
No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

1 促成（沖縄野菜） パラミツ (派羅蜜) 和名 - パンの木
英名 - ジャックフ
ルーツ

・世界最大級の果実といわれ、国産では15～20kgにもなる。
・未熟果は野菜として煮たり、炒めたりします。・和名（パ
ンの木）は、パラミツを焼くと、パンの匂いがする事から起
因。・完熟した時の匂いは強烈で、パイナップルにやや近い
です。

沖縄県（離党含）、東南アジア 7～8月

2 不明 大長茄子 － 名前：オオナガナス　分類：ナス科ナス属特徴：晩生種栽培
は九州が多く、長さ40cm～45cmにもなるナスで耐暑性、耐乾
性に優れている。柔らかい肉質が特徴で、煮物や焼き物に使
われる。

栽培は九州が多い －

3 促成 味小茄子 サファイヤ茄子 ・茄子は一般的に栽培しやすいため、いろいろな用途で使わ
れている

山形 7～8月

4 促成（京野菜） 赤かぶ － 伝統野菜として親しまれ、現在に至っています。中身・茎・
ともに赤く、漬物にすると染まり方が色鮮やかで、歯ごたえ
があります。

京都・滋賀 主に11月～12月

5 野菜 赤しそ － 赤しその赤色はシソニンで、抗酸化作用が強く、細胞の活性
化と、肌・脳・血管の老化防止効果があるといわれていま
す。

－ －

6 促成（京野菜） 伏見唐辛子（赤） 伏見甘、甘長 伏見唐辛子の赤は、青よりも甘味が強い。 京都 －

7 促成（京野菜） 万願寺唐辛子(赤) － 万願寺唐辛子は、京都の最北部舞鶴市万願寺地区固有の品
種。こちらも伏見唐辛子同様、赤い方が甘い。

京都 5月～11月

8 不明 赤みず ウワバミソウ 消化力があり、麦飯、アワ、ヒエ、ソバなどと一緒に食べる
と消化不良を起こさないそうです。

山形、秋田 3月後半～5月旬

9 不明 赤みずの実 みずこぶ ミズのコブにはビタミンA，C，E　ポリフェノ－ルが凝縮さ
れている 目、肌の老化、ガン・脳卒中・心筋梗塞の予防にミ
ズ特有のネバネバ成分は粘膜を保護・胃腸の働きを活性化す
る

岩手、秋田、山形 8月～10月中旬

10 果菜 赤ナス － 果皮色赤紫色で形は他の茄子よりも太く育つ。大きいもので
約33cmに。 肉質は軟らかく多汁質でアクが少なく、食味が優
れている。

熊本 夏

11 促成（特別栽培野
菜）

赤ねぎ レッドポワロー、
あくつねぎ

白根の部分が赤くなることから「赤葱」。白根も葉も食べる
ことが出来る。同じ苗を植えても、他の土地では赤くならな
いと言われているとか。

茨城 11月中旬～2月上旬

12 促成（つまもの） 赤のり － - － －
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

表面の棘が細かく密なものの方が香
りの柔らかい甘い果肉が得られま
す。 切り売りの場合、種の大きさが
揃っているもの。

－ ◎注意　調理の際、ゴム液が付着しますので、事前にサラダ
油等を手や包丁に塗る等して下さい。 種 - 5分程茹でた後、
固い皮を除きバター炒め未熟果 - 野菜炒め等完熟果 - 果物と
して

－ － 柔らかい肉質が特徴で、煮物や焼き物に使われる。

・まっすぐな物・色があり、光沢が
あるもの・へたの切り口にブクがな
いもの

－ ・一夜漬け・浅漬け。主に、漬物に適していて、焼き物、煮
物には使用しない

－ － 甘酢で漬け込んでサラダ風にどうぞ。

葉の縮れたもの、縮れが細かいもの － しそジュース 水1.8リットルを沸騰させ、赤しそ300gを入れ
る。しその赤い色が落ちたら、しそをひき上げる（約5分位）
冷めないうちに砂糖1キロと食酢500mlを入れる。好みによっ
て水や炭酸水で割る

－ － －

－ － －

茎が長く、赤い物 － ゆでて外皮をむいて、たたいてもよし、そのまま汁物、煮び
たし、天ぷら、油炒めなどで また、生のまま塩漬けしてのち
に塩抜きしてから醤油や味噌に漬けてもよいそうです。

なるべく、こぶの大きな物 － 茹でて、たたいて、味噌と和える 茹でて、たたいて、ワサビ
醤油で食べる茹でて醤油に一時間ほど漬ける茹でて塩に漬け
る

－ － 加熱調理により本来の特性が生かされるため、焼き茄子や煮
物向き。

－ － －

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

13 洋菜 赤ピーマン － ピ－マンは熟すにしたがって色が黄色か赤色に変化していき
ます。この完熟したものが赤ピ－マンで、大きさはピ－マン
と同じくらいです。甘みが増し、カロテンの含有量も増える
ので、最近人気があります。ピ－マンは栄養価の高い野菜で
す。特に多いのがビタミンAとCで、ビタミンCはトマトの約4
倍、レモンの約2倍もあります。カロテンも含みますが、これ
は赤ピ－マンの方が圧倒的に多く、緑ピ－マンの約7倍もあり
ます。

千葉 通年

14 促成 赤唐辛子 － - － －
15 促成（つまもの） 赤とさか とさかのり 葉の縁に鶏のとさかのような凹凸があることから、「とさか

のり」と言われるようになったとか。「赤とさか」「青とさ
か」「白とさか」と3色あるが、もともとは同じ海藻を原料と
して作られている。とさかのりを天日干しすると、くすんだ
紫色が鮮やかな赤色に変わる、これが「赤とさか」。

－ －

16 促成（沖縄野菜） 赤　瓜 毛ウリ：現地呼称
「モーウィー」

・1ヶ500g以上の大きさになる野菜で、表面に編み目が形成さ
れています。 ・琉球王朝（15世紀）頃にシルクロ－ドを経由
して持ち込まれたと言われています。

沖縄県名護市　他 夏季6～8月

17 野菜 昭島ささげ 湯上がり美人 甘みがあり、シャキシャキした食感です。 岐阜県飛騨地域 8月～10月

18 促成（特別栽培野
菜）

ウコン － 原産地はインド-中国（唐時代）、日本は室町時代以前。 沖
縄では琉球王朝時代、専売とされ、民間栽培は許されなかっ
たほどの貴重品だったとか。通常ウコンと表記されている場
合は、秋ウコンのこと。花は秋に咲く。細胞を老化させる活
性酸素を除去したり、解毒作用、脂肪代謝の促進、殺菌、抗
炎作用、食物繊維の豊富さなど、最近では、美容と健康維持
食品として注目されている。

沖縄（沖縄では「うっちん」と呼ば
れている）

－

19 促成 アルファルファ － 日本名を「紫うまごやし」という、牧草の種子を発芽させた
もやしです。糸のように細くて柔らかいので糸もやしとも呼
ばれます。タンパク質、無機質、ビタミン類に富み、コレス
テロ－ルを下げる効果もあり、欧米では「食糧の父」ともい
われています。やや青臭みがありますが、シャリッとした歯
触りとうまみを生かし、サッと洗ってサラダにします。

－ －

20 洋菜 アーリーレッド 赤玉ねぎ、紫玉ね
ぎ

”赤い色の素はポリフェノ－ルです。 老化防止、脂肪の吸収
の抑制に効果が有るといわれています。 ”

静岡（春）　北海道（秋・冬） 春～初夏

21 果菜 甘辛ピーマン － ピリッと辛いピ－マン。青唐辛子よりは辛味がある。刺激
たっぷり！

千葉 夏

22 促成 甘長唐辛子 － 肉質がしっかりしており、風味が豊か。ピ－マンやししとう
とはまた違った風味を楽しめる。辛味がほとんどなく、焼
き、揚げ、煮もの様－な料理に活躍！

徳島、愛知 通年
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － 赤ピーマンは生で食べるより調理をしてこそ栄養素をうまく
取り入れる事が出来ます。赤ピーマンは、炒めてもビタミン
Cはほとんど減ることはありません。サラダ、肉詰め、油炒
め、てんぷらなど色々な料理に使えます。

－ － －
－ － －

・全面的に張りのあるもの・凹凸が
少なく、きれいなだ円形状のもの

－ 関東には馴染みのない野菜ですが、胡瓜の一種ですので、漬
物・サラダ等でご利用下さい。その際に表面の皮は堅いので
必ず剥いて下さい。 沖縄では煮物にも利用しています。

－ インゲンなどと同じマメ類です。紫
色の斑紋があり、見た目は悪いです
が、熱湯でゆがくと斑紋が消えてき
れいな緑色に変化します。

－

－ － －

－ － －

丸く、皮にツヤが有る物が良い。 へ
こみの有る物は良くない。

－ サラダにうすくスライスして加えると美味しいです。 マリ
ネ・酢の物など、お酢を使うと色が鮮やかに出ます。

－ － －

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

23 果菜 アナスタシアピー
マン

－ アナスタシアに含まれるカロチン物質（カロチン・リボフラ
ビン・ビタミンC・ビタミンE・亜鉛・銅）はガンの抑制効果
がある。

千葉、鹿児島 夏

24 促成（京野菜） 京青味大根 － 京都の伝統野菜。現在の中京区西ノ京（旧葛野郡朱雀野村）
の原産とされているが、約150年前、右京区で、絶滅した郡だ
いこんの変異種として作られたもの。

京都 －

25 促成（沖縄野菜） 青パパイヤ － 徳之島では長寿野菜として親しまれている。角切りにして豚
肉と炒めたり、漬物にしても。クセがないので、どんな料理
にも使える。カレ－に入れると肉が柔らかくなる。ビタミン
Cと食物繊維が豊富。消化酵素（パパイン）の働きによって
免疫不全、血流不全などの改善にも注目されている。

沖縄、九州 6月～11月

26 促成（つまもの） 青たで － タデの一品種。子葉が緑のもの。紅たでに比べて辛味が少な
いことが特徴。ビタミンCが豊富。

福岡 通年

27 促成 青唐辛子 － - 千葉 －
28 促成（つまもの） 青とさか とさかのり（緑と

さか）
葉の縁に鶏のとさかのような凹凸があることから、「とさか
のり」と言われるようになったとか。「赤とさか」「青とさ
か」「白とさか」と3色あるが、もともとは同じ海藻を原料と
して作られている。とさかのりを石灰水にて浸漬処理したも
のが「青とさか」。

－ －

29 促成（特別栽培野
菜）

アピオス ホドイモ マメ科の蔓性多年草で、ネックレス状になる塊根を食用しま
す。ピンポン玉ほどの小さな里芋のような根野菜。糖尿病、
肥満、高血圧、アトピ－などに効果的とか。栄養価は非常に
高く、ジャガイモに比べ鉄分4倍、繊維質5倍、たんぱく質6
倍、カルシウムは30倍、他にビタミンCやEも含んでいる。

－ －

30 促成 アロエ － アロエベラはカリブ海に浮かぶバルバドス島を原産地とする
ユリ科の多年生多肉植物で、ねぎやにんにく等とは親戚関係
にあります。アロエベラの正式学名は「アロエ バルバデンシ
ス ミラ－」といいますが、現在では通称「アロエベラ リン
ネ」という名前で一般的に使われています。ベラとはラテン
語で「真実」という意味で、植物学者のリンネが、約500種類
あるアロエベラの中で「ベラこそ真実のアロエ」と発表した
ことに由来されます。ちなみにアメリカの一部の地方ではア
ロエベラを「True　Aloe」と呼びます。

沖縄 通年

31 促成（つまもの） 浅月 － ビタミンC、カルシウム、鉄など多く含まれています。 繊細
な香り・辛みが特徴です。

東京・埼玉・各地 －



No

23

24

25

26

27
28

29

30

31

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ ポリエチレンの袋に入れて野菜室に
保存

－

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －
－ － －

－ － 丸ごとベーコンでくるみ、フライパンで焼き色が軽く付くま
で炒める。

－ － －

色が少し白っぽいもの まっすぐなも
の

－ きざんで薬味に小口切りで、魚料理のつまに シチューやスー
プにも



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

32 促成 あしたば 学名：アンゲリカ 今日摘んでも明日になると新芽が出てくるから、明日葉と言
うそうです。高血圧予防、利尿などに効果有り。

伊豆七島 －

33 不明 あしつきなめこ － - － －
34 洋菜 アスパラガス － 鮮度が落ちやすいので買ったらすぐに硬い根元とハカマを

取って硬めに茹で、早めに食べます。残りはラップに包んで
冷凍室で保存し、1～2ヶ月以内に食べます。2～3日で食べき
る場合は穂先を出して新聞紙に包み、立てて冷蔵庫の野菜室
で保存しましょう！このときも根元とハカマは除きます。い
ずれにしても乾燥を防ぐことがポイント。

北海道、長野県、そのほか 一年中出荷されていますが、路地物
の旬は5月から6月頃

35 促成 アスパラ菜 － - 新潟 10月から3月

36 洋菜（輸入野菜） アーティーチョー
ク

－ - フランス、アメリカ、イタリアほか 5月から6月が旬です。

37 不明 あわびたけ － - － －
38 促成（つまもの） 鮎たで 葉たで 笹たでの若い茎葉。鮎の塩焼きに欠かせないので「あゆた

で」と呼ばれる。葉をすりつぶして、酢を加えた「たで酢」
は、殺菌作用がある。鮎の塩焼きはやはり「たで酢」で食し
たいところ。

－ －

39 促成 ベビーコーン － ベビ－コ－ンとは、スイ－トコ－ンの雌穂を幼いうちに採っ
たものです。特徴はシャキシャキとした歯ごたえと、ほんの
りとした甘み。中華料理ではおなじみですね。

タイ 通年

40 洋菜（ハーブ） ベビーリーフ サラダミックス いろんな種類のハ－ブや野菜の幼葉をミックスしたハ－ブで
す。栄養価は成長した葉と同じです

福岡など －
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

茎が太すぎるのは筋があって硬い － アクが強いのでゆでた後に水によくさらすことが必要天ぷ
ら、油炒め、おひたし、野菜ジュースに

－ － －
穂先が硬くしまり、茎がしっかりし
て20cm前後、緑色が濃くてまっすぐ
な物を選びます。また切り口が丸く
て白色のみずみずしいものが新鮮で
す。切り口が乾いて繊維が目立ち、
変色しているのは古い証拠！穂先の
開いたものもさけましょう！

－ 【アスパラとれんこんの巻き上げ】　アスパラとれんこんが
シャキッと歯ごたえ抜群の、簡単おつまみ（＾o＾）♪【材料
4人分】　グリーンアスパラガス10本、れんこん1節、春巻き
の皮10枚、小麦粉のり（薄力粉少々を水少々で溶く、揚げ油
適量。【作り方】(1) アスパラガスは根元の硬い部分を除いて
ハカマをとります。れんこんは皮をむいてアスパラと同じ長
さ、太さに縦に切り、酢水につけます。春巻きの皮は3cm幅
にきります。(2) 野菜の水気をふき、それぞれ春巻きの皮で巻
きます。野菜の端から2cmほど中に小麦粉のりをつけ、皮の
端を留め、包帯を巻く要領で斜めに巻き、最後をまたのりで
留めます。(3) 175度の揚げ湯でカラッと揚げ、油をきりま
す。

－ － アスパラ菜は、花蕾･茎･葉の全てを食べられます｡見た目には
茎が太く硬そうですが、茹でると甘味が出ておいしくなり、
アスパラのような味がします｡中国野菜の菜心と紅菜苔の血を
引く菜花の1つで、中華風だけではなく、天ぷらやグラタン、
漬け物など様々な料理に適しています｡

緑色が鮮やかで、l茎の切り口がみず
みずしいものが新鮮です。先端部分
が紫色のものも色がくっきりと鮮や
かなものを選びます。ガクが厚く
ふっくらしていて、大きさも均一な
ものが良品です。逆に灰色ががって
張りのないものは避けましょう。

時間が経つにつれてどんどん鮮度が
落ちるので、なるべくその日のうち
に食べたいものです。どうしても保
存する場合は、乾燥しないようにポ
リ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れ
ます。（＾＾）『すぐたべちゃ
おー』

【材料　2人分】　アーティーチョーク1個、ニンニク・アン
チョビー（ヒシコイワシを塩漬けしたもの）・黒オリーブオ
イル・揚げ油各適量、レモン汁1/2個【作り方】（1）　アー
ティーチョークは縦の4つ割りにし、中温（170度～180度）よ
りやや低めの揚げ油ゆっくりときつね色になるまで揚げて油
をきります。（2）　ニンニクはすりおろし、アンチョビーと
黒オリーブはみじん切りにして、好みの配合で混ぜ合わせ、
オリーブオイルを少しづつ加えてなめらかなソースを作り、
温めます。1のアーティーチョークのガクを一枚づつはがして
ソースとレモンでいただきます。（＾＾）『おフランス料理
ざます！』

－ － －
－ － －

－ － 食べ方は工夫次第でいろいろ楽しめます。定番は中華やサラ
ダですが、スープに入れたり、カレーやシチューに入れても
良く合います。

－ 多くのハーブは冷たすぎる風を嫌い
ます。冷蔵庫に保存する場合は、冷
風を直接受けないよう、保管してく
ださい。低温に弱いものは、涼しい
場所で保管するのもよいでしょう。

サラダ、サンドイッチの材料やステーキの下にひいたりして
好みに応じてどうぞ。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

41 野菜 こねぎ（万能葱） 葉ねぎ このこねぎの中でも[万能葱]は九州で開発された青ネギの一
種で[万能ネギ]という名前は品種でなくブランド名です。登
録商標されているのでJA筑前あさくら以外では使用できませ
ん。 ビタミンA・カロテンを多く含みます。

－ －

42 洋菜（ハーブ） バジル（シソ科） スイートバジル・
バジリコ　和名：
目箒（めぼうき）

さわやかな甘い香り消化の促進 葉から取れる精油は神経をリ
ラックスさせる効果が

インド・西アジア －

43 果菜 ばってん茄子 － 小ぶりで身がしまった水茄子系統の茄子。従来の茄子に比べ
て、糖度が高く、水分が多くてアクが少ない。サラダにして
生で食することも可能。浅漬けや一夜漬けにしても。ルチ
ン・エルセレチといった成分の働きによって熱を冷まし、血
液の滞りをなくし、のぼせや高血圧の改善作用がある。脳出
血を予防するビタミンPや生活習慣病に役立つぺリフェノ－ル
を含んでいる。

熊本（興農園と種苗メーカー共同で
商品開発した小ナス)

周年出荷が可能

44 洋菜（ハーブ） ベイリーフ － クスノキ科の常緑高木で、個体ごとに雌株と雄株がありま
す。歴史の古いスパイスの一つで、小アジア（トルコのアジ
アよりの内陸）原産と言われています。英米ではベイリ－フ
またはロ－レルなど、仏ではロ－リエなどと呼ばれます。ベ
イリ－フとポルトガル産のロ－レルとは種類が違うようで、
香りにも若干の違いがあるようです。

－ 通年

45 促成 米ナス － アメリカで栽培されている品種、ブラックビュ－ティ－を日
本で改良したものが主体で、ほかのナスと違って茎やガクが
緑色をしています。種子が少なく果肉が締まっていて煮くず
れしにくい特徴があり、詰め物をして煮たり、ワイン蒸しに
してマリネなどにも使われます。

－ －

46 促成（沖縄野菜） 紅芋粉末 － - 沖縄 －
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

まっすぐで青味が濃いものがよい 葉
の先までピンとはっているものを選
ぶ 保存する時は新聞紙に水をぬら
し、下のほうを中心に巻いておくと
良い。

－ 汁の実や、鍋物・ぬた・薬味など あさつきよりお手頃なので
ふんだんに使えそう！

花穂、葉 － 料理 オリーブオイルと相性がよく、サラダ・前菜に ハーブ
ティ バジルペーストにしたり、オイルやビネガーに漬け込ん
で 健康 ハーブバスに 香水・石けんなどに利用される その他
香りは蚊やハエを防ぐ効果が

－ － －

収穫してすぐの葉はやや苦みがある
ので、数日乾燥したものの方が使い
やすいです。ローリエの香りは乾燥
させてもすぐには失われませんが、
あまり日数のたったものはやはり香
りが徐々に抜けて弱くなっているの
で、購入時には注意が必要です。

－ －

－ － 【米ナスのはさみ揚げ】　ひき肉をはさんで衣揚げにしたボ
リューム満点メニュー【材料　4人分】　米ナス2個、鶏ひき
肉250g、A（しょうゆ・砂糖各小さじ1/2、塩少々、とき卵
1/2個、片栗粉大さじ1、長ネギ（みじん切り）1/2本分）、B
（小麦粉（薄力粉）カップ1、片栗粉大さじ2、ベーキングパ
ウダー小さじ1、塩小さじ1/3、水カップ3/4、サラダ油大さじ
2）、片栗粉少々、揚げ油適量、豆板醤・酢しょう油各適量。
【作り方】（1）　まず衣の準備をします。Bの調味料をよく
混ぜ合わせ、20分～1時間ねかせておきます。（2）　米ナス
はヘタを切り落として1個を8枚の輪切りにし、水にさらして
アク抜きします。（3）　鶏ひき肉にAの材料を加え、手で粘
りが出るまでよく混ぜ合わせて8等分にします。（4）　2のナ
スの水気を丁寧にふき、両面に片栗粉を薄くまぶして余分な
粉は払い3の具をはさんで軽く押さえるようにしてなじませな
がら形を整えます。（5）　揚げ油を中温（170度～180度）に
熱し、4のなすを形をくずさないように注意して1の衣の中を
くぐらせながら入れます。ときどき返しながら、全体がきつ
ね色になるまで揚げて油をきります。（6）　器に盛りつけ、
豆板醤や酢じょうゆを添えて食卓でつけながらいただきま
す。

