さやの一寸ソラマメ。

ボリュームのある大粒で食

味良好。たんぱく質、ビタ

ミン B群、C、鉄分などを

多く含む。

収穫時期が春です 49. イチゴ バラ科

植付時期 10月中旬～11月中旬

収穫時期 5月中旬～6月上旬

株 間 30cm

ビタミンCの宝庫。イチゴ

5粒で、1日のビタミン C

必要量が摂取できるほど。

デザート、ジャム、ケーキ

などに。

収穫時期が春です

46. 実エンドウ（矮性） マメ科

植付時期 10月中旬～11月上旬

収穫時期 4月中旬～5月下旬

株 間 20 ～30cm

草丈 40 ～ 50cm のつるな

し種。実エンドウは食物繊

維の含有量が野菜の中でも

トップクラス。

収穫時期が春です 47. スナップエンドウ（矮性） マメ科

植付時期 10月中旬～11月上旬

収穫時期 4月中旬～5月下旬

株 間 20 ～30cm

草丈 80cm のつるなし種。

さやは肉厚でやわらかく、

甘みがあり美味しい。

※常備種のベビーリーフ（レタスミックス）、ラディッシュ、ルッコラの種は常時ご用意しております。
　ご入用の際は、スタッフまでお申し付け下さい。

収穫時期が春です

豆類・イチゴ苗
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