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

47 促成 紅菜花 － 茎（抽台茎）を食べるアブラナの一種です。その名前の通り
赤味を帯びた濃緑で、葉脈は赤～紫、特に葉の裏は赤紫で
す。別名のムラサイ菜の名前の由来ともなっています。葉柄
や抽台茎は赤紫色で、花は黄色です。食べるのは花を支える
紫色の花茎（抽台茎）で、25～30cmになり、1～2輪開花した
時に収穫します。

神奈川　埼玉　千葉 早春から春

48 促成（つまもの） 紅たで － 葉と茎に特有の辛味と香りがあります。魚の臭みを取った
り、毒消しの働きもします。

福岡 通年

49 洋菜（輸入野菜） ベルギーエシャ
ロット

－ 英名はシャロット。国産エシャロットまたはエシャレットの
名で売られるものは、特殊栽培したラッキョウのことで、本
物とは別種です。カロチン、ビタミンC、鉄分に富んでいま
す。

フランス 年間を通して海外から輸入されま
す。

50 洋菜 ビーツ 火炎菜、火炎大根
（大根ではありま
せん）

ビ－ツの葉（若いもの）は、デトロイトとも呼び、サラダな
どで食べられています。 ビ－ツの成分は、ほとんど糖質で
す。 砂糖大根と、同じ種類に分類されます。

長野、海外ではオランダ・オースト
ラリア

針物が出回るのは夏ですが、よく食
べられるのは秋～冬

51 洋菜 ブロッコリー － ビタミンC、B群、カロチン、カリウム、鉄などが豊富 ビタミ
ンKも多く含まれている ※ビタミンKはカルシウムの代謝を促
進し、骨を作る働きを高める栄養分

愛知・沖縄・各地 11月～3月

52 洋菜 ブラウンマッシュ
ルーム

－ 洋風料理の普及につれて栽培されるようになったため、英名
のマッシュル－ムの名で親しまれていますが、日本の正式名
称はツクリタケ。

アメリカ、フランス、中国、オラン
ダ、日本では千葉等

一年を通して出荷されている

53 不明 ブナピー 白ほんしめじ、ホ
ワイトぶなしめじ

ぶなしめじを品種改良した、ホクトオリジナルのきのこ。ブ
ナピ－の「ピ－」は、ぷるんぷるんとした歯ごたえPulunの
「P」を表現しているとか。甘味があってクセがないので、き
のこが苦手な人にも。

新潟 －
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－ － 油炒めや茹でて利用されます。

－ － おもに刺身のつま

－ － ニンニクと玉ネギを混ぜて穏やかにしたような風味です。み
じん切りにして炒めるととてもよい香りが出ます。フレン
チ、イタリアンの名脇役。フォン・ド・ヴォーや、ソース・
ベアルネーズ、ブール・ブランなどのソースづくりには欠か
せません。肉や野菜をローストする前にみじん切りを炒める
と、香りづけだけでなく、におい消しにもなります。生のも
のは、刻んだりすりおろしたりしてドレッシングに入れて。
玉ネギのようにオールマイティに使える優れものです。

さわって軟らかいものは鮮度が落ち
ています。かたいものが良い。

－ 皮をむかずに、少し塩を加えた水で茹でます。手で皮がむけ
るようになれば下ごしらえ完了です。 キャベツや人参、ベー
コン等とスープに ボルシチには必ず使用されます ポテトサラ
ダに加えると、鮮やかな色合いが出ます

濃い緑色で、色にむらのないもの 花
蕾が大きく、堅く締まっているもの
切り口の茎に空洞があるものは避け
る

鮮度が落ちやすいので、火を通して
から保存するとよい

ブロッコリーのフライ ブロッコリーをころもにくぐらせ、パ
ン粉をつけて揚げる。パン粉に粉チーズを加えて、風味を変
えてもいい。

傘が割れたりしていないもの、軸が
折れたりせずピンとしているものが
良品。（＾＾）『よく売れている店
で買おうー』

－ 【マッシュルームのコリアンダー煮】　欧米ではポピュラ－
オイルビネガー煮です。【材料　4人分】　マッシュルーム2
パック、コリアンダーシード5g、ローリエ4～5枚、オリーブ
油カップ1と3/4、白ワインビネガーカップ1/2、塩少々。【作
り方】（1）　マッシュルームは石づきを切り落とし、汚れを
ふきんできれいにふきとります。（2）　鍋を熱してオリーブ
油少々をなじませ、1のマッシュルームを入れて軽く炒めま
す。（3）　2のマッシュルームに油がなじんだらコリアン
ダーとローリエ、塩を加えて混ぜ合わせ、白ワインビネガー
を加えて中火にします。（4）　3が沸騰したら残りのオリー
ブ油を加え、ふたをして弱火でゆっくりと煮ます。（5）　4
のマッシュルームが薄茶色に変わって、しっとりと柔らかく
なったら火を止め、器に盛り付けます。（＾＾）『炒め物に
は、ブラウン！ぶらうん！』

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

54 洋菜 ブロッコリーニ － ブロッコリ－ニを開発したのは、日本の種苗メ－カ－、
（株）サカタのタネである。ブロッコリ－ニは、ブロッコリ
－の先端についている花蕾（からい＝つぼみのこと）の部分
にアスパラガスの長い茎をつけたような姿をしている。
ちょっとスマ－トなブロッコリ－といった感じの野菜だ。味
はブロッコリ－に似ているがくせはあまりない。

米国 通年

55 促成（特別栽培野
菜）

キャンディキャベ
ツ

－ 静岡県湖西市で2001年、土壌分析に基づいた土作りを行った
結果、このキャベツが誕生。特徴はなんと言っても、甘味。
通常のキャベツより糖度が3度高くなっている。生食も良い
が、ロ－ルキャベツなど、火を通しても甘くなる。

静岡 11月中旬～3月中旬まで

56 洋菜 カリフラワー（オ
レンジ・パープル
含む）

花野菜 ・ビタミンC，b1，b2のほかにタンパク質やカルシウムなど
が含まれている。 ・美容、ガン予防、ストレス解消

北海道・長野・新潟・東京 冬

57 洋菜 セロリ オランダ三つ葉 ビタミンB1　B2　カルシウム 日本の品種はコ－ネル6.9がほ
とんど（ま緑のトップセラ－は苦すぎて、ほとんど流通して
いない

長野、静岡 4～8月

58 洋菜（ハーブ） チャード ふだん草、唐ぢ
しゃ

味は、ツルムラサキに似ている。ほうれん草の根元の赤い部
分の味をもっと濃くしたような感じで、茎の色が黄色のもの
と赤いものがある。

－ 通年

59 果菜 チェリートマト
（黄色）

－ プチトマト（ミニトマト）の中で最もポピュラ－なトマト
で、コロンとした丸型、甘味と酸味のバランスもよいため子
どもにも人気がある。付け合せやお弁当のおかずにぴったり
だが、サッとソテ－したり、煮込みに使っても美味しい。も
ともとは航空機の機内食用に一部地域で作っていたが、今で
は各地で栽培されるように。

－ －

60 洋菜（ハーブ） チャービル セルフィーユ
（和）ウイキョウ
ゼリ

上品な甘い風味生の葉にはビタミンCやカロチン。マグネシ
ウム等が多く、消化促進・血行促進・優性カタルの改善等の
作用が...

ヨーロッパ・西アジア －

61 促成（中国野菜） チンゲンサイ － 軸の部分が淡青色のため青梗菜と名が付いたそうです。 全国 －

62 促成 チシャトウ カキヂシャ・ステ
ムレタス・茎チ
シャ・アスパラガ
スレタス

レタスの近縁種で、肉厚の茎を食用にします。歯切れがよ
く、美味です。利用する部位から茎チシャとも呼ばれます
が、茹でた茎部は透明感のある緑色で、わずかに苦みがあり
ます。

四川省など中国全土 －

63 野菜 朝鮮人参 － 抗酸化作用を持つリコピンを含んでいます。滋養強壮に。 － －

64 不明 茶太郎 － 食物繊維が豊富、ノンカロリ－。タンパク質や脂肪の代謝を
よくするビタミンB2も含まれる。普通のえのきより、歯ごた
えがある。

新潟 －
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－ － ボイルやフライ、ロースト、蒸し、グリルと幅広い。

－ － －

・色が白く、固まっているもの。 ・
重くて、葉っぱ付きのもの

－ 茹でる時、塩を加えるとナトリウムの影響で柔らかく茹で上
がります。 また、レモンまたは酢を加えるときれいな白色に
茹で上がります。

しんの太いもの － つけもの

－ － －

－ － －

葉・茎 － 料理 素材や調理法を選ばずに俗に美食家のパセリとも呼ばれ
ている 健康 葉の浸出液のローションパックには肌を浄化して
柔軟性を保ち、シワを防止するとも...

新鮮そうな物 － 煮たり、炒めたり広範囲に利用できます。

－ － －

色が鮮やかで、首が青みがかってい
ないもの

－ 天ぷらに 水炊きの具に

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

65 促成 大長なす オオナガナス 九州地方で広く栽培されているなすで、耐暑製、耐乾性に優
れています。代表的な品種としては久留米長、長崎長、博多
長などがあり、長いもので40cm以上にもなります。皮が硬
く、果肉は柔らかいので、焼きナスや炒め物、煮物にむきま
すが、漬物には不向きです。最近では関東の市場でも見かけ
るようになり、料理にあわせて使い分けることもあります。

－ －

66 促成 橙（だいだい緑
色・ポンズ用）

－ ペクチンが多く含まれる 静岡 10月～11月前半

67 洋菜（ハーブ） ディル（セリ科） ディルウード
（和）いのんど

糸のような細かい葉が羽のようにひろがり、真ん中の傘状に
広がった花茎の先にとても小さな黄色い花を密集してつけま
す。すっきりした香りが持ち味。ガスによる腹の張りや不眠
症の緩和等にも...

イラン・インド・ヨーロッパ －

68 促成 海老芋 － 海老の形をしてるから海老芋 主成分である糖質とたんぱく質
は腸内吸収率が高く、穀類のでんぷんとは違う性質を持って
います。ビタミンB2も多く、脂肪の燃焼効果もるといわれ、
カロリ－も低いのでダイエットには最適な食材といえます。
塩分の排泄効果があるカリウムが、じゃが芋より豊富であ
り、高血圧な方の栄養補給にも適しています。サトイモ科独
特のヌメリの正体は、ムチンという解毒作用のある酵素で、
肝臓や腎臓を丈夫にして老化防止に役立つと言われていま
す。

静岡、京都 通年

69 促成（飾り物） エビス笹 － - － －
70 促成 枝豆 － 大豆だから栄養満点 おまけに大豆では失われてしまうビタミ

ンAやC、カロチンも豊富。
新潟、山形で昔から産するだだ茶、
いうなよといった変てこな名の甘み
の濃い枝豆が七日

額に汗して働いた後の風呂上がり！

71 促成 枝豆の束 － - 千葉、群馬 －
72 果菜 枝付きトマト － 昔はオランダから直輸入されている珍しいトマトだったが、

最近は栃木や山形でも栽培されている。チェリ－トマトより
大きめの品種で、糖度が高く、色も真っ赤で味がよいと評
判！世界各地で栽培されているトマトならではのバリエ－
ションだが、供給量は少なく、価格の面から見てもやや割
高。

－ －

73 促成（飾り物） エディフルフラ
ワー

食用花 カ－ネ－ションやバラは、食物繊維が多く含まれているので
便秘に良く効く エディブルフラワ－はビタミンやミネラルな
ど栄養バランスがほどよくとれた花である ホウセンカ、ス
ナップドラゴンやプリムラはビタミンCが豊富、カレンジュ
ラはビタミンAの含有量がひときわ高い。 バラとカ－ネ－
ションは食物繊維が多く、便秘改善におすすめ。 貧血には鉄
分たっぷりのダイアンサスでミネラルを。

愛知 一年中



No

65

66

67

68

69
70

71
72

73

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － －

ツヤがあり、緑色が濃いものを。大
きさは大人のこぶしぐらいのものを

－ 半切りにしてしぼり、ポンズとして食する

花穂、葉、種子 － 料理 種子と花とはピクルスが一般的によく知られている。 魚
料理の香りづけや臭みとりにも。 若い葉ならバターやクリー
ムチーズに練り込んで。 健康 種子のハ－ブティには食欲増進
や消化促進等 その他 赤ちゃんの夜泣きやカンの虫にもハーブ
ティが効果有るらしい。

ズイキの所が黒くなっていない物、
白いもの

－ やや厚めに皮をむいて煮物・揚げ物に使います。 皮をむいて
水で洗った後、水気を取りゆでずにそのまま煮汁で煮たほう
が。

－ － －
中がふっくらとして実が大きくなり
すぎていないものや、葉付きの場合
にはさやが密に付いているもの。

－ 炊き込みごはんに 緑のあんことしてずんだもちに

－ － －
－ － －

お皿や、その色に合わせていろいろ
な色の花

－ 水または塩水でさっと洗って、サラダに盛る 大きな花はガク
をとる 水にも入れて凍らせると、花びらも枯れずに香りも保
存できる



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

74 野菜 えのきだけ － 天然えのきたけは黄褐色で傘も大きく開いた形ですが、栽培
ものは品種改良と独特の栽培方法で、柄がヒョロッと長く、
白いもやし状です。古くはなめすすきと呼ばれて食用にされ
ていたようで、平安時代の『梁塵秘抄』には「まったけ、ひ
らたけ、なめすすき」という記載が見られます。江戸時代に
なると、えのきたけの出そうな木を、暗く湿った穴の中にお
いてむしろをかけ、米のとぎ汁をかけながら発生させた栽培
記録も残っています。

長野、その他 鍋物の季節冬場が旬ですが、一年中
出回っています。

75 不明 エリンギィ 和名としての正式
名称は無い

エリンギという名前は、学名プレオロ－タス　エリンジか
ら、「エリンギ」と呼ばれるようになったらしい。原産地は
ヨ－ロッパや北アメリカと言われている。クセのないきのこ
で、いろんな料理に使える。

新潟 －

76 不明 エシャレット － 国内で栽培されていたラッキョウの一種が西洋エシャレット
に似ていたため「エシャレット」と名づけられたといいいま
す。現在、西洋のものは「ベルギ－エシャレット」として区
別されています。 アルコ－ルを分解する働きのあるビタミン
B1が含まれているので、酒の肴にぴったりです。

茨城・静岡・各地 －

77 促成 エシャロット － 国内で生産されていた「ラッキョウ」の一種が西洋エシャ
ロットに似ていたため、「エシャロット」と名づけられたら
しい。現在西洋のものは「ベルギ－エシャロット」として区
別されている。フランス北部で料理に不可欠な食材ともいわ
れているのが本来のエシャロット。主な成分はたまねぎや
らっきょうと同様の「アリシン」。殺菌効果があるので、抗
炎症作用、風邪の予防に効果的。血液をサラサラにしてくれ
る。また、ビタミンB1との相性がとても良く疲労回復に速効
性あり！

茨城県、静岡県、他各地 －

78 促成（特別栽培野
菜）

越冬キャベツ 雪下キャベツ 秋に根を切り、天然の雪が積もるのを待って、雪を遮断し零
度前後に保ち、適度な湿度とすることで甘味が増します。

北海道 1～2月

79 促成（特別栽培野
菜）

越冬大根 雪下大根 ビタミンCが多く、アミラ－ゼを多く含んでいますが、熱す
ると効力を失います。 秋に収穫し、雪の中に入れることに
よって甘味が上がります。

北海道 1～2月

80 洋菜（ハーブ） フレンチ・タラゴ
ン

タラゴン・エスト
ラゴン

清涼感のある、甘いアニスのような香り 春から初夏までが旬
健胃・強壮等の効果

東ヨーロッパ・西アジア・ロシア －



No

74

75

76

77

78

79

80

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － 【えのきたけのフライ】　酒のおつまみにぴったりのおつな
味です！【材料　4人分】　えのきたけ2袋、焼き海苔1枚、小
麦粉（薄力粉）・とき卵・パン粉各適量、揚げ油適量。【作
り方】（1）　えのきは石づきを切り落として小房に分けま
す。（2）　焼き海苔は3cm幅の帯状に切り、さらに5cmの長
さに切り分けます。（3）　2の焼き海苔で1のえのきたけをく
るりと巻き、巻き終わりは水をつけて留めます。（4）　パン
粉はミキサーかフードプロセッサーにかけてごく細かくしま
す。（5）　3に小麦粉を薄くつけて余分な粉は払い落とし、
とき卵、パン粉の順にフライ衣をつけて手で軽く押さえてな
じませます。（6）　揚げ油を180度に熱して5を入れ、カラリ
ときつね色に揚げて油をきります。【メモ】　繊細なえのき
たけに合わせてパン粉を細かくしておくところがポイント。
硬くなったバゲットをすりおろしてもよいでしょう。好みで
揚げたてに塩少々ふりかけたり、レモン汁を絞りかけます。
（＾＾）『お酒ぐびぐび、つまみパクパク！』

－ － －

色白で太すぎないほうがいい － そのまま味噌をつけて酒の肴として 塩をふって肉料理に 天ぷ
らにもどうぞ

－ － －

全体に重みがあって、緑のはっきり
しているもの

－ 外の葉よりもむしろ芯の近くのほうがより甘味が凝縮されて
います。生でも煮ても炒めても味わえます。

断面できめ細かく、みずみずしいも
の 全体でツヤとハリのあるものがよ
い

－ －

葉 － 料理 ステーキ・魚料理・鳥料理等の風味すけに... 他の香草と
合わせると一層優しい風味を発揮します。 健康 ハーブティー
には食欲増進 消化促進等の効果



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

81 洋菜 フリルレタス(きく
科)

－ 葉緑に浅い切れ込みがあり、フリル状になってる レタスに比
べて栄養価（ミネラル）が高い（特にビタミン類） 歩留まり
がたかく、調理時の調整（オペレ－ション）が容易 レタスに
比べて厚い葉肉、食感がよくサクサクしてる リ－フレタスに
比べて苦みが少なく、風味の良さはレタスに似ている 日本初
の非結球レタスです

福岡　千葉　長野 冬～春

82 野菜 サラダオニオン
（フルーツタマネ
ギ）

－ 新鮮な「フル－ツたまねぎ」は辛みが少なく、糖度は10度以
上と果物のように甘く、美味しさは格別です。水にさらさな
くても生で食べられるため機能性食品としての価値もありま
す。「葉」を付けた「葉タマネギ」としても出荷でき、その
葉は、煮たり炒めたりすると、ネギよりも美味しいと評判で
す。真珠のように真っ白なタマネギと鮮やかなグリ－ンのコ
ントラストが美しく、味も見た目にも美味しいタマネギで
す。

熊本 11月から1月

83 野菜 ふき 和名は蕗、英名は
Japanese butterbur

数少ない日本原産の野菜。平安時代にすでに栽培され始めた
とのこと。冬に黄色の花を咲かせるところから、冬黄（ふゆ
き）がつまって「ふき」になったと言われている。 ビタミン
A、B1の他、カリウム、カルシウム、ナトリウムなどのミネ
ラルや繊維質が多く含まれる。春の乾燥してほこりっぽい空
気は、粘膜に炎症を起こしやすくなるが、ふきを煎じて飲め
ば、苦味成分が作用し、咳が静まる。胃の弱い人や食欲のな
い人、また、便秘気味の人にも効果がある。

ふきの原産地は日本で、北海道から
九州まで全国の山野に自生してい
る。

－

84 不明 ふきのとう ヤマブキ、フウ
キ、フキンポ、タ
ンバ、バンケ

せき止め カロチン、ビタミンA豊富 山形、秋田、青森、群馬 12月頃から出るが、2月後半～3月位
の路地物

85 促成（京野菜） 伏見唐辛子 伏見甘、甘長 京都を中心に栽培される甘味種の唐辛子。辛味が殆どなく焼
き物・煮物・天ぷら等に使われる。伏見唐辛子の赤は、青よ
りも甘味が強い。

京都 5月下旬～9月

86 促成 ガリ生姜 － － － －
87 促成 銀杏（から付き） － でん粉・カロチン・ビタミンCを含む（カロチンとビタミンC

が豊富！）。藤九郎・金兵・九寿と品種があり、中でも藤九
郎が殻が薄く一番とされている

愛知・熊本・大分 9月～10月



No

81

82

83

84

85

86
87

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

鮮やかな緑色をしてるもの かたいも
の

－ サラダに ホットドックやサンドイッチ

－ － －

－ － －

雪の少ない地方→つぼんでいる・苦
味が強い 雪の多い地方→黄色い苞が
平いて苦味が弱い 苞の中が黒いもの
はだめ！！

－ 天プラ 刻んで味噌汁 刻んだフキノトウと味噌を混ぜて、フキ
味噌を作ってもOK

－ － －

－ － －
九州産は旬の終わりになると、実が
入ってないものも出てくる場合があ
ります。そのころには岐阜産のほう
がおすすめです。

－ 封筒にギンナンを入れて（必ず少し殻にヒビを入れて）レン
ジで2～3分で出来上がり



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

88 洋菜 ゴマの葉 エゴマ（シソ科） 種子にはオレイン酸、リノレン酸等の脂肪油、ペルリアルデ
ヒド、グリセリド等の不飽和脂肪酸等を含む リノレン酸には
アレルギ－を予防する効果がある。 又、香りの成分であるペ
ルリアルデヒドには防腐作用があり、食中毒を防止するとい
われている。 アレルギ－予防・ガン抑制・動脈硬化・心臓病
等にすぐれた効果があるらしい。

インド・中国南部など －

89 野菜（加賀野菜） 五郎島金時 － ・繊維質とヤラピン（傷を付けたとき出る白い乳液）が便秘
の予防に効果的！！ ・ビタミンCや加熱しても損失が少ない
βカロチンをたっぷり含み、切らずに丸ごと調理したほうが
効果的！！・胸やけしない食べ方は皮といっしょに食べた
り、牛乳など酸を中和する食品といっしょに！！

金沢（五郎島・栗崎・大野・大徳地
区）

8月中旬～6月下旬

90 促成（沖縄野菜） ゴーヤカリント － ゴ－ヤを主原料とした香り豊かな健康茶。ゴ－ヤの種には脂
肪の代謝だけを促進し、筋肉がおちないと評判の共役リノ－
ル酸が含まれている。

沖縄 －

91 促成（沖縄野菜） ゴーヤ茶 － － － －
92 野菜 グリンピース － エンドウの実は、グリ－ンピ－スと呼ばれたり、えんどう豆

と呼ばれたりする。鮮度が落ちるの早く、時間が経つにつれ
て味も栄養分も失われるので、新鮮なうちに食べきるのが良
い。インゲンと似たような栄養成分になっているが、ビタミ
ン類はエンドウの方が多い。美肌、ストレス解消、便秘予
防、疲労回復に効果的。

鹿児島 4-5月

93 洋菜 グリーンカール 品種:リーフレタス
系（結球しないレ
タス）

ビタミンC、カロチン、カリウムなどはサニ－レクスより多
く含まれている くせのない味

長野・茨城・福岡・愛知・千葉…etc. 周年

94 野菜 グリーンボール Castanospermum
Austale（学名）

葉肉がやわらかく生食用に適しています。球はボ－ル型で尻
まで緑が濃いです。

北海道・鹿児島など －

95 促成（きのこ類） 行者にんにく アイヌネギ・エゾ
ネギ

強壮・疲労回復・風邪に 山形・秋田・青森・北海道 3月～5月

96 野菜 葉とうがらし Spilanthes acmella
var. oleracea（学
名）

品種（品種群）の名前ではなく、辛味が強い唐辛子の葉で
す。 葉っぱもピリッと辛いのが特徴で、夏の終わりから秋口
にかけて出荷される「唐辛子」を、小さな実がついたところ
で、葉ごと出荷されます。

－

97 促成（つまもの） 菊の葉 － － 愛知 通年
98 不明 白馬しめじ － 肉厚でシャキっとした歯ざわり、風味が豊かなことでも有名

です。塩分を対外に排出する作用があるカリウム、自己免疫
力を高めるβグルカンの含有量も高いことが特徴です。

長野 通年
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － 焼肉を包んで食べたり、天ぷらも美味しい。

－ － 焼いも、ふかしいも、天ぷら、大学いも

－ － －

－ － －
緑色が濃く、さやがしっかりしてい
るもの

－ －

全体…葉先まで張りがあり、尾の部
分が張ってボリュームのあるもの 葉
…先が傷んでないもの・折れたり変
色していないもの 切り口…茶色に変
色していないもの

－ サラダの色添え 手巻き寿司 焼肉を包んで食べる（肉料理の付
け合せ）

葉に勢いがあるもの・みずみずしい
もの

－ グリーンボールをそのまま、油で揚げます。器に盛りつけ
て、できあがり！

太く、葉の伸びていないもの 又、暖
かくなると茎がとろけるので汁物が
出るので注意!!

－ 天ぷらまたは茹でておひたし、和え物にするのが一般的だが
醤油漬け、味噌漬けキムチにしても美味しい。 またそのま
ま、あるいは軽く湯掻いた後、炒め物にしたり、汁の具とし
ても良いし、生のまま味噌をつけて食べるのも美味しい。

－ － 漬物や、茹でて佃煮でも召し上がれます。

－ － －
－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

99 野菜 白菜（アブラナ
科）

chinese cabbage
（英）　菘（中
国）

豊富に含まれるカリウムは、利尿作用があり、血圧を下げる
働きをします。 ビタミンCも比較的多く、風邪予防に ビタミ
ンB1やマグネシウム、食物繊維もあり、糖質は少ないので
キャベツより低エネルギ－です。

茨城・群馬・長野 11～2月

100 促成 ハロウィン南瓜 Atlantic Giant
Pumpkins Giant
Pumpkins

日本ではあまり定着していないが、アメリカではハロウィン
時期が近づくとお店のディスプレイなどで南瓜提灯（jack-o-
lanterns）をよく見かける。皮をくりぬいて顔の形にし、中身
はパイにして食べることもある。ハロウィンは、古代のケル
ト地方で行われていた、収穫を感謝して新しい年を迎えるた
めのお祭り（10月31日）。ケルトの一年は11月1日から始まる
ので10月31日は、日本で言うところのいわば大晦日。死者の
魂が帰ってくると言われており、悪い霊に悪戯されないよ
う、南瓜をくりぬいて顔の形にし、中にキャンドルを入れラ
ンタンする。

－

101 促成（つまもの） 防風・浜防風 ヤオヤボーフ　サ
ンゴナ

浜辺に生息しており、根は漢方薬に使われる（解熱・鎮痛な
ど）

茨城（埼玉） 1月～4月　多年草

102 不明 花びら茸 － 体内の免疫力を高めるβ-グルカンがアガリスク、ヤマブシタ
ケなどの2～4倍も含まれたキノコ。そのままさっと茹でてサ
ラダ風にポン酢、わさび醤油などで。また、お吸い物、鍋
物、煮物、炒め物、天ぷらなどにもぴったり！

静岡 －

103 促成（つまもの） 花穂 － 平安時代には香辛野菜として栽培が始まっていたという。小
さな花を付けたまま切り取ったものを、花穂じそという。大
量に食べることはまずないが、ビタミンAが豊富に含まれ
る。

愛知 通年

104 果菜 花子ちゃんトマト － 森の高冷地で減化学肥料栽培・減農薬栽培されている中玉ト
マト。海草（アルギッド）を主体に有機質の肥料をたくさん
使用し、食味の向上をめざして栽培している。除草剤も一切
使用せず、手作業で草むしりをしている。

青森 6月から9月まで

105 洋菜 花ッコリー － 山口県農業試験場で中国野菜のサイシンを母親、ブロッコリ
－を父親として育成され、平成8年より栽培され始めた山口県
の新しい野菜。茎まで全部食べられるので、捨てるところが
無い。ビタミンCは特に多く含み繊維質も豊富。くせがない
ので、和・洋・中と幅広い料理にも利用でき、野菜の苦手な
方にも。

山口県 10～3月

106 促成（飾り物） 花丸胡瓜 － 長さ6～7cmほどで花をつけたまま出荷される胡瓜の幼果で
す。おもに料理のあしらいとして使われることが多く、みそ
などつけてそのまま食べます。家庭で使うことは少なく、需
要は料亭やレストランなどがほとんどです。

愛知 通年

107 促成（中国野菜） 花ニラ 韮菜苔・テンダー
ポール

にら特有の臭みが少なく、甘みが有り、しゃきしゃきした歯
ごたえがあります。にらの嫌いな方でもなじめる。

中国、静岡、他 国産は夏場　中国産は冬場です



No

99

100

101

102

103

104

105

106

107

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

外側の葉の色の濃いもの 重いもの 芯
の切り口が茶色くなっているもの
や、芯が盛り上がっているものは避
ける。

－ 白菜を半分に切り、カットした面を上にして、晴れた日に風
通しのよい場所で2～3時間干すと水分が抜け、甘みが増しま
す たんぱく質を加えると食材としての価値が高まるので、鶏
のひき肉との重ね煮が最高。 利尿作用アップにはぜひ、生で
サラダでどーぞ。

－ － －

葉先のとけていないもの、茎が白い
物

－ おひたし・酢の物

－ － －

－ － つまやあしらい、吸い口などに利用される

－ － －

－ － －

－ － －

あまり柔らかくない物 － 茎の下のほうはかたいので、切り落として肉類と一緒に炒め
物などに使う 花の部分は塩漬けにも!!



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

108 果菜 華クィーントマト － 甘味が強く、普通のトマトに比べてビタミンCやカルシウム
の含有量が豊富。

佐賀 6月から9月ごろ

109 洋菜（輸入野菜） 葉なしウイキョウ － － － －
110 不明 はなたけ － － － －
111 促成 スアンペア 葉にんにく ひとかけのにんにくから芽がでて、葉が伸びたところを収穫

したもの。にんにくよりはおだやかな独特の風味がある。本
場中国の麻婆豆腐には欠かせない野菜。ソアンミャオの名で
知られる。

中国 －

112 促成 春キャベツ 新キャベツ キャベツはギリシャ時代には薬、ロ－マ時代には保健食とし
て食べられていた野菜。日本へは江戸時代にオランダから渡
来し、和名で「甘藍（かんらん）」と呼ばれ、観賞用だっ
た。食用として本格的に栽培されるようになったのは明治以
降のこと。キャベツはほぼ一年中露地栽培が可能で、今日で
は大根と並んで消費量の多い野菜。

－ 早春から5月半ば

113 野菜 ハス － ビタミンCが多いのが特徴です。空気に触れると褐変します
が、これはポリフェノ－ルという色素によるものです、最近
この色素にガンを予防する効果が有るという説もでてきまし
た。

茨城　そのほか 旬は11月から2月頃の冬場です！

114 促成 はす芋 青ズイキ 葉柄専用種で主に葉柄を食用とする 葉の葉脈がくっきりして
いる。地下部分の芋は小さく、食用にはならない。

－ 8月～11月下旬

115 不明 はたけしめじ － この「ハタケシメジ」、私たちが手軽に食べられるように
なったのは大量生産が可能になったからです。まず、王子製
紙（株）が兵庫県に所有している「海上山林（ウミガミサン
リン）」からハタケシメジの野生種を採取しました。これを
母材料に、亀山研究所で選抜・交雑育種により人工栽培可能
菌系を開発。そして王子製紙（株）森林資源研究所のバイオ
技術を導入することで、大量生産できるようになったので
す。

京都 通年



No

108

109
110
111

112

113

114

115

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － －

－ － －
－ － －
－ － －

巻きがふっくらしているもの 頭がと
がってないもの 艶と張りがあるもの

－ －

新鮮なものは自然な肌色をしていま
す。節と節の間が長く、ゆがみのな
い円筒形のもので、しっとりとつや
やかなものを選びます。切って売ら
れているものは、ぴったりとラップ
に包まれ、切り口が変色して無いも
のが新鮮です。穴の中が黒くなって
いるものは古いので避けます。（＾
＾）『肌色！、黒いのだめだめ』

－ 【れんこんの牛そぼろ煮】　ひき肉から出るだしで煮る、食
べ応えあるお惣菜！【材料　4人分】　れんこん大2節、牛ひ
き肉150g、酒カップ1/2、水カップ2、みりん・しょう油各
カップ1/4、片栗粉（倍量の水で溶く）大さじ1【作り方】
（1）　れんこんは皮をむいて7～8mm厚さの輪切りにし、流
水の下でさらして水気を切ります。（2）　鍋にたっぷりの湯
を沸かし、1のれんこんを入れます。れんこんが透き通ってき
たらざるに上げて水気を切ります。（3）　別の鍋に牛ひき肉
を入れ、酒を加えてよく混ぜ合わせ、中火にかけます。絶え
ず混ぜながらほぐして、そぼろ状になったら水を加えて強火
にします。（4）　3の鍋が煮立ったら火を弱め、アクを丁寧
に取り除きます。（5）　4に2のれんこんを加え、みりんと
しょう油を加えます。落としぶたをして中火で15分ほど煮詰
め、煮汁が少なくなってきたら、水溶き片栗粉でとろみをつ
けて仕上げます。（＾＾）『ごはんバクバク食う、食う！』
【メモ】　火の通りの早い素材とれんこんを煮るときは、こ
のように下茹でををしたほうが味が早くなじみます。酢を落
とした湯でゆでると白くなりますが、しょう味の煮物の場合
は、そのままゆでてもかまいません！

細い物より、太い物の方がより
Better! みるからに水々しい物

－ えぐ味がないので、皮をむいて和え物、酢の物、煮物に適し
ている。

－ － 洋風料理にもとてもよく合いますよ。 ビーフストロガノフ
や、シチューに もちろんお鍋に入れてもOK！



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

116 野菜 葉玉ねぎ － 一見、長ねぎのように、葉の部分が長く伸びている「葉玉ね
ぎ」。冬の間に植えた玉ねぎを早めに収穫して、わざと葉を
伸ばしています。もともとは、農家の方が、出荷できずに放
置しておいた玉ねぎを食べてみたところ、思いのほかおいし
かったというのが始まり。野菜があまりとれないこの時期の
貴重な青物として、昔から食べられていたそうです。玉ねぎ
や長ねぎよりも柔らかく、甘味が強くて、クセのないのが特
徴。ネギ類が苦手な方でも食べやすい味です。

千葉 冬場から3月頃まで

117 促成 はちく（淡竹） － 固めだがアクが少なく、味も淡白。地上に出てから収穫され
る。しゃきっとした食感が美味。

静岡ほか 5月

118 促成 葉付きミニ人参 － － － －
119 不明 葉わさび 花ワサビ 花ワサビ、葉ワサビ、共に食用として用いられるが、葉は小

皿のかわりにひきものとして 抗ガン作用・血栓予防作用・止
痛作用

静岡・福島 1月下旬～3月

120 促成（沖縄野菜） ヘチマ 現地呼称・ナー
ベーラー

糖尿病や腎臓病に効果があります。又、化粧水として話題も
呼んでおり、美肌効果も期待できます。昔、たわし替わりに
利用していたヘチマは完熟果を乾燥させたもので、食用へチ
マは未熟果を利用します。

沖縄県東風平（こちんだ）町 7～8月

121 促成 姫竹 チシマザサ、ネマ
ガリ竹

食用部分は先端の1/3ほどです 岩手、青森 4月中旬～5月

124 不明 ヒイラギ － 和名の「柊」は、葉の棘がささるとズキズキするほど痛いと
いう意味の古語「ひいらぐ」に由来するらしい。

福島県以西の本州、四国、九州から
沖縄、台湾に分布する。

常緑樹（花の咲くのは晩秋）

125 促成（沖縄野菜） シークァーサー 現地呼称・ヒラミ
レモン

産地の大宜味村は、長寿県沖縄の中でも特に高齢者が多く、
日本一の長寿地区と言われています。 現地呼称のシ－クァ－
サ－のほうが知名度が高いと思いますが、抗ガン作用に優
れ、某TV番組で大きく取り上げられました。

沖縄県　大宜味（おおぎみ）村 夏季（7～8月）

126 不明 平　茸 カノガ・ワカイ・
ソロバンダマ・オ
ワケ・ブナ

人工栽培されたものが「シメジ」という名で市場に出回って
いる 本当はヒラタケというのが正しい ただ人工栽培されたも
ので、直径5-10cmで平茸として出回っている

東北地方、三重 －



No

116

117

118
119

120

121

124

125

126

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － －

－ － －

－ － －
茎・葉のいたんでいない物、要
チェック!! 又、花ワサビの場合、花
の咲き乱れていない物

－ 水洗いして水を切って手早く（辛みが飛んでしまう）3cm位
に切りゆでます（約1分位）ゆで上がったら水気をとりタッ
パーに入れ（しょうゆを少量かけて）冷蔵庫で冷やして約1日
置くとOK。 失敗するとただの葉っぱ。辛みも何もありませ
ん”要注意”

へたの部分が黒っぽく、全体的に張
りのないものは収穫後、日数が経過
しています。デリケートな野菜で、
何かに当たると表面が黒く、変色し
ますので全体的に緑色のものを選び
ましょう。

－ ヘチマ料理は、ヘチマ自体に水分が多い為、水はやや少なめ
に加減して利用します。 白味噌で煮たり、そぼろ煮や、酢味
噌和え、煮物等で…食感は茄子に似ています。

切り口のとけていない物 － 天ぷら、フライ、汁物（取りたての物）

－ － －

表面に黒い斑点が出てくると古い証
拠です。 出荷は5月頃～10月頃まで
と長く、初夏。初秋の頃は緑色でな
く、みかん同様オレンジ色の物が出
回ります。

－ 鍋物の香り付けやポン酢替わりに 柚子やスダチと同様、料理
のアクセントに 絞り汁を薄めてドリンクに最近では、シー
クァーサーを使ったゼリーや洋菓子も店頭で見かける様にな
りました。

春と秋、広葉樹の幹や切り株・倒木
上に重なり合って生える。傘は扇形
のものが多く、直径5-15cmで表面は
灰白色、濃灰色。茎は白く短い。根
元に白い、短い毛が生えている。

－ 癖がなく、どんな料理とも良く合う。 特にバター炒めはうま
い。 すき焼き、野菜炒め、キノコ飯、鍋物など。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

127 不明 ひろっこ 秋田では「ひろっ
こ」、山形では
「きもど」

ノビルの若い芽のこと。春先に雪の下から掘り出す。疲労回
復・風邪予防に効果のある硫化アリルは長ネギの約2.5倍、老
化・ガン予防に効果のあるポリフェノ－ルはノビルよりも多
く含まれる。秋田県湯沢市に合併前の旧須川村で大正時代か
ら栽培が始まり、古くから栽培されるネギ科の多年草でアサ
ツキの一種。

秋田県 －

128 促成 ひしの実 水栗 胃腸の働きを活発にし、整えるプラトオリゴ糖が豊富に含ま
れている また、体内の有害物を排除する有機ゲルマニウムが
含まれている ガン予防にも効果があるそうです

福岡、中国・朝鮮半島 9月～10月

129 促成（つまもの） 乾き朴葉 － － － －
130 野菜 ほうれん草（アカ

ザ科）
－ 根元の赤い色は骨を形成するマンガンが多く含まれているの

で、捨てずに利用しましょう カロチンが豊富で、貧血防止効
果の鉄、ビタミンC、マグネシウム、亜鉛、マンガンなどが
含まれています。 食物繊維も多く便秘にも!!

原産は西アジア、群馬・埼玉・岩手
など

11月～1月

131 野菜 オランダサヤ － 昭和初期にカナダから導入された品種。大サヤ種は「フラン
ス大莢」が主流だったが、今はオランダ大莢が普及してい
る。長さ15-18cmにもなる大きなさや。関東ではあまり馴染
みがないが、関西地方では人気が高い品種。

オランダ －

132 不明 ときいろ平茸 本ひらたけ － － －
133 促成（京野菜） 京堀川牛蒡 － 約350年の栽培の歴史がある。豊臣秀吉が聚楽第をこわした堀

跡へ食べ残しの牛蒡が捨てられ、それが大きく育ったことか
ら栽培が始まったとか。

京都・左京区 －

134 促成 干し菊 － 食用菊の花びらをむしり、ゆであげた後、直径30㎝位のざる
に敷き、板状に乾燥したもの

青森 通年

135 不明 ほうき茸 ネズミ茸 ほうき茸は大変、亜種が多く、現在も研究が進められている
とか。購入時は、地元の人が採取したほうき茸を買うのがベ
スト。

東北各県 9～10月

136 果菜 フルーツトマト － 最近レストランのシェフの間で人気の高い品種で、桃色系丸
玉トマトで完熟小型のトマト。うまみ、甘味ともともに優
れ、皮が薄いのが特徴です。また、酸味のバランスも良いの
で、生食はもちろん、加熱調理にも向いています。ハウス栽
培のため一年中出荷されていますが、一般のトマトよりも価
格はやや高めです。

－ －

140 不明 いが栗 － 薬用として中の果実を除き水洗いし、日干しで乾燥させた物
を水で煮て、冷やしたもので患部を洗う。 あせも・かぶれに

徳島、秋田（市場流通している産
地）

－



No

127

128

129
130

131

132
133

134

135

136

140

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － －

淡紅色にした物 － 食用部分は種子の子葉で、塩茹でし、炊き込みご飯、サラダ
などに。栗に似た風味あり

－ － －
根に近い所から密生していて、ボ
リューム感のあるもの 葉先がピンと
していてみずみずしく、切り口が大
きく、新鮮なものを

－ ゴマのビタミンEにより栄養成分の吸収率が高まるのでぜひ、
ゴマあえに!! ゆでてみじん切りにし、ひき肉と混ぜてシュウ
マイのタネなどにも利用してください。

－ － －

－ － －
－ － －

－ 冷暗所（冷蔵庫の野菜室など）で保
存してください。

干し菊は、お湯で戻して食べます。適量を手でちぎりお吸い
物に浮かべたり、大根おろしに混ぜて食したり、てんぷらの
つけ汁や酢の物にとご利用ください。そのままおひたしにし
て生醤油でも美味しくいただけます

水気を含んでいない、さっぱりした
ものを選んで

－ 炊き込み御飯や天ぷら等、歯ざわりを楽しむような調理法
で。

－ － －

ディスプレイ用なので、青々とした
物（数日で茶色く変色してしまう）

－ －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

143 促成 石川芋（早生） － 里芋の品種の一つで、小芋、孫芋を食用とする品種で、土垂
（どだれ）等もある。 カリウムが特に多く、鉄分、ビタミン
B1等も含まれている。

静岡、宮崎、鹿児島 9月～11月（静岡）　3月～8月（宮
崎）

144 洋菜（ハーブ） イタリアンパセリ
（セリ科）

（和）オランダゼ
リ

パセリよりも強い芳香がありますビタミンAやC、ミネラルを
多く含むので、たっぷりとりたいハ－ブです。

南ヨーロッパ －

145 果菜 イタリアントマト クッキングトマト 加熱用トマトである（本物のサンマルツァ－ノは、日本国内
では「フレッシュ（生）」のままでは輸入禁止）熱を加える
事によってグルタミン（旨味成分）が増しリコピン、β-カロ
チンが通常のトマトより多くなる（加熱する事によって）ま
た、ビタミンCも豊富!!

茨城　山形　愛知 年間通して

146 促成 いとがき － － － －
147 促成 糸みつば 青みつば、水耕み

つば
切り三つ葉よりやや葉が小さく、水耕栽培される三つ葉。香
りが高いのが特徴。おひたしやあえものにも最適。糸三つ葉
は茎まで太陽に当てて栽培するもので、関西から広まったと
言われている。カロチン（ビタミンA）はニンジンと同量、
ビタミンCは夏みかんの2倍、鉄分も豊富で、ストレスなどの
イライラ症状に効果も！

栃木、静岡 －

148 野菜 じゃが芋 － フランスでルイ16世にじゃがいもの栽培を進言したパルマン
ティエ男爵は、それまで無視されていたじゃがいもを世に送
り出した偉大な農学者です。彼は当時凶荒にあえぐ庶民を救
えるのはじゃがいもだとルイ16世に訴え、王妃マリ－アント
ワネットはその花を髪に飾ってじゃがいもの普及にひと役
買っていたのです。その功績は偉大で、今やフランス料理に
じゃがいもは欠かせない存在に。その名をとったじゃがいも
料理も数多くあり、フランス料理でパルマンティエ風とつけ
ば、じゃがいもを使った料理です。

北海道、静岡など やっぱり9月ごろから1月ごろ寒い時
期です。

149 促成（つまもの） 地芽 － － － －
150 促成 自然薯 － 「滋養の食」としてたんぱく質、ビタミン、ミネラル等栄養

価はもちろん、消化酵素、アミラ－ゼをたくさん含んでいる
から消化がいい！他にも貧血や高血圧の予防、神経痛、腸ガ
ンの予防にも役立つ。 　また、「強精の食」として有名なの
が自然薯。生殖能力を高めるアルギニンをたっぷり含んでい
て、アミラ－ゼをはじめとする、ウレア－ゼ、オキシタ－ゼ
等、多彩な酵素が精力スタミナの増強に効果を発揮！ 　強壮
の効力はヌルヌルにあり！ ムテンという物質がタンパク質を
無駄なく活用させて新陳代謝や細胞の増殖促進してくれる。
常食すると基礎体力を増強する。虚弱体質、呼吸器障害、ノ
イロ－ゼ等にも。

茨城 11月～3月ごろまで



No

143
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

丸くて、皮が固いもの緑色のもの
は、日焼けしたもので品質は良くな
い

－ 電子レンジで5～10分チンするだけの簡単きぬかつぎ。

葉・根・茎 － 料理 葉と茎はそのままサラダに、又細かく刻んで料理にふり
かけて... 茎はスープやブーケガルニ等に 魚の詰め物料理等に
も 健康 葉の浸出液はヘアートニックやフェイシャルスチーム
に利用できます。

真っ赤に熟し硬いものどちら？と言
われたらサンマルツァーノ型

－ 主に　焼く、煮込む、炒める（焼く）　焼きトマト2-3cmに
スライスして、上にチーズ（塩、コショウ、オリーブオイ
ル）少々をふりかけオーブンで焼く。（煮込む）　トマト入
りカレートマトを湯むきし、角切りにして、ルーを加え煮込
む。

－ － －
－ － －

ふっくらとしてずっしりと重量感が
あり、皮に傷などがなく乾いている
ものが良品です。芽が出ているもの
は論外ですが、傷があっったりぬれ
ているものは痛みやすいので避けま
す。また料理にもよりますがなるべ
く大きさのそろった物を購入したほ
うがよいでしょう。

－ 【フライドポテト】　肉料理の付け合せやスナックに、カリ
カリポテトは欠かせない存在、定番だからこそ作り方を知っ
ておきましょう！【材料　4人分】　じゃがいも4個、揚げ
油・塩各適量【作り方】(1) じゃがいもは皮付きのままタワシ
でよく洗い、水気をきります。縦4～6つ割のくし形に切り、
水に15分ほどさらします。(2) 1のじゃがいもの水気をきり、
さらにふきんなどでよくふきます。(3) 揚げ油を160度に熱し
て2のじゃがいもを入れ、箸で大きく混ぜながらうすく色付く
まで揚げていったん引き上げます。(4) 揚げ油を180度に上げ
て3のじゃがいもを少しづつ入れ、カリッときつね色に揚げて
油をきり、塩をふります。（＾＾）『水にさらすー、二度揚
げーがコツですネ！』

－ － －
－ サランラップに巻いて冷蔵庫（野菜

室）に入れて下さい。 3週間ほど保
存できます。

皮が極端に薄いため、表面のヒゲを軽く火で焼き、タワシで
こすって、細かい卸し金で皮ごとすり卸して食べます。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

151 不明 ジャンボにんにく － 硫化アリル、血行を良くする 島根 6月～8月

152 不明 黒　糖 － アルカリ性健康食品として注目されている。カルシウム、カ
リウム、鉄分などのミネラルやビタミン類の含有量が多い。
虫歯の予防、ストレスへの抵抗性、コレステロ－ルや中性脂
肪の低下、寿命の延長などに効果があるとか。

沖縄 －

153 促成 ジュンサイ － アジアやアフリカ、北アメリカなど、ほぼ世界中に自生し、
日本では水田や池で栽培しています。食用にするのは日本と
中国だけで、水中に潜っている若葉、若茎、花のツボミなど
を食べます。のどごしのよさと、プリプリとした歯ざわりを
楽しむ素材なので、酢の物や汁の実などに用います。

中国、秋田県、山形県 生の旬は4月～8月ころです。出回っ
ているものは瓶詰めや袋詰めのもの
です！

154 促成 カボス － ユズの枝がわりとして派生したと言われています 他の柑橘類
よりも、体内細胞の新陳代謝を促すギ酸、体内組織を活性化
するリンゴ酸、新陳代謝を促すビタミンC、クエン酸、ミネ
ラル、など美容と健康に効果的な有効成分が多く含まれてい
ます。 ポリ袋に入れ冷蔵庫で保存してください

大分 －

155 促成 かぼちゃ（南瓜） － 1個まるまるなら、半年は保存できます。「冬至に食べると風
邪をひかない」といわれるほどで、ビタミンA・C・Eがバラ
ンスよく含まれています。ダイエット、喫煙族、風邪に。

北海道・鹿児島・茨城 6月～9月　（貯蔵性が高いので、1年
中食べられます）

156 野菜 かぶ カブラ、カブラ
ナ、スズナ

カブの白い部分は大部分が水分でカリウム、ビタミンCを多
く含む。ジアスタ－ゼはデンプン消化酸素でタンパク質を分
解するアミラ－ゼも含むので胃もたれ等によいです。 葉には
カロチン・ビタミンB1、B2、C、カルシウム等が含まれてい
ます。

千葉・埼玉・青森 3～5月　10月～12月
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

皮がしっかりしているもの。 － 水分が多く、あっさりした味なので、一口大に切って焼肉と
サンチェにくるんで食べてみてね。

－ － －

生なら緑がかっているもの、瓶詰め
や袋詰めは製造日が新しく、葉の長
さが4～5cmくらいで一定しているも
の、また変色したものが混じってい
るのは避けましょう。

－ 【あく抜き】　生は熱湯にさっと通して、冷水にさらし、あ
く抜きをします。水煮したものはあく抜き済みです。【加
熱】　ごく新鮮なものは生で食べられますが、普通は生食せ
ず、加熱して水にさらしてから食べます。　汁の実に用いる
ときには、煮すぎると風味がなくなるので注意しましょう。
また市販の水煮したものは水切りしてすぐに使えます。【一
味アップ】　汁の実にするときは、軽く下味をつけてからお
椀にいれ、汁を張ると美味。　暑い時期なら冷やし汁に。酢
の物には、ワサビを少々加えて辛味をきかせ、よく冷やして
食べましょう。（＾O＾）『たべてみよう♪』

－ － 酢の物やお酢のかわりにもどうぞ。

(1) 重量感があって表面が硬いもの(2)
ヘタのまわりがくぼんでいるものは
完熟している。(3) 切り売りの場合は
種の大きさが揃っているもの

－ －

みずみずしく色が鮮やかな葉のも
の。きめが細かく、つやのある物 重
量感があり、根は一本ピンとまっす
ぐにのびているものがよい。中・大
型のかぶも皮にシワあったり、葉が
茶色になっているものは鮮度が落ち
ている

－ ジアスターゼやアミラーゼを生かすには生で食べるのが一
番！薄切りのカブにハムを加えてドレッシングをかける。葉
もみじん切りにして一緒に食べましょう。 葉は油で炒めた
り、油を含む食材と一緒に調理すると吸収率が高まるので、
油揚げと炒めてはいかが？



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

157 野菜（加賀野菜） 加賀太胡瓜 ジャンボキュウリ 昭和11年に東北地方のウリに近い短太系品種を導入したのが
きっかけ。 体内の酸性を中和して調子を整え、皮膚を美しく
する他、利尿作用もある。 太いきゅうりで1本の重さが600～
800gもあり、瓜と見まごうほどです。 中身は厚くやわらかい
ので煮たり炒めたりと、加熱する料理に適します。

石川県 5月上旬～5月下旬

158 野菜（加賀野菜） 加賀かぶ － － 石川県 －
159 野菜（加賀野菜） 加賀レンコン 小坂レンコン デンプン質が多く、粘りが強い 太く節間が短く、肉厚です。

特に先の二節が美味とされています。 アクの成分であるタン
ニンとビタミンCはコレステロ－ルを減らす働きがある。 加
賀れんこんの歴史は古く、加賀藩五代藩主・前田綱紀の頃か
らとされる。 おろし汁をガ－ゼで湿らせ鼻に詰めると鼻づま
り防止になります。 しぼり汁を飲むと胃潰瘍や十二指腸潰瘍
に効果があり、下痢止めにも効果があるそうです。 揚げて塩
をふってチップスとしてもどうぞ。

石川県 8月下旬～3月下旬

160 促成（中国野菜） カイラン(芥藍) － キャベツやブロッコリ－の仲間。葉はさわやかな苦味、茎は
甘味があるのが特徴。サラダや炒め物、煮物、幅広く使うこ
とが出来る。

中国 －

163 促成 かいわれ － － － 水耕栽培なので1年中あります。

164 促成 かきな 「菜花」「茎立ち
菜」「折り菜」

伝統的な野菜で、冬菜とも呼ばれているらしい。野沢菜より
も柔らかいので食べやすい。手でかいて収穫するから「かき
菜」、一度収穫したあとも、脇から出てくる芽を何回か収穫
（芽かき）出来ることから「かき菜」といわれるようになっ
たという説も。

栃木、群馬 －

165 促成 カキ百合根 － 料理にそのまますぐ使える手軽さが魅力。 北海道 －

166 野菜 亀戸大根 － 江戸時代から庶民に親しまれてきた大根です 人参くらいの大
きさで少し苦味があります

東京 2～5月
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

緑色が濃く、太さが均一なもの イボ
がしっかり付いていて、張りのある
ものがよい

－ 真っ二つに割って一夜漬けに ゆでたばい貝を短切りにして薄
い塩水に漬けた胡瓜を二杯酢・三杯酢にあえて、酢の物に 1
㎝角に切り、野菜スティックに

－ － －
皮が薄い茶色でツヤのあるものがよ
い

－ －

－ － －

双葉の緑色が濃く、大きさがそろ
い、茎が白くて生き生きとしている
もの、ある程度の太さがあり、長さ
が均一なものが新鮮です。双葉が開
きすぎたもの、黄色く変色したもの
ひげ根が黒っぽく変色し、スポンジ
が汚れているもの、全体にしんなり
しているものは、鮮度が落ちている
ものなので避けます。

かいわれは鮮度が命です。辛味が増
し、いたみやすくなるので買ったら
その日のうちに使います。もしも
残った場合はスポンジはつけたまま
水分を含ませ、根のほうからポリ袋
に入れるか、元のケースに入れてか
ら、ポリ袋にいれ、葉のほうを上に
した立てた状態で冷蔵庫の野菜室で
保存します。翌日には使い切るこ
と。

【お刺身サラダ】【材料　4人分】かいわれ2パック、刺身
（ホタテ貝柱、白身魚など）3人分、長ネギ（白髪ネギ）1本
分、赤ピーマン（せん切り）2個、A（ごま油・サラダ油・
しょう油・塩・こしょう各適量）、松の実（炒る）カップ
1/3、レモン1/2個【作り方】(1) かいわれは根を除いて白髪ネ
ギ、赤ピーマンとともに氷水につけ、パリッとさせてザルに
上げ、水気をきります。(2) 器に1の半量を敷いて刺身を盛
り、冷蔵庫で冷やします。食べる直前に混ぜ合わせたAをか
けてさっと混ぜ、松の実を散らして残りの1の野菜をのせレモ
ンを添えます。

－ － －

－ － －

根の白い、みずみずしいもの 葉は緑
が濃く、黄色くなっていないもの 軽
く叩くと締まった音のするもの

－ 大根部分と大きな葉の部分も一緒に浅漬として みそ汁の具と
して



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

167 野菜 寒じめれんそう － ビニ－ルハウスなどで野菜が十分に育ったところでビニ－ル
を開放し、意図的に寒気にさらす方法を「寒じめ」と言う。
急な寒気に当たることで、ほうれん草の葉は、葉脈にそって
縮まり、また丸みをおびた厚みがある緑の濃い葉になる。冬
越しする野菜は、霜や氷点下の寒さに耐えて凍りつくのを防
ぐため、細胞中の水分量を低下させるといった自己防衛機能
があるため、細胞中の水分量が減ることで糖やビタミン、ミ
ネラルなどの栄養成分が濃縮される。結果、甘くて栄養価の
高い野菜に。

主に東北地方 12月～3月

168 果菜 韓国大根 － － － －
169 促成（沖縄野菜） 乾燥ゴーヤ － 生のゴ－ヤ-に比べ保存がきいて、手軽で経済的。ゴ－ヤチャ

ンプルなどに。
－ －

170 促成（沖縄野菜） 乾燥パパイヤ － 乾燥により水分が蒸発し、成分が濃厚に。保存がきいて手軽
で経済的。

－ －

171 促成（京野菜） 紫ずきん（京枝
豆）

－ ・ビ－ルのつまみはもちろんの事、サラダ、かき揚げ、茶碗
蒸しetc.何でもOK。

京都府亀岡・夜久野地区 9月下旬～10月中旬

172 野菜 辛味大根 － 元禄時代から栽培されているという大根です。大根とは言っ
ても、形状はまるで違います。直径3～5cmくらいで、丸形で
小カブのようです。おろし専用の大根で最初はツンときて、
やがて甘くなります。京都の特産で、昔は日常的に食してい
たそうですが、現在はス－パ－などではあまり見かけませ

京都など －

173 果菜 カラーピーマン － ここ数年、赤や黄色など店頭で定着した海外産のパプリカに
対して、色や味はそのままで、果肉の薄いカラ－ピ－マンを
栽培している。 イタリア料理の食材としては勿論のこと、ピ
－マン独特の匂いも少なくサラダの彩りとしても利用できる
ピ－マン。

熊本 夏

174 野菜 からしな Leaf mustard
（英）

主にユ－ラシア大陸に分布し、生食用・搾油用として利用さ
れるほか、ヨ－ロッパ、アフリカの一部では、からしとして
も利用されてます。鉄、カルシウム、カロチン等が豊富な野
菜です。

北海道など 1～3月

175 不明 カタクリ カタカゴ 若葉は軟らかく、甘みがあり、鱗茎（リンケイ）球根はつき
砕いてウスでひき、料理・菓子材料などのカタクリ粉となり
ます。

北海道、秋田、山形 4月～5月

176 促成 ケールの葉 － 若いものでも硬いので、生サラダとしては食べにくいです。 － －
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－ － －

－ － －
－ － －

－ － －

・実入りのふっくらした張りのある
もの ・生毛が濃いほうが鮮度がいい
です

・丹波黒大豆から品種改良した秋の
枝豆 ・サヤが黒ずんだり、斑点のあ
るのは黒豆の特徴です。・上手にゆ
でると、深紫色になる事からネーミ
ングされました。・ブランド指定野
菜

－

みずみずしく、張りのあるもの － おろして蕎麦・焼き魚・天ぷらにどうぞ。

－ － 【材料　4人分】カラーピーマン…各2個、牛薄切肉…600g、
えのき…1パック、酒…大さじ1、砂糖…大さじ1、醤油…大さ
じ2、油…小さじ1【作り方】カラーピーマンは、水洗いしヘ
タを取って5ミリ巾ぐらいの千切りにする。えのきは、根を落
としてバラしておく。牛薄切肉は適当に切って、酒、砂糖、
醤油で下味をつけておく。フライパンにサラダ油を熱し、牛
肉を炒め、肉に火が通ったらカラーピーマンとえのきを入
れ、さらに炒める。最後に味を整えて、火を止める

茎の先端まで張りのあるもの 葉が柔
らかいもの

－ 漬物・煮物・炒め物

きれいな衣を付けるが、食用には葉
だけの物が良いと思います。緑の葉
に茶色くまだらな模様があります
が、傷んではいません。

－ さっさとゆでて煮物・おひたし・和え物でどうぞ。

新鮮なもののほうが調理もしやすい
です。

－ 葉柄や葉脈の白い部分を取り除いてから、炒め物・天ぷら・
和え物に



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

177 促成 ケールの芽 － ケ－ルの葉とはまた違う独特の食感です。アスパラガスと同
じ要領でにてください。茎や小さめの葉も食べられます。

－ 4月頃

178 野菜（加賀野菜） きんじ草 水前寺菜 ・ビタミンA、鉄分、カルシウムを含む健康野菜 ・葉の裏が
鮮やかな赤紫色で、ぬるぬるとした独特の風味。・血圧の抑
制効果有り!!

金沢 6月上旬～11月上旬

179 促成（つまもの） 木の芽 － 一般に木の芽と呼ぶのはアケビの新芽の事だったりします
が、これは山椒の若葉の事です。この木の芽、川口産のもの
が東京市場で7割強を占めています。 木の芽の香りはサン
ショ－ルという香気成分によるものです。 健胃や解毒・回虫
駆除等の薬理作用もあります。

－ －

180 促成（中国野菜） 芹菜（キンサイ） 中国セルリー・
スープセルリー

西洋セロリより香りが強いようです ビタミン類が多く、栄養
豊富な健康野菜です 原産地は地中海沿岸から西アジアです。
中国で発達し、各地に栽培されるようになりました。

千葉・福島 －

181 促成（中国野菜） 金針葉（きんしん
さい）

－ ユリ科・ホンカンゾウのつぼみです。乾燥させたものもあり
ます。 利尿、血液浄化作用があるといいます。 鉄分がほうれ
ん草の10倍であることから貧血予防、精神安定などにも効果
があるといわれています。

中国 －

182 洋菜 錦糸瓜（うり科・
かぼちゃ属）

金糸瓜 ペポかぼちゃの一種 茹でると果肉が糸状にほぐれる生姜独特
の辛味や香りが強く、ジンゲロ－ル類を他の品種より多く含
んでいる。ジンゲロ－ルは血行を促進し、新陳代謝を活発に
する作用がある。強い殺菌力も。風邪、咳、胃痛、冷え性、
関節炎と数多くの症状に効果が期待できる。

岡山・長野 春～夏（およそ5月～9月）

183 野菜 金時生姜 － 日本独特の品種。生姜の中でも最高の品種と言われ、普通の
生姜と比べてかなり小さいのが特徴。奈良時代から風邪の特
効薬として使われている。皮に栄養があるので、皮ごとどう
ぞ。

愛知 －

184 促成（つまもの） 小　菊 － 小菊、つま菊、豆菊とも呼ばれるつま用の菊 愛知 通年



No

177

178

179

180

181

182

183

184

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － ゆでたものを醤油やマヨネーズにつけ、お酒の肴にどうぞ。

葉の色の鮮やかな物 － 酢の物でさっぱりと食べるのが一般的 枝先の柔らかいところ
は天ぷらにすると香ばしく、しかもとろりとした味わい。絞
り汁を使ったシャーベットの、香りと自然色の美しさは最
高。

葉が小さめで若々しい緑色のものを
色が濃すぎるものは成長しすぎてい
ることがあるので避けたほうがよい
です。 保存は新聞紙やラップに包む
等して冷蔵庫の野菜室へ。あまり日
持ちしないので早めに使いましょ
う。

－ 刺身のつまや、吸い物等に使う時は、軽く手の平でたたい
て、香りを出すと良いです。 味噌と混ぜて、木の芽和えにす
るのも定番。

香りが強く、葉が青々としてパリっ
としているもの

－ 炒め物・和え物・スープの香りづけに

－ － －

かたいもの はりのあるもの 黄色いも
の

－ 輪切りにして水からゆでる 沸騰して20分位で身にはしが通る
ようになったら水にとって冷やして、 麺付けや三杯酢で食べ
る 和え物にして食べる 炒め物にして食べる

－ － －

－ － 刺身のつまや料理の彩りに使われる。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

185 不明 コゴミ クグミ、クサソテ
ツ

解熱・整腸に 秋田・山形 3月～4月

186 野菜 小松菜（アブラナ
科）

－ ほうれん草と同様の栄養価の高い緑黄色野菜ですが、カルシ
ウムはほうれん草より多く、ビタミンKも含んでいるので骨粗
しょう症の予防に…

埼玉・東京・千葉　江戸川が発祥の
地

12～3月

187 促成 小ナス － 栄養面に関してはそれ程あるわけではないが、用途はかなり
使える

高知県 6～8月

188 促成（沖縄野菜） コーレクース コーレーグス、
こーれーぐーすー

沖縄の島とうがらしを泡盛に漬け込んだ調味料で、沖縄の一
般家庭や食堂には必ず常備されている。沖縄そばや刺身など
に。少量たらすのが美味しさの秘訣。

沖縄 －

189 洋菜 コールラビ － 名は体をあらわす、という言葉通りコ－ルはキャベツ、ラビ
はかぶ、を意味するキャベツの仲間で、茎がかぶのように肥
大するのがコ－ルラビだがまだ珍しい野菜の一種かもしれな
い，原産地は地中海北岸といわれ、日本へは明治初年伝来、
和名はカブカンランです。

熊本ほか 5月から12月

190 不明 コシ油 コンゼツ、アブラ
ギ

糖尿病・滋養強壮 タラメより美味しいかも!! 秋田・山形・栃木・青森 4月～5月

191 促成（中国野菜） 香菜 シャンツァイ・コ
リアンダー・シア
ントロ・パク
チー・中国パセリ

ビタミンCが豊富でインドでは皮膚炎や発疹に効くと言われ
ている 風邪・肌荒れ・浄血作用・便秘・虚弱疲労に肉や魚の
臭い消しに根っこが無いと買ってもらえない

静岡 夏

192 促成（中国野菜） 紅芯大根 － 外見はカブのような形で色白。しかし、その内側は外見とは
反対に真っ赤な色。サラダや酢の物など、生食用に。水につ
けると色が落ちるので、酢水にさらすか、酸味のタレ・ソ－
スで色を残す。

輸入　静岡 通年



No

185

186

187

188

189

190

191

192

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

まるまった葉が痛んでない物 黒く変
色していない物

－ サッと茹でて、おひたし、あえものに!! 歯ごたえがあり、噛
むとわずかにぬめりがあります 又、アクがないので油炒め、
天ぷら汁などにどうぞ!!

葉の色が鮮やかな緑色で肉厚のもの
を！ 茎はあまり太くなく、根がしっ
かりしているものがよい

－ 豆腐や油揚げ、豚肉等のタンパク質と組み合わせるとカルシ
ウムの吸収率UP。 卵とじや煮びたし等を強火で手早く調理し
ましょう。 ゆでて細かく刻んだ小松菜とトマトを耐熱容器に
入れ、卵を割り入れてオーブントースターで焼くココットを
どーぞ！

・へたの切り口が膨れていない ・ボ
ケていない・丸くてぷっくりしてる
もの・色が濃いもの

－ ・ぬか漬け ・天ぷら ・煮物

－ － －

－ － 直径5～7センチ、水分が多いがアミノ酸組成が優れ、身がし
まっている生でサラダ、スープ、バター炒め、煮込み、漬物
などに利用する

葉がいたみやすいので要チェック!! － 天ぷらが一番です

根がついてる物 ダシ － 本場では葉だけではなく、茎、さらには根の部分まで煮込ん
だりして使う。 ペーストにして肉にまぶして焼くと美味しい
タイ料理・インド料理などエスニック料理に利用して！

－ － 食べ方は、「生でサラダ」、「おろしダイコン」、「煮物」
などにするそうです



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

193 不明 香　茸 ししたけ、ばくろ ブナ、ミズナラ等の広葉樹林に群生 乾燥したものを正月に煮
物に入れて食べる

東北各県 9月　乾燥すれば一年中

194 促成（中国野菜） 空心菜 エンサイ・ヨウサ
イ

茎が空洞だから空芯菜 ビタミンA・Cを多く含み、カロチンも
多い

静岡・愛知・福島・各地 夏

195 促成 九条葱 － 関西を代表する青葱。葉の内側の粘りが多く、この粘りが葱
本来の甘味と柔らかさのヒミツ。九条葱は日本の葉葱の代表
品種。京都市の南区・九条辺りで多く栽培されていたのが名
前の由来だとか。

京都 本来は冬野菜、現在は周年

196 促成 茎付き無臭にんに
く

田子の芽 普通のにんにくと違い、カロテン（カロチン）を含んでい
る。

青森 一年中

197 果菜 クレソン ウォータークレス
(オランダ辛子)、
ガーデンクレス(コ
ショウ草)

1870年頃、ヨ－ロッパから日本に渡来。現在では各地の清澄
な湧き水や小川に群生している。ビタミンC、ミネラルの他
に鉄分を多く含み、サラダにすれば必要な鉄分を補給できて
しまうほど。貧血気味の方にお勧め！

山梨、神奈川、沖縄など 3-4月

198 不明 天然くりたけ － － － －
199 促成 黒くわい 中華クワイ 主に中華料理で使われ、シャキシャキとした歯ごたえあり 日

本のクワイと違い、芽がほんの少ししか出ていない
中国 12月（通年あり）

200 洋菜（輸入野菜） 黒大根 － 表面は真っ黒、切ると白い。ヨ－ロッパでは主流。 － 9月～2月

201 促成 くわい － デンプン質に富み、微量ながらもリンやカルシウム、たんぱ
く質などが含まれている

埼玉・広島 11～12月

202 促成 京人参 金時人参 肉質がやわらかい 色は紅色で、普通の人参より甘みが強い こ
の人参の紅の色はリコピンを含みガンを予防する効果がある
東洋種の人参である

香川、岡山 秋・冬

203 促成（京野菜） 京海老芋 － 京都の伝統野菜。安永年間(1772～1781)に当時の青蓮院宮が
長崎から芋の種を持ち帰り、宮家に仕えていた者が栽培した
ところ、大きく良いものが出来た。形状から「えびいも」と
名付けられ上鳥羽、九条で栽培されるようになったのが始ま
り。 里いもの一種で、小芋は大型でわん曲している。

京都 －

204 促成（京野菜） 京ほうれん草 － － 京都 －



No
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197

198
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200

201

202

203

204

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

・湿気のない品を選ぶ ・単価が高い
ので注意してください・香りの良い
物を選ぶ

－ 一般的に乾燥したものを食するか、生で食べるときはあくが
強いきのこなので熱湯に裂いた香茸を入れあく抜きする必要
がある。料理法としては、炊き込み御飯や、すき焼き、天ぷ
らや炭火焼、吸い物向き。

やわらかそうな物 － そのまま調理すると青臭いので、人参のみじん切りと一緒に
炒める。炒めすぎるとコシがなくなるのでサッと炒める。 若
い葉や茎なら汁の実にも

－ －

葉がシャキッとしていて、リンペン
がしっかりしているもの

－ リンペンの部分を芯をとり、ホイル焼きに（ゴマ油で） 細か
くきざんで、ギョーザの具として

－ － －

－ － －
まず日本のスーパー、デパートには
無いと思います

－ －

－ － －

芽の取れていないもの － 大きなものは正月用の煮物で、又、小さなメクワイはから揚
げにして塩をちょっとふって、お酒の肴にどうぞ!!なかなかお
いしいよ。

紅色が強いもの 表面につやがあり、
乾燥していないもの

－ 特に人気なのは、おせち料理にもっとも適している 煮物、汁
の実、すしの具に使われる

－ － －

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

205 促成 きょういも － 正式には「たけのこ芋」と呼ばれ、その名のとおり、地上に
頭を出している形が筍によく似ている親いも用品種。長さが
60cmになるものもあり、寒さに弱いため、おもに九州で栽培
される。肉質は粉質で煮くずれしにくいので煮物に最適。

主に九州地方 12月～2月にかけて市場に多く出回る

206 野菜 京　菜 水菜（関西） 京都の伝統的つけなです。 － 12～3月

207 促成（京野菜） 京賀茂茄子 大芹川 京都市の北部、上賀茂・西賀茂およびその付近を特産とする
品種。形はボ－ルのような正円形で、大きいものは直径15セ
ンチ、重さは1キロにも及ぶ。色は鈍く黒光りする重厚な紫
色。肉質がしまって密なため、煮ても焼いてもくずれない。

京都 5月中旬から9月頃

208 促成（京野菜） 京甘藷 － － － －
209 促成（京野菜） 京小芋 － － － －
210 促成（京野菜） 京菜花 － 東京では千葉産が主流だが、繊維が細かくサッと湯通しする

だけで食べられる。胡麻和え、辛し和えで！
京都 11月末～2月

211 促成（京野菜） 京春菊 菊菜 菊菜はもともと「京菊菜」という京都の伝統野菜で、春菊は
広島などで栽培されていたとか。葉の厚さや切れ込みが異
なっていたので、違うものとして扱われていたが、最近では
ほとんど区別されなくなっている。

京都 －

212 促成（京野菜） 京　筍 － 筍は、白子と黒子の区別があり、京都洛西の赤土で育ったの
が白子、関東ロ－ム層の土で採れるのが黒子。白子のほうが
肉質が軟らかく甘味があり、水分も多い。冬期に筍畑一面に
わらを敷き、その上に置土をする栽培方法。

京都 3月から4月

213 促成（京野菜） 京柚子 － － － －
214 果菜 きゅうり － 以前のきゅうりは表面に白い粉（ブル－ムという）がついて

いましたが、残留農薬ではないかという誤った説が巷に流れ
たため現在ではブル－ムレスきゅうりが主流。ではこのブル
－ムレスきゅうりはどうやって生まれたのか？実は南瓜のお
かげ（＾＾）。南瓜はきゅうりよりも根を張る力が強いの
で、この南瓜にきゅうりの若芽をついだところ、ブル－ムレ
スきゅうりが誕生。昭和50年代末のことで、以来市場のニ－
ズにあったこのきゅうりが一躍主流になった。

仙台、福島、埼玉、千葉、栃木ほか 一年中出荷されていますが6月から8
月が旬の夏野菜！



No

205
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207

208
209
210

211

212

213
214

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ －

切り口と葉先が痛んでいないもの み
ずみずしいもの

－ おひたし・煮物に・みそ汁や鍋物の具に お漬物（塩漬）にも
どうぞ。

－ － －

－ － －
－ － －
－ － －

－ － －

－ － －

－ － －
トゲが鋭くさわると痛いぐらいのも
のが新鮮

－ 【きゅうりとハムのクリーム煮】さっぱりと夏向きのクリー
ム煮はカルシウムたっぷり！【材料　4人分】きゅうり5本、
ハム4枚、サラダ油大さじ2～3、牛乳カップ2、塩小さじ1/2、
コショウ少々、顆粒中華スープの素小さじ1、片栗粉（倍量の
水で溶く）小さじ1【作り方】(1) きゅうりは皮をむいて一口
大の乱切りにし、ハムは1cm角に切ります。(2) 中華なべを熱
してサラダ油をなじませ、1のきゅうりを入れて強火でサッと
炒め、油がなじんだら牛乳を加え中火にします。(3) 2が煮立
ちはじめたら弱火にし、きゅうりがややしんなりとしてきた
らハムを加えます。塩、コショウ、中華スープの素で調味
し、水溶き片栗粉で薄くとろみを付けて仕上げます。（＾
＾）『きゅうりのスープ食べてみない？』　【メモ】きゅう
りの種が大きいものは取り除いて使います。この場合は縦半
分に切り、スプーンで種を取り除いてから乱切りにします。
普通のきゅうりはもちろん、加賀太胡瓜や四葉胡瓜で作って
も美味しいよ！。いずれも煮込み過ぎないようにして、きゅ
うりの歯ざわりを残すことが大切です！（＾＾）『シャキ
シャキ、大切大切』



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

215 洋菜 ローメンレタス
（きく科）

コスレタス…エー
ゲ海のコス島で栽
培されていた為

甘味が強く、わずかな苦味もある 葉に厚みがあり、歯ごたえ
が楽しめる レタスに比べてビタミン・ミネラルが多少おお
い。

長野・福岡・千葉・茨城・岩手…etc. 冬～春

216 洋菜（ハーブ） レモンバーム（シ
ソ科）

メリッサ　（和）
西洋山薄荷（香水
薄荷）

葉はレモンの香りがします葉の香りから精神安定作用や気分
を明るくさせる効果

南ヨーロッパ －

217 洋菜（ハーブ） レモングラス メリッサグラス
（和）レモンガヤ

すすきのような細長い葉で葉や茎からレモンのような香りが
します殺菌作用・腹痛・頭痛・発熱等の症状の改善にも

スリランカ・インド －

218 洋菜 レタス（きく科） ちしゃ　一般的な
のは「玉ちしゃ」
玉れたす

水分が95％くらいでさほど栄養価は高くないが、生で食べら
れるので直接取り入れられる（ビタミンC、カロチン、カリ
ウム、鉄、亜鉛など） 鎮静作用があるといわれ、欧米では薬
用植物とされてる 睡眠促進物質を含んでいるため、不眠症や
初経過敏の方に効果的

長野　茨城　香川　静岡 春～秋

219 促成（特別栽培野
菜）

曲がり葱 － わざわざ浅く斜めに植え替えると曲がった葱となる。仙台東
部の岩切地区で誕生した伊達藩からの伝統的栽培方法だと
か。この葱は、見た目もさることながら、甘みと柔らかさが
豊富なのが特徴。

栃木、宮城（仙台宮城野地区が発祥
の地と言われている）

11月下旬～2月頃まで

220 不明 曲がりねぎ － － － －
221 洋菜（ハーブ） マーシュ（オミナ

エシ科）
コーンサラダ
（和）のじしゃ

癖のない淡白な香り根には神経を鎮静される効果がある ヨーロッパ・北アフリカ －

222 果菜 マイクロトマト － ぶどうのように鈴なりに果実をつけるかわいいプチトマト。
最近市場に出回るようになった新顔で、ほとんどはその形を
いかした付け合せや、サラダなどにつかわれますが、一般に
はなじみの薄い品種のひとつ。

－ －

224 不明 舞茸（白舞茸） マエダケ・ヤマア
ワビ・クロマイタ
ケ・クロフ・シロ
フ・シモフリ

現在出回っているマイタケはほとんど栽培品。天然品に比べ
て味・香り・歯ごたえ共に劣るが、マイタケの味と思われて
いるのはちょっと残念である。

北海道から九州まで全国各地に産す
る

9月～11月上旬



No

215

216

217

218

219

220
221

222

224

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

葉がみずみずしいもの 鮮やかな緑色
のもの

－ おひたし シーザーサラダ お肉（たんぱく質）と炒めるとビタ
ミン・ミネラルの吸収率が上がるとか…

葉 － 料理 サラダ 肉料理・魚料理・ゼリーなどの風味づけに... 健康
ハーブバス ハーブティーは消化促進やのどの痛みの緩和に そ
の他 葉をそのまま傷口に当てると殺菌効果があり、治療が早
まります。

葉・茎 － 料理 葉や茎はきざんでエスニック料理に 特にトム・ヤンクン
が代表的 健康 ハーブティーで その他 防虫効果があるので乾
燥させて、タンスやクローゼットに!! 染色にも使えます（淡
い緑色や黄色系）

ほどよく丸く、葉がしっかりまいた
もの 押すと弾力のあるもの 適度に重
量感のあるもの（重過ぎるのは柔ら
かさに欠ける） 切り口が10円玉位で
白いものがよい

保存はポリ袋に入れて口を閉じて冷
蔵庫、濡れた新聞紙に包んで冷蔵庫
に。日が経つと苦くなるので早めに
全体を水につけると中から腐りやす
くなるので、1枚ずつはがしながら使
うのが長持ちのコツ 包丁で切ると、
細胞が壊れて変色の原因となる。 手
でちぎると細胞が離れやすいところ
で分かれるので壊れず変色の原因を
防げる。

－

－ － －

－ － －
葉・茎・根 － 料理 葉や茎はサラダに利用 可愛い形をいかしてそのまま飾り

ましょう

－ － －

現在ほとんど栽培品のためパック入
り 天ぷら・鍋物・ホイル焼きなど葉
の大きい物油炒め・煮物・野菜炒め
など茎の多目の物

－ さわやかな歯ざわり、まろやかでこくのある当たりは万人に
愛される 鍋物…吸い物・キノコ飯・油炒め煮物…野菜炒め・
天ぷら・ホイル焼きなど



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

225 促成（中国野菜） マコモ茸（イネ
科）

ガッコ、カツミ、
ハナカツミ、コモ
クサ、ワイルドラ
イス

－ 台湾・中国 4～11月

226 促成（京野菜） 万願寺唐辛子 － 万願寺唐辛子は、京都の最北部舞鶴市万願寺地区固有の品
種。伏見唐辛子と大型のカリフォルニアワンダ－との交雑に
よってできたものと考えられている。焼いてかつお醤油で食
べると美味。

京都 5月～11月

227 洋菜（ハーブ） マジョラム（シソ
科）

スイートマジョラ
ム　（和）まよら
な

ほのかにただよう甘い香り オレガノ（ワイルドマジョラム）
の近縁種でオレガノより葉が小さい。消化促進、神経鎮静効
果

地中海沿岸・キプロス島・トルコ南
部

－

228 洋菜 マロンサラダ － マロンレタスは、サラダナとサニ－レタスを交配（掛け合わ
せた）したものです。味も歯ざわりも、両方をミックスした
感じです。

岩手 通年

229 促成 丸ナス － 信州地方や関西でよく作られている濃紫色で、ずんぐりと丸
いナス。京野菜のひとつ、加茂なすもこの丸ナスで、ほかに
新潟県の魚沼巾着や大阪丸などもあり、なかには1個が700g以
上になるものも。

－ －

230 洋菜（ハーブ） マスタードスプラ
ウト

－ ピリッとしたカラシ風味がたまらないスパイシ－ハ－ブ系の
スプラウト。アトピ－性湿疹などの皮膚病に効果があるほ
か、腸内細菌によい刺激を与えると言われます。ビタミンB
群や鉄分、ミネラルが多く、酵素類、ホルモンも豊富です

静岡 通年

231 不明 松茸（国産） － 日本人なら、一年に一回は国産の松茸を食べてください。 北海道、岩手、金沢、長野、京都、
広島、岡山

9月～10月

232 促成 メダシ － － 埼玉 たべない
233 促成 メカブ 成実葉、めひび ミネラル・ビタミン・食物繊維が豊富 岩手県・宮城県・三重県 －

234 促成（つまもの） メカンゾウ － 全国に分布している。やはり雪解けを待って出てくるので春
早く食べられる山菜である。

長野 4月上旬～下旬



No

225

226

227

228

229

230

231

232
233

234

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － 緑の葉の部分は省いて、白い部分を使います。アクがないの
で酢水にさらして生でも食べられますが、炒め物・スープ・
和え物など何でもOK。竹の子と食感が似ているので、煮物も
美味しいです。 中華料理の炒めものやスープ、煮込み食材に
野菜チャンプルーやチンゲン菜のあんかけにどうぞ

－ － －

茎、葉 － 料理 オリーブオイルとの相性は抜群です。 卵料理に最適。
たっぷり使いましょう。 健康 ハーブティには頭痛を緩和する
効果が... その他 ハーブピローに利用しましょう。

－ － －

－ － －

－ － サンドイッチやホットドック、サラダやスープに加えると味
が引き立ちます。

乾いている物、虫の食ってきない
物、少し開き気味のものが香りも
あって美味しいと思う。

－ 開いた松茸の傘の部分を八等分にしてフライ、足の部分は松
茸御飯。これ、博の思う最高の食べ方。

芽の出ているもの － たべない
－ － 熱湯でさっと茹で、適度に切り、三杯酢をかけて酒の肴に

－ － 食べ方は若芽を摘んで来て、酢味噌和え、おひたし、天ぷら
に、チョット甘くて美味しいですよ。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

235 洋菜 メキャベツ － メキャベツはビタミンB2、C、カロテン、カリウム、食物繊
維などを豊富に含む野菜で、ガン予防、動脈硬化予防、風邪
予防、便秘解消、美容などにも効果があります

静岡、オーストラリア 冬（通年）

236 促成（つまもの） メネギ － ネギの種を密植して軟化させ、発芽間もないうちにとって出
荷させる。長さ5前後の小さいもの。

愛知 通年

238 洋菜 メリケン（きく
科）

和名・きくちしゃ
にがちしゃ

カロチン、ビタミンBとC ミネラルとしてカリウム　鉄か食物
繊維

長野　千葉　茨城　大分 10月～3月

239 促成（京野菜） 壬生菜 － 水菜の自然交雑で1800年代にできた品種で、当時は京都市壬
生寺付近で多く作られた事から命名 葉が細長いヘラ状になっ
ています。 樽入りの千枚漬けに必ずといっていいほど入って
います

京都府　日吉町地区 12月～2月

240 果菜 ミディトマト － 大玉トマトの持つ爽快な酸味と歯ごたえ、プチトマトのまろ
やかな甘さを兼ね備えた新しいトマト。

愛知 6月上旬～10月下旬まで

241 不明 マイルドにんにく － 硫化アリル、血行を良くする 青森 一年中

242 促成 ミニ大根 － 中国大陸を経て、稲作文化と共に日本に伝わり、江戸時代に
入って本格的に栽培されるようになりました。

茨城・高知・愛知・各地 －



No
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240
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242

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － 購入するときは鮮やかな濃い緑色でしまりの良いものを選び
ましょう。手に取れる場合は重さをチェック。重いものが良
いでしょう。

－ － つまや椀ものの青味などに利用される。

葉先の縮れているもの 内側の軟白の
おおいもの 明治時代にすでに導入さ
れてるハイカラ野菜だって！

－ ほろ苦い独特の風味と歯切れのよさを楽しむ 内側…生食用と
してサラダ 外側点ゆでておひたし・バター煮 ※外側のほうが
やや苦みが強い！

葉がピンと張っていて、淡緑色のも
の 茎部や株根部にとけのないもの

－ 特有のピリっとした辛味と香りが特徴 昔は漬物のイメージが
強かったですが、今では和え物・煮物・鍋物の他、生食とし
てサラダにも用いられるようになりました。

－ － 【ミディトマトのトマトソース】　生のままフルーツ感覚で
食べるのが美味しいですが、トマトソースもなかなかの美味
ですよ。かなり贅沢ですが…。【材料（5人分）】ミディトマ
ト250g、オリーブ油適量、ニンニク、バジリコ10枚、塩適量
(1) ミディトマトを2～3cm角に切る。　　(2) 大きいフライパ
ンにオリーブ油を弱火で熱しニンニクを炒める。　　(3) トマ
トを加えて軽く煮て、塩・バジリコを入れて火を止める。

表面がかたく、皮の乾いているもの － 臭いが少ないので、おろし生にんにくをラーメンなどに入れ
たりサラダのドレッシングのかくし味としておろし生にんに
くを入れる。臭いを気にせずに。

－ － 生で食べられるので、肴のツマとして 葉も美味しいので、ぜ
ひご利用ください



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

243 促成 ミニオクラ レディースフィン
ガー

糖質が多く、マグネシウム、亜鉛などの無機質に加え、カロ
チン、ビタミンC，Eを含む オクラの粘りの成分は、食物繊維
のペクチンと糖タンパク質のムチンによるもので、ペクチン
には整腸作用があり、血糖値の上昇を抑え、糖尿病の予防に
なる

高知 6月～8月

244 洋菜 ミニアスパラ － － タイ 通年

245 野菜 紅白ミニ大根 － － － －
246 洋菜（輸入野菜） ミニ・フェンネル － － － －
247 促成 ミニ人参 － 人参のミニチュア版のようなミニ人参。普通の人参を小さい

うちに収穫したものではなく、品種改良によって作られたも
の。ミニ人参はなんといっても手軽さが魅力！甘味があり、
人参独特のクセがなく、生で食べても美味しいのが人気の理
由。皮ごと食べられるので洗っただけでスティック野菜にも
なり、グラッセも面倒な手間なく作れる。

茨城、千葉 －

248 果菜 ミニきゅうり － － 栃木 4月から9月

249 果菜 チェリートマト － プチトマト（ミニトマト）の中で最もポピュラ－なトマト
で、コロンとした丸型、甘味と酸味のバランスもよいため子
どもにも人気がある。付け合せやお弁当のおかずにぴったり
だが、サッとソテ－したり、煮込みに使っても美味しい。も
ともとは航空機の機内食用に一部地域で作っていたが、今で
は各地で栽培されるように。

－ －

250 促成 （切り）みつば 白みつば 夏場、多くのス－パ－でみつばとして売られている茎の青い
ものは水耕（糸）みつばです。

茨城 －

251 不明 三つ葉スプラウト － － － －
252 促成（京野菜） 水菜（千筋水菜） 切菜・京菜・はり

はり菜
・肉の臭みを消す働きがあることから、京都では鯨と炊き合
わせた「ハリハリ鍋」が有名 ・江戸時代以前からある、在来
種・ブランド指定野菜

京都府（八木町・丹後町・和知町） 冬季（12月～2月）
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

表面のうぶ毛が生え揃ってる物はOK
五角形の角やヘタの部分がつぶれて
たり、茶色だったりするものはダメ

－ サラダ 表面のうぶ毛を取り除く。塩をまぶし手でこする。

－ － サット湯がいてサラダに、炒め物に大活躍の野菜です。普通
のアスパラと同じようにサラダや炒めものにつかって頂けま
す

－ － －
－ － －
－ － －

－ － ミニきゅうりは、果長が12～13㎝で果色は濃緑色で食味も良
く、皮も薄いのでサラダや浅漬けなどに最適

－ － 【プチトマトのサラダ】　甘味の濃いプチトマトのシンプル
サラダ【材料　4人分】　プチトマト20個、イタリアンパセリ
（ハーブの一種）4本、A（白ワインビネガー大さじ2、サラ
ダ油大さじ3、塩・フレンチマスタード各小さじ1/3、こしょ
う少々）【作り方】(1) プチトマトはヘタを取り除いて横半分
に切り、イタリアンパセリは葉をみじん切りにする(2) ボウル
にAの調味料を入れて混ぜ合わせ、1のプチトマトとイタリア
ンパセリを加えてあえる。冷蔵庫で10分ほど冷やしてから器
に盛り付ける。【メモ】　プチトマトはチェリートマトや赤
ぺアトマト、グレープトマトなど好みのものでOK。冷やしす
ぎないことがおいしさのポイント！

茎の白さが命です。 軸の切り口の白
いものが新鮮。

－ ゆでて使う場合は、湯通しする気持ちで。

－ － －
・葉のしっかり張った、緑色の濃い
もの ・株の付け根が白く、とけてい
ないもの

－ ・サラダで … 冷しゃぶ・べーコンサラダ・からし和えetc. ・
煮物で … 油揚げとの相性がGood！・鍋物で … 春菊の代替な
ど何でもOK。・他 … しゃきしゃき感を生かして三つ葉やか
いわれ大根の代替も可。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

253 果菜 桃太郎トマト － 桃太郎トマトは、ビタミンA・C・Eや話題のリコピン酸も豊
富。完熟しても実がくずれず、糖度の高いところが特長。サ
ラダなど生食用に適しているが、トマトジュ－スなどにして
もおいしい。夏のバテ気味な身体に、独特の甘さと酸味が元
気を奮い立たせてくれる。

愛知　岡山 9月中旬～4月下旬

254 促成 モロヘイヤ － モロヘイヤは乾燥地帯でもよく育つので、中近東やアフリカ
で昔から食されてきました。モロヘイヤとは、アラビア語で
「王様の野菜」という意味で、古代エジプトの王様の重い病
がモロヘイヤのス－プで治ったことからこの名がついたと
か。昔から健康によいとされてきたようです。日本で普及し
始めたのは1980年頃からで、カロチンやミネラル、食物繊維
などがとても多く、健康野菜、ガン予防野菜などとも言われ
注目を集めています。

沖縄　群馬 通年

255 野菜 モロッコインゲン － サヤが扁平で幅が広く、長さは15～16cmのインゲンで、形は
エンドウに似ている。豆の形が見えるため収穫期を逸したよ
うに見えるが、サヤは柔らかく、若さや特有の風味も良いの
で人気が高い。また、曲がりや筋も少ないので調理しやすい
のも特徴。

茨城、沖縄 年三度ほど収穫できるが旬は6月から
9月

256 促成 モロ胡瓜 － 若どりした小さい胡瓜の事で、開花から一週間位（普通の胡
瓜の収穫までの日数の半分）で収穫された物

高知・仙台 8～9月

257 促成 もって菊（紫菊） 延命楽（えんめい
らく）が正式な品
種

「食用菊の王様」とも呼ばれている。変わった名の由来は、
天皇家の印である菊の花を食べるとは「もって」のほか、
もってのほか（意外に）おいしい、等－からきているとか。
一般的に食用菊は花びらの部分を食べますが、「もって菊」
の花びらは筒状になっており、茹でても形が崩れないという
特長がある。

山形県 －

258 促成 もやし － 人工的に発芽させた植物 原料にブラックマッペ、グリ－ン
マッペなどが使われています水溶性ビタミンCなどが含まれ
ています

福島県など 通年

259 促成 大豆もやし 根切りもやし 独特の歯ごたえがあり、生では臭みが強いので加熱調理向
き。ビビンバ、ナムル、鍋やス－プによく使われる。大豆を
水に浸して暗所で発芽させたもので、5～10cmほどに伸びた
ら頭に豆をつけたまま収穫する。

－ －
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254

255

256

257

258

259

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － トマトの和風じゃこサラダ【材料】1人分・トマト
1個・ちりめんじゃこ　　10g・サラダ油　　　　　大さじ1・
酢　　　　　　　　　小さじ1・しょうゆ　　　　　　小さじ
2 【作り方】(1) トマトはへたを取って5ミリ厚さの輪切りに
し、器に盛る。(2) フライパンにサラダ油とちりめんじゃこを
入れ、弱火でカリカリになるまで炒め、酢としょうゆで味付
けし、じゃこドレッシングを作る。(3) トマトの上にじゃこド
レッシングをかけて出来上がり！

－ － モロヘイヤはエジプトで古くから食べられてきた緑の野菜で
す。β-カロチンをはじめとするビタミン、ミネラルなど栄養
素と食物繊維が大変豊富に含まれた健康野菜です。ゆでて刻
むと緑色のととろのようになり、薬味を混ぜてごはんにかけ
たり、おひたしや炒めものにもおいしい。ただ、しゅう酸を
多く含むので軽くゆでて水にさらして食べます。

豆の隆起が均一で濃緑色、さやに傷
のないものを選ぶ。

－ －

さえた緑色で全体にツヤとハリがあ
るもの 中央が極端に細くなっていな
いもの

－ もろみそをつけて食べる

－ － －

(1) 張りのあるもの(2) 黒ずんでいな
いもの

－ 炒め物・汁物・和え物・鍋など全てにつかえます

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

260 促成 ムカゴ － 主成分はデンプンで、ビタミン類は多い方ではない カリウム
が多く含まれていて、粘りの成分はカリウムチンというタン
パク質が含まれて、消化吸収を高める

青森・茨城 11月頃～2月

261 促成 むき銀杏 － － － －
262 洋菜 ムキニンニク － － － －
263 促成 洗里芋 － － － －

264 不明 ムキタケ ノドヤキ、カタハ 見た目は気持ち悪いが、食べるとナメコとは異質の魅力があ
る。

東北各県 10月

265 洋菜 レッドキャベツ － 別名「紫甘藍」(むらさきかんらん)とも呼ばれるレッドキャベ
ツは、鮮やかなルビ－色と白い切り口とのコントラストが美
しいのが特長です。ビタミンCはミカンと同量、胃腸障害に
効くビタミンUという特殊成分も含んだ優等生野菜です。

長野 11月から5月

266 促成（つまもの） むらめ － 発芽した間もない赤じその若芽をむらめといいます。やや辛
味が強め。子葉が開き、本葉が少し出かかったものが良品で
す。

埼玉 通年

267 不明 紫ずきん（京枝
豆）

－ ・丹波黒大豆から品種改良した秋の枝豆 ・サヤが黒ずんだ
り、斑点のあるのは黒豆の特徴です。・上手にゆでると、深
紫色になる事からネ－ミングされました。・ブランド指定野
菜

京都府亀岡・夜久野地区 9月下旬～10月中旬

268 洋菜（ハーブ） マスタードグリー
ン（アブラナ科）

－ ピリッとした辛味ですが、さわやかな後味です アジア －



No

260

261
262
263

264

265

266

267

268

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

粒の大きさがそろっている物 はりが
ある物

－ 唐揚げ、炒め物 炊き込みご飯

－ － －
－ － －
－ － 泥里芋を洗ったり、皮をむいたりして、一次加工したもの。

そのまま料理に使える手軽さが特徴。

表皮の下にあるゼラチン質に特徴が
あり、水分を含んでいるものは傷ん
でいるように見える。カビ等が出て
いないものを選んでください。

－ 細かくさいて、塩辛をあわせたり、肉や野菜を油炒めしても
良い。ゼラチン質を活かすような調理法を。

－ － レッドキャベツの紫色には、料理に彩りを加え、見栄えを良
くしてくれる不思議な力があります。肉や魚の付け合せに、
一味違ったレッドキャベツの魅力が楽しめます。

－ キッチンペーパーを水でぬらし絞っ
たものでむらめを包み、密封できる
ポリ袋に入れ冷蔵庫で保管します。
日持ちがしないので、早めに使い切
ります。

刺身などのつまや薬味に使われます。

・実入りのふっくらした張りのある
もの ・生毛が濃いほうが鮮度がいい
です

－ ビールのつまみはもちろんの事、サラダ、かき揚げ、茶碗蒸
しetc.何でもOK。

葉 － 料理 肉類と相性が良いので焼肉を包んだりしても 又サンド
イッチ（ハム等）にも...



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

269 洋菜 マッシュルーム － 洋風料理の普及につれて栽培されるようになったため、英名
のマッシュル－ムの名で親しまれていますが、日本の正式名
称はツクリタケ。

アメリカ、フランス、中国、オラン
ダ、日本では茨城、岡山等

一年を通して出荷されている

270 促成 茗荷子 花みょうが カルシウム、ビタミンB1、カリウムが含まれ、香りの成分の
アルファピネンは食欲増進や血液の循環をよくする作用があ
る。

高知 6～10月

271 促成 みょうがたけ － 若い茎部分をほとんど日光に当てず育て、1m程伸ばしたもの
です。稲わらで囲った室で光を遮り、わらの隙間から差し込
む薄光で育てます。葉は黄金色、根元は薄紅色、茎は白く、
この色付け作業が市場での評価を左右します。光の加減で
“紅色”が変る栽培方法にこだわっています。

栃木、宮城 春から秋

272 促成 長芋 やまいも 山芋の代表品種が長芋 水分が多く、粘りが少ない。サクサク
とした歯ざわり自然薯は最も粘りが強く、最近人気がある新
いもは、10月より。通常は貯蔵品カリウムが多く、アミラ－
ゼも大根の3倍ぬめりけの元はミュ－シンと呼ばれ、食物繊維
と同じような働きをします

青森、北海道、茨城など －

273 促成 長ナス － 関西地方で人気のあるナスで、20～25cm程の長さになり、果
肉が柔らかく煮物によく使われます。早採りしたものは皮も
柔らかいため、漬物にも使われています。関西では大阪長や
津田長、東北では仙台長や南部長、河辺長などが有名です。

関西以西と東北地方。関東圏では茨
城など。

6月から9月頃、やっぱり夏です！

274 促成 生きくらげ 中国では「木耳」
と言う。その名の
通り、耳の形をし
ている。

きくらげの名前で流通しているキノコは、きくらげ類の総称
で正確には「アラゲキクラゲ」と言う。ゼラチン質が豊富
で、世界中に広く分布。

－



No

269

270

271

272

273

274

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

傘が割れたりしていないもの、軸が
折れたりせずピンとしているものが
良品。（＾＾）『よく売れている店
で買おうー』

－ 【マッシュルームとツナのサラダ】　粒マスタード入りのマ
ヨネーズであえたマイルドな味のサラダです！【作り方　4人
分】　マッシュルーム10個、ツナ缶小1個、紫玉ねぎ1/2個、
レモン汁大さじ1、A（マヨネーズ大さじ4、粒マスタード大
さじ1）イタリアンパセリ（ハーブの一種）・黒オリーブ各
少々。【作り方】(1) マッシュルームは石づきを切り落として
さっと水洗いし、ふきんで水気をふいて薄切りにし、レモン
汁をふりかけておきます。(2) 紫玉ねぎは薄きりにして水にさ
らします。(3) ツナは油を切って粗くほぐします。(4) ボウル
にAを入れて混ぜ合わせ、1のマッシュルームと3のツナをあ
えて器に盛り、水気を切った2の紫玉ねぎとイタリアンパセ
リ、黒オリーブをのせます。（＾＾）『アレンジしてみて
ね』

小さめでつやのあるもの きれいな紅
紫色をしたもの フカフカしていない
もの

－ ジャコや梅干などと一緒にまぜご飯 お吸い物に 薬味に

茎が紅色をおび、みずみずしいもの
がよい。

－ みょうがたけはシンプルな料理法が合います。そのまま味噌
をつけたり、針のように細く切って付け合せにしたり、マヨ
ネーズ和えや一夜漬けにも向きます。キリンシティでは天ぷ
らにして藻塩と天つゆを添えました。繊維が多くローカロ
リー、生食はビタミンCをそのまま摂取出来ます。

張りがあり、黒ずんでいるもの 皮が
薄く、表面がきれいで張りがあり、
傷や斑点のないもの

－ お好み焼き、たこ焼きのきじにいれるほか、天ぷら、オリー
ブオイル焼きなど。短冊切りかおろして 冷凍保存の場合は、
すりおろして小分けに切り分けてない時は新聞紙で包んで冷
蔵のほうが長く保存できます

表皮がなめらかで傷が無く、つやや
かな光沢のあるもの、へたの切り口
がみずみずしくて、ガクの部分につ
いているトゲが鋭くとがっていてさ
わると痛いものほど新鮮です。又水
分が多い野菜なので、持ってみて大
きさに見合うほどの重みがあるもの
を選びます。

－ －

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

275 野菜（きのこ類） 生しいたけ － 本格的に食用にされたのは室町時代といわれ、以来日本料理
には欠かせない食材として扱われてきました。栄養的には干
ししいたけの方が優れていますが、生しいたけの傘の裏側を
日光に30分ほど当てるだけでビタミンDの含有量が増えま
す。

岩手、秋田その他 秋が旬ですが、輸入品もあり一年中
あります。

276 野菜（きのこ類） なめこ － 以前は天然のナメコを缶詰にしたものが多かったが、現在で
は、袋や瓶を利用した菌床栽培が主流。中部地方以北の山間
地では、原木による栽培も行われている。独特のぬめりが特
徴で、味噌汁、おろし和え、三杯酢などに用いられる。

長野、山形、群馬など －

277 不明 軟白ねぎ － ビタミンC・カルシウムなど 青みの所も生で食べられます。 栃木、青森、北海道 夏

278 促成 菜の花 － 「菜の花」は”野菜”としては「菜花」（なばな）と呼ばれ
ることが多く、日本に50～60種類あるといわれるアブラナ科
の代表的な野菜です。出荷の形態は、つぼみだけを集めて紙
に巻いた「花を中心に食するもの」と、つぼみと葉を合わせ
フィルム包装した「葉を中心に食するもの」に分かれます。
英名は「Rape」。つぼみが固く締まったものが良品とされま
すが、裸で流通する場合は意外に萎れやすく開花してしまう
ものもあります。蘇生方法は、水にしばらく浸けておき、葉
茎がシャキっとしたら水を替え、塩水中で振り洗いします。
開花してしまったものは、観賞用として食卓に。

千葉 冬から春、おすすめは12月頃



No

275

276

277

278

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

傘が割れたり、軸が折れたりしてい
ない物。ほとんどがパック入りで流
通していますから、よく売れている
店で買うこともポイント。また傘が
開きすぎているものは香りが落ちる
ので避けたほうが無難です。

－ 【しいたけの甘辛炒め煮】　ご飯によく合う炒め煮は何かも
う一品というとき重宝【材料　4人分】　生しいたけ100g、サ
ラダ油大さじ1、A（しょう油小さじ1～2、砂糖少々酒小さじ
1、こしょう少々）【作り方】(1) 生しいたけは傘の上から軽
くたたくようにしてひだの間の汚れを払い落とします。石づ
きを切り落とし、斜め削ぎ切りにします。(2) フライパンを熱
してサラダ油をなじませ、1の生しいたけを入れて強火でさっ
と手早く炒めます。(3) 2のしいたけに油がなじんだら、Aの調
味料を入れて全体に絡めるように炒め合わせ、汁気がなく
なってつやが出たら火を止めて、器に盛り付けます。【メ
モ】　しいたけはなるべく洗わないほうがよいのですが、ど
うしても洗う場合は、表面のホコリを落とす程度にサッと
洗って、水気をていねいにふきます。しいいたけを炒めると
きは強火でサッと油をからめるように炒めます。火加減が弱
いとしいたけから水分が出てクタッとした仕上がりになるの
で注意しましょう。（＾＾）『強火ータイセツ！』

－ － －

葉の青みのところがピンと張ってい
ること

－ 薬味に 炒め物に

－ － おひたし等がメジャーですが、軽く油でいためてもおいしい
です。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

279 果菜 ナス － 焼くときは強火で！弱火だと水分がどんどん流出してうまみ
も逃げる。またナスと油は相性がとてもよいので、炒めた
り、揚げたりすると美味しいですが、煮るときも揚げてから
煮ると、色よく仕上がりますし旨味も増す。

千葉、栃木、群馬、埼玉など 一年を通して出荷されていますが、
旬は6月から9月頃

280 促成 根芋 － 里芋の親芋から出芽するものを根芋といいます。豊富な食物
繊維があり、、ぬめりの元となるムチンやガラクタンが含ま
れています。これらは胃腸を丈夫にし、脳細胞を活性化する
ボケ防止作用があると言われます。

千葉県柏 －

281 野菜 ネギ シャモ ビタミンC、カルシウム、葉にはビタミンAが多い 豆腐料理を
するとビタミンB1の吸収を高めます肉、魚の臭い消しと、ス
タミナ源となります

千葉、茨城、青森 通年

282 野菜 根三葉 － その名の通り、根つきの三つ葉。土寄せして、伸びてくる芽
を軟白したもの。他の三つ葉に比べて日持ちし、栄養価も高
い。根っこの部分をきれいに洗って、きんぴらにしても美
味。

茨城 春先

283 促成（沖縄野菜） 苦菜 和名・ホソバワダ
ン　現地呼称・ソ
ジャナ

その苦さは苦瓜の比ではありません。間違えないで欲しいの
は、苦瓜の葉＝苦菜ではありません。岩場に生える多年草
で、沖縄では一般的な青菜の一つです。 腹痛・下痢の時に葉
の絞り汁を湯で薄めて飲みます。

沖縄県　小禄（おろく）・豊見城
（とみぐすく）

3～5月



No

279

280

281

282

283

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

表面が滑らかで傷が無く、つややか
な光沢のあるもの、ヘタの切り口が
みずみずしくて、ガクの部分につい
ているトゲが鋭くとがっていてさわ
ると痛いものほど新鮮。また水分が
多い野菜なので、持ってみて大きさ
に見合うほどの重みがあるものを選
ぶ。

－ 【蒸しナスの中華風サラダ】　蒸し物上手の電子レンジを
使った簡単なホットサラダ【材料　4人分】　中長ナス4個、
サラダ油大さじ3、A（長ネギ・ニンニク・ショウガ（各みじ
ん切り）各小さじ1弱、しょう油・酢・オイスターソース・ご
ま油各大さじ2）、みょうが1個。【作り方】(1) ナスは1.5cm
厚さの輪切りにして耐熱性のボウルにいれ、すぐにサラダ油
をかけて、全体にからめるように混ぜ合わせます。(2) 1のボ
ウルにラップをかぶせ、電子レンジに入れて、ナスがしんな
りするまで6分ほど加熱します。(3) 茗荷は薄い輪切りにして
水にさらし、水気を切っておきます。(4) 2のナスを木べらな
どで軽く押さえるようにして水気を切り、Aの香味野菜と調
味料を加えてよく混ぜ合わせます。(5) 4のナスを器に盛り付
け、3の茗荷を散らして仕上げます。【メモ】　電子レンジを
使わない場合は、ナスにサラダ油をまぶして、蒸し焼きにし
ても！。焼きすぎるとクタッとするので注意しましょう。
（＾＾）『すばやくーーー』

色が白いもの － 炊き物として 和え物として

(1) 白味と青味がはっきりと分かれて
いる物 (2) 白味の根に近い方が硬く
ないこと

－ 薬味（さらしネギ）、おき焼き、みそ汁、煮物、焼きネギ、
鍋

－ － －

本来はしっかりした葉状な為、柔ら
かい感がある時は、既にしなびてい
ると判断してもいいでしょう。

－ 千切りにして、大葉替わりの薬味として 千切りにして、白味
噌和え



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

284 不明 ゴーヤ 苦瓜　沖縄本島で
は「ゴーヤー」、
宮古島では「ゴー
ラー」、八重山地
方（石垣島や西表
島など）では
「ゴーヤ」、九州
では「レイシ」
「ニガゴリ、ニガ
ゴイ」などとよば
れている。正式和
名は「つるれいし
（蔓茘枝）」

ビタミンCやカロテンといった成分が夏ばて防止に効果抜
群。ゴ－ヤに含まれるビタミンCは熱を加えても壊れにくく
摂取しやすい。ビタミン含有量はレモンやキャベツの約4倍。
代表的な料理は、ゴ－ヤチャンプル（豚肉や卵などと一緒に
炒る）。種座部分をスプ－ンで削り、汁を取り除くと苦味が
なくなる。

沖縄他 夏季

285 野菜 にんじん － － 千葉、埼玉そのほか 一年中ありますが、旬は10月から2月

286 促成（京野菜） 京人参葉 京都では、にんじ
ん菜や葉にんじん
という呼び方で出
荷されている

根の2倍以上のビタミンA、3倍のタンパク質、5倍のカルシウ
ム、鉄分、ビタミンCなど、栄養分が豊富に含まれている。
小指大くらいの根に20センチほど若葉が伸びたものや根の肥
大していないものを収穫。

京都 －

287 洋菜 にんにく おおびる 健胃、整腸、糖尿病、肝臓障害などの薬効が多く挙げられて
いる。 カリウム、ビタミンB、B2などが豊富 冷え性にも効果
的 風邪のウイルスを撃退できる強い作用がある。

青森、香川（中国） 周年

288 促成（中国野菜） ニンニクの芽 茎大蒜（クキニン
ニク）・蒜苔

若いうちに花茎を切除すると、にんにくの球の発育が進むの
で中国では古くから切除した花茎を食用にしていたが、第二
次世界大戦後、「にんにくの芽」の名で日本に輸出して人気
が出て以来現在に至る。

中国 －

289 野菜 ニラ（味ニラを含
む）

－ カロチンの他、ビタミンB1・B2・C・各種ミネラルが豊富 栃木、山形、群馬　他 通年



No

284

285

286

287

288

289

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － －

五寸にんじんなど西洋系のにんじん
は皮の色が全体に鮮やかでツヤのあ
るものが良品。表面に残る細根のつ
け根痕が浅く整然と並んでいるもの
で、茎の付け根が細いほど芯が細い
ので味の良い証拠。また、つけ根近
くの肩部分まで赤いものが良品。茎
が茶色くなっていたり、新芽が出て
いるものは古いので避ける。

にんじんは蒸れによる水気が当たる
と腐敗しはじめるので、水気や湿気
は禁物。買ってきたら新聞紙に包ん
で冷暗所に置くのが一番ですが、冷
蔵庫に入れる場合はラップで包んだ
り、ポリ袋に入れて保存。ただし、
ポリ袋で保存して袋内に水蒸気がた
まってしまったら、すみやかに水気
をふいてできるだけ早めに使い切る
ようにすると良い。

【にんじんの黒ゴマ和え】　にんじんのやさしい甘味と黒ゴ
マの香ばしさがとても合う。【材料　4人分】　にんじん1
本、A（だし汁（市販品でも可）カップ1、、砂糖大さじ2、
しょう油小さじ2、塩ひとつまみ）、黒ゴマ大さじ3、B（だ
し汁小さじ2、砂糖大さじ1、しょう油小さじ2、塩少々）【作
り方】(1) にんじんは皮をむき、4cm長さの厚めの短冊切りに
します。鍋に入れ、Aを加えて中火にかけ、煮立ったら弱火
にして煮ます。(2) 1のにんじんが柔らかくなったらザルに広
げ、汁気をきって冷まします。(3) 黒ゴマは香ばしくいってす
り鉢にいれ、熱いうちにすりつぶし、Bを加えてさらによく
すり混ぜます。2のにんじんを加えてあえ、器に盛り付けま
す。（＾＾）『完成ー、おつまみー』

－ － －

粒が大きく、よくしまっているもの
軽いものは乾燥しすぎで中身が少な
い 芽が出かかっているものはダメ

－ －

傷んでない物 まっすぐな物 しなびて
ない物

－ 炒め物や、さっと茹でて和え物・サラダ等として!!球のにんに
くよりクセがないので食べやすく、用途も広い。

葉が大きく肉厚な物 切り口のそろっ
た水々しい物

－ 通常販売されているニラは一つの株から3回芽を発生させ3回
刈り取るが、始めの1回めのものを一番刈りと言い、かるく茹
でておひたしにすると美味。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

290 不明 ノビル（野蒜・ユ
リ科）

－ 古く中国から来た多年草です。ツンとしたニラに似た風味
と、ぬるっとした食感があります。 健胃と身体の保温効果が
あるといわれています。

－ 春頃

291 不明 のぶき ヤマブキ カロチン、ビタミンA、B1、B2、ミネラル 繊維質が豊富に含
まれている

静岡・千葉 4月～5月　早いものは12月より

292 不明 大　葉 青じそ 主に、花粉症、他、アレルギ－体質の改善。 愛知　茨城　大分　高知 夏（6～9月）

293 促成（中国野菜） 黄金韮 にらもらし　韮黄 ニラを軟化栽培したもので、青ニラと違い香りが強くなく、
マイルドな甘さと香りが有る上品な味です。

岡山・栃木 －

294 野菜 生姜 － 熱帯アジア原産の多年草、日本でも古くから栽培されている
香味野菜。臭みの強い魚や肉類の臭い消しには欠かせず、世
界各国の料理で活躍。また、風邪の予防や、毒消しの効果も
ある。

高知 －

295 促成 おいしい菜 － ビタミンAやCが豊富で、食物繊維はホウレンソウより多く、
カルシウムは牛乳の二倍と栄養価も高い。

福岡 春

296 促成 岡ひじき 英名/salt-wort　仏
名/salsola

海のヒジキに似ていることから名付きました。同じように海
草のミルにも似ているので「おかみる」「みる菜」とも呼ば
れます。 カルシウムが豊富でミネラルがたっぷり含まれてい
ます。 高血圧気味の人に良いといわれています。

千葉・福岡・山形 －

297 促成 オクラ － オクラは乾燥と低温に弱いので、保存はポリ袋に入れて乾燥
を防ぎ、冷蔵庫の野菜室へ入れます。温度が5℃以下になると
低温障害を起こすので注意が必要です。

高知、沖縄、海外からの輸入品もあ
ります。

旬は盛夏ですが、最近需要の急増と
とものハウス栽培も盛んです。



No

290

291
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293

294

295

296

297

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － 葉はニラのように油炒めで 茎は和え物・漬け物・天ぷら・生
で味噌をつけてどうぞ。

フキが黒く変色していない物 やわら
かくなく、ピンとした物

－ 茎、葉ともに細かく刻んで、煮物・佃煮に 茎は塩もみしてゆ
でて水にさらすとよいです

葉の緑の濃いもの 葉のやわらかいも
の

－ 細切りにして、ラーメンの薬味 細切りにして、アサリと合わ
せてスパゲティー

黄色く、太い物・傷んでない物 － あまり火にかけると溶けて無くなってしまうので、炒めすぎ
には注意してください。 豚肉、鶏肉、もやし等との合わせ炒
め等でどーぞ。

－ － －

－ － ゆでると緑が鮮やか。あくがなくシャキシャキとした食感
で、おひたし、いため物、あえ物、鍋物、てんぷらなど、ど
んな料理にも向く。

傷んでいない物 小さいもののほうが
若く、柔らかく美味 緑が濃く、茶色
くないもの

－ サッと湯どおししてから、クセがないのでサラダ・炒め物・
天ぷらなど幅広く使えます。1分半～2分くらいでゆですぎな
いように、さっと冷水に通すか、そのままざるにとってひろ
げておきます。 辛し和え スパゲティにもどうぞ

表面を覆っているうぶ毛は鮮度の目
安になります。ぴっしりときれいに
覆われているものは鮮度がいいです
（＾＾）/また、角が筋っぽくなって
いたり、茶色くなったものは、育ち
すぎか鮮度が落ちているので避けま
す。もちろん大きすぎるものは中の
種が苦くなったりして味が落ちま
す。

－ 【オクラのカレー炒め】　オクラの原産地を考えれば納得の
エスニック味【材料　4人分】　オクラ30本、玉ねぎ1/4個、
ニンニク・しょうが1かけ、サラダ油50cc、カレー粉小さじ1
と1/2、コリアンダー（粉末）・塩・コショウ少々、レモン
（くし形切り1/8個)【作りかた】(1) オクラはうぶ毛を塩でも
んで洗い流し、へたを切り落として斜め切りにします。(2) 玉
ねぎ、ニンニク、しょうがはそれぞれみじん切りにします。
(3) フライパンを熱してサラダ油をなじませ、(2)の香味野菜を
入れて弱火でゆっくり炒め合わせます。(4) (3)の香味野菜が茶
色く色づいたらカレー粉とコリアンダーを加え、(1)のオクラ
も加えて強火で手早く炒め合せます。塩、コショウで調味し
て器に盛り、レモンを添えます。完成！（＾＾）みんな大好
きカレー味！



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

298 洋菜 オニオンブラン
シュ

オニオン・ヌー
ボー（ユリ科・多
年草）

静岡県浜松市篠原町の在来種でここにしかありません。 太い
首が特徴で、水分が多く最も甘い玉葱として知られていま
す。

静岡・浜松市 －

299 促成（つまもの） 大葉の芽 － － 愛知 通年
300 果菜 王様トマト － 品種は「ごほうび」。赤熟した状態で収穫する”赤熟もぎた

てトマト”で、『王様トマト』と呼ばれている。
愛知 11月から4月

301 洋菜（ハーブ） オレガノ（シソ
科）

ワイルドマジョラ
ム　（和）花薄荷

ピリッとした辛味があります葉には強壮作用・頭痛・歯痛・
生理痛を緩和する効果があります

ヨーロッパ・北西アジア －

302 洋菜 オレンジカリフラ
ワー

－ 地中海東部沿岸地方が原産地。紀元前にはすでに食用化とさ
れていた記録があります。15世紀ころから栽培されており、
ブロッコリ－と同じくキャベツの仲間なので特別に区別はさ
れていませんでした。19世紀になってから2種類同時に日本に
伝わり、ブロッコリ－よりさきに人気が広がりました。

北海道 10～3月

303 果菜 オレンジトマト － オレンジ色の皮のヒミツは、普通のトマトの8～10倍も含まれ
るカロチン。ビタミンは3倍近く、糖度も7～8度と栄養価も味
も◎！ 甘味が強い中にも、適度な酸味が残る爽やかな食感。

愛知、千葉 通年

304 促成 お楽しみにんにく にんにく、にん太
郎

黄ニラと似ていますが、黄ニラよりも栄養価が高い。（例・
カリウムがお楽しみにんにく720mgに対し、黄ニラは450mg）
日持ちが良い

千葉 一年中

305 促成（沖縄野菜） ゴーヤー (にがう
り、レイシ)

－ 「ゴ－ヤ－」は沖縄県の現地呼称で、他県産は「にがうり、
レイシ」と呼びますが、基本的には同じものを指します。特
筆すべき点は【ビタミンC】の含有量が豊富で、通常の野菜
と異なり、加熱してもビタミンCが殆ど変わらない点！その
特性を生かし、ゴ－ヤ－チャンプル、オムレツ、グラタン、
チャ－ハン、<の具としてもいいですし、慣れないうちは、カ
レ－、餃子の具としてお試しください。

－ －



No

298

299
300
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305

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － 素材の甘さを生かすためぜひ生でオニオンスライスで召し上
がれ。

－ － －
－ － －

花、葉 － 料理 トマト・肉・チーズ料理 　ピザにもどーぞ！ その他 花
からは赤色系の、葉からは茶～緑色系の染料がとれます

食用部分が硬くしまっていて、こん
もりと盛り上がっているもの。全体
の色が均一で、茎の切り口が乾燥し
ていないもの。持ってみてずっしり
と重いもの。

－ 緑黄色野菜が健康によいとされてから、淡色野菜のカリフラ
ワーの人気は低迷気味。冬場のビタミンC（100gに1日の必要
量が含まれています）の補給には欠かせないので、ホットサ
ラダやシチューにして積極的に食べたいものです

－ － －

葉がシャキっとしていて、枯れてい
ないもの

－ 中華料理に特に合いますので、レバニラのニラのかわりや魚
料理（蒸魚）や、肉料理（ポークソテー）の香り付けに。

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

306 野菜 黄色人参 － － － －

307 洋菜（ハーブ） オゼイユ － 水気が多く、ツンとした酸性の香りがあり、いろいろな料理
にマッチするハ－ブです。和名でスイバ（酢い葉）と呼ばれ
ています。食用にすると便秘に効きますが、大量に食べない
こと。

ヨーロッパ、北アメリカ －

308 野菜（きのこ類） パイリング － － － －
309 促成（中国野菜） パクチョイ － クセがなく、どんな素材ともよく合う。 中国 －

310 促成 パオサイ － 原産地は中国・インドから中近東周辺と言われており、アジ
アで発達した食材です。レタスの仲間で包菜（つつみな）と
もいわれています。カロチン等のビタミン類をはじめ、鉄分
などのミネラル分を含み、生食できることから熱による損失
がありません。また、ラクッコピコリンという成分も含ま
れ、催眠鎮静効果もあります。

静岡　千葉 通年

311 洋菜 パプリカ － パプリカは、赤、オレンジ、黄、緑、紫、白、茶、黒と8種類
あります。中でも甘味が豊富なのが赤と黄。どちらも生のま
までも十分に甘く、野菜臭さは全くありません。また、オレ
ンジのものは栄養面で特に優れています。

オランダ 4月～10月

312 洋菜 パープルアスパラ － グリ－ンに比べ、甘味があり柔らかく、ニュ－ジ－ランドの
食卓では生食としてサラダなどに使用される。

－ －

313 洋菜 パープルカリフラ
ワー

－ パ－プルカリフラワ－と呼ばれ、ヨ－ロッパでよく見かける
品種ですが、栽培が難しいため、冬場にごく少量出回るくら
いです。茹でると淡い緑色になり、栄養的には白色のものよ
り優れています。

茨城 冬

314 促成（沖縄野菜） パラミツ 和名 - パンの木
英名 - ジャックフ
ルーツ

・世界最大級の果実といわれ、国産では15～20kgにもなる。
・未熟果は野菜として煮たり、炒めたりします。・和名（パ
ンの木）は、パラミツを焼くと、パンの匂いがする事から起
因。・完熟した時の匂いは強烈で、パイナップルにやや近い
です。

沖縄県（離党含）、東南アジア 7～8月
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

頭の部分から見て、芯の直径の小さ
いもの 皮に張りのあるもの

－ 細切りにしてサラダの色付けに ジュースとして 油炒めにもど
うぞ

－ － やわらい若葉はサラダにしますが、酸味が強いので、その分
ドレッシングやレモン汁は控えめにします。また、ハーブ
ティーとしても美味です。

－ － －
－ － スープ、煮込み、蒸し物、炒め物など、いろいろ使えます。

鮮やかな緑色をしていて、みずみず
しいものを選びましょう。

－ やっぱり、焼いたお肉を包んで食べるのが一番。パリッとし
た歯ごたえと、さわやかさが味わえるのも特徴です。

パプリカは水気に弱いので、表面の
水分をしっかりふき取ってから、穴
の空いたポリ袋に入れて密封し、野
菜室で保存します。変色し始めたら
品質が落ちてきている証拠です。食
べても問題はありませんが、味はど
んどん悪くなっていきますので、で
きるだけ早めに使い切りましょう。

ピーマンと同様に、炒めものに入れて食べるのもいいけど、
パプリカは甘味がポイントだから、生のままサラダにするの
がおすす。

－ － －

花蕾が硬く、こんもり球形のものが
新鮮。全体にこんもりと盛り上がっ
ていて花蕾が硬く締まっているも
の。ずっしりと重いものを選びま
しょう。

－ －

表面の棘が細かく密なものの方が香
りの柔らかい甘い果肉が得られま
す。 切り売りの場合、種の大きさが
揃っているもの。

－ ◎注意　調理の際、ゴム液が付着しますので、事前にサラダ
油等を手や包丁に塗る等して下さい。 種 - 5分程茹でた後、
固い皮を除きバター炒め未熟果 - 野菜炒め等完熟果 - 果物と
して



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

316 洋菜 パセリ － 葉が縮れているとパセリ、葉が縮れていないものは「イタリ
アンパセリ」といいます。最大の特徴は濃い緑色の葉に含ま
れる葉緑素！これは悪玉コレステロ－ルの吸収を防ぐ役割が
あります。 ビタミンCも豊富で、野菜類の中で「1位」です。
パセリはハ－ブのひとつでもあり、芳香成分がカゼの初期症
状や冷え性対策におすすめです。 パセリには、人間の健康に
欠かせないビタミンやミネラルが多く含まれています。体の
中でビタミンAに変化するベ－タカロチンや、糖質を分解を
補助するビタミンB1、皮膚・爪・髪を作るビタミンB2、赤血
球中のヘモグロビンの合成に必要な鉄分などの含有量は、野
菜の中でトップクラスです。サラダやス－プなど、料理にパ
セリを少量加えただけで、その料理は栄養バランスのとれた
ものなります。 また、アピオ－ルという精油成分も含まれて
おり、食中毒の予防・口臭の防止といった効果があります

千葉 5月～8月

317 洋菜（輸入野菜） パースニップ － 和名は「アメリカぼうふう」と呼ばれ、セリ科の一種です。
形がニンジンに似ていることから、別名シロニンジンとも呼
ばれるそうです。根は開花後に気温が下がってくると甘みを
増すので、欧米では冬の野菜として利用され、広く普及して
いるとか。

オーストラリア 晩秋から初冬

318 洋菜（輸入野菜） ルビーオニオン － － － －
319 洋菜 ペコロス 小玉ねぎ、プチオ

ニオン
ペコロス一個は、同じ量のふつうの玉ねぎよりも栄養価が高
い。

愛知県、北海道 秋～冬

320 洋菜（ハーブ） ペパーミント（シ
ソ科）

和名：西洋薄荷 － 温帯地域 －



No
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

パセリには大きく分けて次の4つの種
類があります。 モスカールドパセリ
日本で最も食べられている葉の縮れ
たパセリです。主に小葉や小葉に近
い細い部分の葉柄を食べます。イタ
リアンパセリ別名フレンチパセリと
も呼ばれています。フランス料理や
イタリア料理でよく使われる、葉が
まっすぐなパセリです。味はモス
カールドパセリとほとんど同じで、
小葉や小葉に近い細い部分の葉柄が
食べます。ハンブルグパセリ根が大
きく、にんじんに似た形のパセリで
す。主に根の部分を食べますが、葉
の部分も食べられます。ナポリタン
パセリ葉柄の部分が大きなパセリで
す。セロリと同じように葉柄の部分
を食べます。 葉っぱが細くて縮れて
緑の濃いものを!! 冷蔵庫保存の時は
水の入ったコップに浸して。 冷凍す
るときはよく乾かしてからみじん切
りに...

－ サラダやスープに使われることが多いけど、一番のおすすめ
はパセリの天ぷら。パセリは油を吸いやすいから揚げ過ぎに
は注意してね。

－ － 生では食べず、茹でてから厚めにスライスしてサラダに入れ
たり、スープやシチューなどの煮込み料理に利用します。

－ － －
形が丸く、ツヤが良くて表面の乾い
ているものが良い さわってやわらか
く感じるものは芽が出ていたり、中
が悪くなっているかもしれないので
避ける。

－ 頭と根元を切り、水につけると皮がむきやすい。 丸い形を生
かして、煮込み料理の具・ピクルスなどに シチューの具とし
てよく利用されます。

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

322 果菜 ピーマン － － 茨城ほか 旬は夏だが一年中ある

323 果菜 ピメント － 甘味種のピ－マンが日本に入ってきたのは明治時代（唐辛子
は江戸時代）、アメリカからだが一般に普及したのは昭和30
年代以降。日本で使われている「ピ－マン」の語はフランス
語読みにしたがったもの、ピメントはスペイン語。最近はオ
ランダ産が大量に輸入され、価格も手頃。

北海道 8月から9月

324 洋菜 ピンクロッサ － 結球しないレタスの仲間。葉の色は、きれいな淡緑色で葉先
がピンクがかった赤色で細かく縮れています。シャキシャキ
した歯触りとほろ苦さが特徴。エンダイブとリ－フレタスの
交配種。非結球で葉先に細かい切れ込みがありフリルのよう
な葉型でシャキシャキした歯ざわりです。普通のレタスに比
べ、食物繊維が8倍、ベ－タカロチンやビタミンAなどは12
倍、ビタミンCは5倍以上と栄養豊富。熱を加えてもしっかり
していますので加熱料理もお試しください。

長野 通年

325 洋菜（ハーブ） ピーナッツスプラ
ウト

－ ピ－ナッツを独特の方法で育成して、もやし状に育てたも
の。老化や動脈硬化を防ぐビタミンEがたっぷり含まれ、アル
コ－ルの代謝を助けてくれるナイアシンも豊富。ビタミン
B1、B2も多く、血中コレステロ－ルを下げるナイアシン、記
憶力アップ！のレシチンも含まれる。淡白な味わいで、和・
洋・中、様－な用途に使うことが出来る。

長崎 通年

326 促成 プチベール － ケ－ルと芽キャベツを交配させて誕生したのが「プチヴェ－
ル」（フランス語で「小さな緑」の意味）です。「プチヴェ
－ル」はβカロチン、ミネラル、ビタミンを豊富に含んだ栄
養価の高い冬の緑黄食野菜です。糖度が高く苦みが少ないと
いうのも、この「プチヴェ－ル」の特長のひとつです。

静岡 12月から3月にかけての冬の露地野菜
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

ピーマンは鮮度が落ちると苦味が出
たり、中の種の部分から腐敗が始ま
る。そのため、できるだけ鮮度の良
いものを選びたいもの。ヘタの緑が
鮮やかでピンとしているもの、切り
口が茶色っぽくなっていない物は新
鮮。また全体につややかで張りがあ
り、色が均一なことも美味しさの条
件。

生のまま保存する場合は、水気を丁
寧に拭いてからポリ袋に入れて密封
し、冷蔵庫の野菜室に入れる。まと
めて保存する場合、一個でも腐敗し
始めるとほかに伝染しやすいので、
すぐに処分すること。

【ピーマンのベーコン巻き】　カリッと香ばしいベーコンと
ピーマンは絶妙のコンビ【材料　4人分】　ピーマン小12個、
ベーコン6枚、サラダ油適量、塩・こしょう各少々、かぼす
（半月切り）1個分、パセリ各少々【作り方】(1) ピーマンは
縦半分に切ってヘタと種を取り除きます。(2) ベーコンは長さ
を半分に切り、1枚で1のピーマン1個分をくるっと巻き、巻き
終わりを楊枝で留めます。残りも同様にベーコンで巻いて、
12個のベーコン巻きを作ります。(3) フライパンを熱してサラ
ダ油を薄くなじませ、2のベーコンを巻きを並べ入れます。強
めの火加減で転がしながら焼き色を付け、軽く塩、こしょう
をふります。(4) 3のベーコンから脂が出て、縁がチリッとし
てきたら油を切って器に盛り付け、かぼすの半月切りとパセ
リを添え、食卓でかぼすを絞りかけていただきます。

－ － 【ピメントのマリネ】ガスに網を置き、ピメントを網にのせ
焦げるまで火であぶり、焦げたら薄皮を剥き、1cm幅に短冊
切りにします。オリーブオイル（100ml）でみじん切りにした
タマネギ（1個）、にんにく（1片）が少々焦げ付くまで炒
め、穀物酢（あればバルサミコ酢）（100ml）を加え一煮立ち
させ、塩・コショウを加えマリネソースの完成です。大きめ
の皿にピメントを敷き詰め、熱いマリネソースをかけます。
粗熱が取れたらラップをして冷蔵庫へ。3時間から一晩寝かし
たら食べごろ。食べ際にレモンを絞りましょう。

－ － －

－ － －

－ － 調理は一つ一つが小さいので包丁いらず。約5分熱湯にひたす
と、鮮やかな緑色となり、そのまま食べられ、柔らかで、美
味です。湯がいた後も新鮮な緑が容易には変色しません。冷
めても甘みが落ちることも無いので、お弁当には最適で、ま
た野菜サラダや高級料理の添え物としても合いますし、てん
ぷらや中華、洋食と用途は幅広いです。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

327 促成 プチにんにく 一玉にんにく　高
山にんにく

標高約2000mの高冷地で栽培される玉葱のような一片種の高
山種ニンニク。一般的なニンニクの原種とも呼ばれていて、
味や香りはマイルド。うまみや糖度が普通のニンニクより高
く、皮も剥きやすいため、人気が高まりつつある。硫化アリ
ル、血行を良くする

中国雲南省 一年中

328 洋菜 ラディッシュ 二十日大根 撒いてから20日という短期間で収穫できる早生の小型大根で
す。 「二十日大根」という名称もそこから由来しています。
ぴりりとした辛味は、ビタミンCの豊富さからきており、美
しいお肌づくりに役立つといわれています。

－ －

329 野菜 落花生 南京豆、ピーナッ
ツ

抗酸化作用を持つビタミンEや、不飽和脂肪酸を豊富に含み、
腸内のビフィズス菌を増やす作用のオリゴ糖や、整腸作用の
食物繊維を豊富に含むなど、がん、動脈硬化、糖尿病など生
活習慣病を予防します。

千葉など 9～10月

330 野菜 らっきょう － カルシウム、リン、鉄、ナトリウム、食物繊維、たんぱく
質、糖質、脂質を含み、殺菌、利尿、発汗、整腸などに効果
があるといわれています。 アリシンという成分で血液をサラ
サラにするそうです。一日4粒が適量。 タマネギの一種なの
で、食べ過ぎると胃に負担がかかるので注意です。

鳥取・福井など 5月末～7月

331 促成（特別栽培野
菜）

レッドアンデス － 皮にエグ味がありません。黄肉はカステノイドでβカロチン
ではありませんが、カロチン同様の抗酸化作用が認められて
います。 粉質でホクホクのじゃが芋ですが、でん粉は15％、
カロリ－は100g当たりわずか75でパンの半分、ゴボウと同じ
です。ビタミンCはニンジンの5倍も含まれています。芽は取
り除いてご使用ください。

北海道 －

332 野菜 レディス大根 － ラディッシュよりもやや大型でその名の通りサラダに良く使
われる大根です。表皮は鮮紅色ですが、中は白いので、切り
口を工夫すると美しいコントラストが楽しめます。日本では
おもに神奈川県・三浦半島で栽培されており、生産量はわず
かですが、今後人気の出そうな品種です。

神奈川、三浦半島など －

333 洋菜（輸入野菜） レッドアンデーブ － フランス名でアンデ－ブなのですが、エンダイブとよく混同
されますので、一般的にはイギリス名のチコリとよばれてい
ます。調理業界ではフランス名のアンデ－ブで呼ばれていま
す。日本には江戸時代末期に伝来しました。（＾＾）『由緒
正しいやさいなのだ！』

ベルギー 11月から3月が旬です
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

表面がかたく、皮が乾いているもの － さっと水洗いして水気をふき取り、皿にラップをして、レン
ジで5～7分で出来上がり。マヨネーズをつけて食べてくださ
い。

全体にツヤとハリがあるもの － 株の部分を薄くスライス、軽く塩もみマヨネーズと辛子を適
度に加え、和え物としてどうぞ

カラの表面に渋（しぶ）がういて黒
味がかっているもの。黒味が濃いほ
ど、豆全体まで充分に栄養がありま
す。

－ －

まるみがあり、粒がそろっている
物。 青い芽がでていない物。 傷がな
い物。

－ －

アーリーローズとソラナムフレハと
いう小粒種の交配です。

－ レンジで3分、マッシャーでつぶしてポテトサラダに。 皮付
きでくし型に4～8つ割りにし、カラッと揚げてフライドポテ
トに。

－ － －

アンデーブは全体が白くて（先は
赤）太め、葉先が元気よく、葉どう
しが硬く巻き、表面にうぶ毛の生え
た傷のないものが新鮮です、先端が
緑色のものは古いのでさけます。

－ 【きり方】　一枚づつ葉をはがしてそのままオードブルの器
としても使えます。サラダには食べやすい大きさにちぎって
使います。グラタンなどにはまるごとのアンデーブを使うこ
ともあります。【あく抜き】　レモン汁を加えた湯で茹でる
か、熱湯に5秒ほどつけてあく抜きをすると、苦味が取れま
す。【加熱】　アンデーブはあく抜きしてからクリーム煮、
スープ煮、グラタンなどにします。【一味アップ】　レモン
にはアクを抑える働きがあります。これを利用して、おなじ
みのオードブルにレモン汁をかけてアクどめすると、変色せ
ずに、さらに美味しく食べることが出来ます。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

334 洋菜 レホール ホースレディッ
シュ、西洋わさび

殺菌力が強い野菜です。 脂肪を消化するのを助ける働きがあ
ります。

長野・北海道　海外ではドイツ・オ
ランダ・ベルギー

冬

335 果菜 レモントマト － レモンに似た色合いと形から、オ－ドブルの飾りに使われま
す。また料理の付け合せとしても。甘味も酸味もあまり強く
ない品種。

千葉 周年出回る

336 洋菜 リーキ ポアロ 声が良くなるというので、暴君ネロもよく食べたとのこと。 ベルギー・オーストラリア・オラン
ダ・フランス

12月～2月・4月～9月頃

337 洋菜（ハーブ） ローリエ － ロ－リエは、ロ－レル、ベイ（リ－ブス）とも呼ばれる月桂
樹の葉です。ちなみにロ－リエはフランス語、ロ－レルはス
ペイン語および英語、ベイは英語です。ロ－リエは肉などの
臭みを消す働きがありますので、カレ－やシチュ－などの煮
込み料理によく使われます。葉は折ったり、切れ目を入れる
と香りがよく出ます。長く煮込み過ぎると苦みが出るので、
煮込んだ後はとりだしておいたほうがよいでしょう。このほ
かマリネやピクルスなどにも適しています。

－ 通年

338 洋菜（ハーブ） ローズマリー（シ
ソ科）

（和）まんねんろ
う

さわやかな甘い香りだが口にするとやや苦い。 花の色は青・
紫・ピンク・白などさまざま... ヨ－ロッパでは集中力を高め
るとされ、美容や不老に効くハ－ブとして有名です。葉には
抗菌作用や酸化防止作用があります。

地中海沿岸 －

339 洋菜（輸入野菜） ルバーブ － ルバ－ブはチベットやシベリア南部が原産のタデ科多年草の
野菜です。実際は野菜でも料理の世界では果物と同じ扱いで
利用されてきました。ルバ－ブは繊維質とカルシウムが多く
含まれ、酸味の強いアルカリ食品。日本には、明治初期～中
頃にアメリカやカナダから持ち込まれました。気候が適した
避暑地の軽井沢（宣教師が伝えたといわれます）や野尻湖畔
で栽培されました。これは外国人向けに作られる野菜でし
た。

北海道、長野 通年

340 洋菜（ハーブ） ルッコラ（アブラ
ナ科）

ロケット　（和）
キバナスズシロ

クレソンに似たピリッとした辛味と、ゴマのような香りがし
ます葉にはビタミンCがたくさん含まれ、利尿作用・咳を止
める作用などがあります

地中海沿岸 －
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利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

中の色が白く、かたい物が上質で
す。

－ すりおろしたものを、 ドレッシングに加えると、魚介類のサ
ラダなどの臭みが消えます。 ローストビーフによく付け合わ
されます。

－ － －

リーキの軟白部分が太くて長いのが
良いとされている

－ リーキの先端部分は細かく刻んでスープのだしに、リーキの
白い部分はサラダにしたりスープにする。

－ － シシカバブラムを串焼きにするときに、ローリエを一緒に刺
します。

花、葉、茎 － 料理 花はそのまま料理に飾って風味を添えましょう。 肉・魚
料理、イタリア料理に。 健康 花と葉からとれるハーブウォー
ターは肌を若返らせる化粧水として その他 葉や茎は防虫効果
があり、殺菌作用もある。

－ － 茎色が「赤い」ルバーブはジャムにするときれいなピンク色
になります。またスープやデザートにもつかえます。

花・葉・種子 － 料理 葉はサラダや温菜・ソース等に 花はサラダの飾り付けに
種子はマスタードの代用になります カルパッチョにも



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

341 洋菜（輸入野菜） ルタバカ － スウェ－デンかぶとも呼ばれるが、かぶとは別種の根菜。肉
は黄色で甘味があり、煮込みに向く。

－ 冬

342 促成（沖縄野菜） 琉球ヨモギ 現地呼称・フーチ
バー

入浴剤として腰痛・冷え性にもいいらしい! 葉を煎じて服用す
ると胃炎・風邪にいいらしい!

沖縄県豊見城（とみぐすく） 2～5月

343 野菜 サーベル隠元 － 細い丸さやの隠元。筋が少ないため、使いやすいのが特徴。 千葉県鋸南町 6月～9月

344 洋菜（ハーブ） セージ（シソ科） （和）薬用さるび
あ

葉は灰緑色で表面がザラザラしています。 花は青紫色の小さ
な花をたくさんつけています。消化促進・肝機能改善・浄血
作用 女性には生理不順や更年期障害の改善にも...

地中海沿岸・南ヨーロッパ －

347 促成（飾り物） 桜　草 － イギリスではこの花を煎じて飲むと不眠症にかからないとい
う話もあるが、アメリカでは、有毒だという話も。桜草は、
魔女や妖精の害を防ぐ役を果たすといわれている土地もあっ
て、スコットランドでは復活祭にサクラソウを球形に束ね、
その真ん中に白いアネモネを挿した花束を作る習慣があると
か。マン島では5月1日前夜に、この花の小さな束を家や牛小
屋の戸口に置く習わしがある。

愛知 3月～4月

348 野菜 サラダほうれん草 サニーれん草（ア
カザ科）

水耕栽培でつくられている新しい品種です 栄養成分等はほう
れん草を参考に…

群馬・埼玉・岩手など 11～1月

349 促成（山菜） 山菜各種 － － － －
350 野菜 山東菜 ベカナ 山東菜は白菜の仲間です。完全に結球しないので球の先端か

らクリ－ム色の内側の葉が見える種類です。 原産地は中国山
東省。日本には明治初期に導入されたそうです。 白菜の仲間
で非常に軟らかく、アクやクセが無いのでご病気の方やお子
様に適しています。

埼玉・茨城 4月頃

351 洋菜 サラダ菜 － ビタミン・ミネラルをたっぷり含んでいます 特に目やお肌に
欠かせないビタミンAと同じ効力のあるβカロチンが豊富で
す また高血圧予防に効果的なカリウムは100g中370g、ビタミ
ンCは約1.3mgも含まれています。

－ －



No

341

342

343

344

347

348

349
350

351

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － －

鮮度の良いものは裏面に白毛が密生
しています。

－ 菓子類や餅類（ヨモギ餅）に… 産地ではその香りの良さか
ら、雑炊（フーチバージューシー）や汁物の臭み消しに使用
しています。

－ － －

花・葉 － 料理 肉の臭みをとるので、肉やレバー等の料理に大切な役割
を果たしています。 若い葉はビネガーやバター等に加えて...
健康 ハーブティーで 浸出液はローション等にも...

－ － －

葉のみずみずしいものを！ － アクが少ないのでサラダ等、生食でどうぞ

－ － －
硬く締まっていて、どっしり重さの
あるもの。 葉は色鮮やかでつやのあ
るもの。

－ 和え物・味噌汁・バター炒めに 茹でて鰹節をかけてダシ醤油
でおひたしにどうぞ。

葉っぱに張りがあり、濃い緑色をし
ていること

－ サラダや肉を包んだりして... ドレッシングであえる場合は、
食べる直前がポイント！ 塩気などは浸透圧でサラダ菜の水分
が流出してしまうので、水溶性のビタミンが失われてしまう
から注意!! 1～2日で食べきる事も大切！



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

352 洋菜（輸入野菜） サルシー － ゴボウの仲間で通常のゴボウと同じように利用できますが、
肉などの臭みも消す効果がありますので、煮込み料理などに
好んで使われたりします。日あたりの良い砂質で、肥沃な土
壌で良く育ちます。

－ 9月から1月

353 促成 里芋 里の芋、工垂れ － 埼玉、千葉 9～2月

354 野菜 さとうさや － 実が大きく、サヤも柔らかい。サヤごと食べられて、甘味が
強いのが特徴。 ビタミンA， C、食物繊維が豊富。カロリ－
が少ないのが特徴。良質のたんぱく質を含み、滋養強壮に効
果的。

静岡、愛知、春には石川産も 4月

355 促成（沖縄野菜） さとうきび 甘しょ、甘しゃ トウモロコシに似たイネ科の植物。高温多湿の熱帯や亜熱帯
に育つ。紀元前327年、アレクサンダ－大王の西インド遠征の
際、部下が「蜂蜜を生み出すアシ」とさとうきびのことを記
した逸話は有名。

沖縄、奄美諸島 －

356 促成 さつまいも － － 品種によってさまざまですが、四国
地方、九州地方など。海外では中国
が8割の生産量を誇る。

一年中ありますが、旬はやはり秋！

357 野菜 サヤエンドウ 絹さや えんどうを早採りしたもので、さやがこすれ合う音が衣（き
ぬ）ずれに似ていることから、絹さやとも呼ばれる。日本に
は中国から7～8世紀に穀物として伝えられたとか。さやえん
どうとして栽培が始まったのは江戸時代。ヨ－ロッパから持
ち込まれた品種。また、関西地方では、さやの長さが15cmに
もなる大型の洋種オランダサヤエンドウが人気。

愛知 5月～6月

360 果菜 千両ナス － 紫色の皮の部分に活性酸素の働きを抑制して、ガンや動脈硬
化を予防する効果があると言われている。

岡山 通年

361 促成 セレベス － 親芋も食べる、芽が赤い里芋の一種。インドネシア・スラ
ウェシ島（旧・セレベス島）から来たもの。ねっとりした食
感で、含め煮やおでん向き。

千葉 10月上～12月下旬



No

352

353

354

355

356

357

360

361

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － －

全体的に地肌が白色のもの さわっ
て、柔らかくないもの

－ －

さやの部分に張りがあり、全体的に
緑色が均一になっているもの

－ －

－ － －

品種によって色の濃い薄いがある
が、全体に均一な色で、ふっくらと
紡錘形のものが良品。極端に曲がっ
ていたり細いもの、皮に傷があるも
の、ひげ根の痕が大きく黒いものは
古いので避ける。

さつまいもは寒さに弱く、産地では
収穫してから高温多湿の貯蔵庫に入
れて保存し、順次出荷する。家庭で
も冷蔵庫に入れるのは禁物で、なる
べく常温で風を当てないように保管
すること。新聞紙に包んで日の当た
らない場所に置くのが一番で、ポリ
袋などに入れたまま放置すると蒸れ
て腐敗の原因になるので要注意。乾
燥と水気に注意すれば、かなり長く
保存できるが、せいぜい2週間を目安
に使い切ることがベスト。

【さつまいものじゃこ煮】　あめ色に煮た惣菜ですが、見た
目よりも薄味です。【材料　4人分】　さつまいも2本、ちり
めんじゃこ20g、酒・サラダ油大さじ1、A（だし汁（市販品で
も可）カップ1、砂糖大さじ2、しょう油大さじ1と1/2、塩
少々）、白いりゴマ少々、筆しょうが（市販の酢漬け）4本。
【作り方】(1) さつまいもはよく洗って皮付きのまま2cm厚さ
の輪切りにし、水にさらしてアク抜きします。(2) じゃこは酒
をふりかけてしばらくおき、柔らかくなったら水気をふきま
す。(3) 厚手の鍋を熱してサラダ油をなじませ、2のじゃこを
入れてサッと炒めます。

－ － －

－ 一個ずつラップに包み、乾燥しない
ように常温、又は冷蔵庫の野菜室の
上の方に入れる

揚げる、焼く、蒸すの3つの調理法で、なすの風味をシンプル
に楽しんで!!

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

362 野菜 せり － 【あく抜き】せりはアクが強いので、塩少－を入れた熱湯に
さっとくぐらせるようにしてゆで、すぐに水にとってよくさ
らします。加熱しすぎると、せっかくの香りや歯ざわりがな
くなってしまうので注意します。また、薬味につかう時に
は、葉は生のほうが香りが良いので、茎だけサッと火を通し
ます。【ひと味アップ】　根元は捨てず、油炒めして甘辛く
煮ると美味。

大分、香川、愛知、静岡、長野、神
奈川、茨城、千葉ほか

12月から3月が旬

363 洋菜 セロリアック － セロリの変種で香りも良く似ていますが、ビタミン類やミネ
ラルはセロリより豊富に含まれています。食物繊維もセロリ
の約4倍と多く、ヘルシ－な野菜です。（＾＾）『ヘルシ－、
メルシ－・・・』

ベルギー、オーストリアからの輸入
品が主です！

旬は12月から3月頃

364 洋菜（ハーブ） セロリスプラウト － － － －
365 促成（京野菜） 聖護院大根 淀大根・丸大根・

京大根
江戸時代後期、尾張の国から奉納された長大根を京都市聖護
院付近で栽培するうち、現在の形に変化 現在では、そのおい
しさから他府県でも類似品を作りはじめています

京都府　東一口（ひがしいもあら
い）地区

12月～1月

366 促成（山菜） しどけ モミジガサ、シド
キ

山菜の王様と呼ばれている一品 山形・千葉 3月後半～5月

367 促成（沖縄野菜） 島人参 現地呼称・チデー
クニー

一瞬、牛蒡と見違う細さの島人参は沖縄特有の野菜で、ビタ
ミンAを多く含み、油との相性が良い。 チデ－クニ－とは、
チ（黄）・デ－クニ－（大根）という語源。

沖縄県　中城地区・津堅島 11月～1月

368 促成（沖縄野菜） 島オクラ ネリ（八丈島や小
笠原では）、丸オ
クラ

普通売られているオクラより色がやや白く角がない円筒状の
オクラ。大きいため、硬そうに見えますが、筋っぽさが無く
柔らかい。天ぷらや酢の物など、普通のオクラ同様使うこと
が出来る。

沖縄、八丈島、小笠原 8-9月



No
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364
365

366

367

368

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

茎は白から黄緑色で張りがあってみ
ずみずしく、細めのものを選びま
す。茎が太いと硬い場合がありま
す。葉は緑色がつややかで、葉先か
ら根元のひげ根までピンとして生き
生きしているものが新鮮です。葉が
しおれていたり、黄色くなっている
ものや、茎が折れていたり、茶色く
変色しているものはさけます。（＾
＾）『見た目がしょうぶ～！』

－ 【せり添え金目鯛】【材料　4人分】　せり1束、金目鯛（切
り身）4切れ、水カップ1/2強～1、しょう油・酒各大さじ4、
砂糖大さじ2、柚子の皮（せん切り）少々。【作り方】(1) せ
りは根元を切って熱湯でさっと茹で、水にさらしてから水気
を絞り、4～5cm長さに切ります。(2) 底が広い浅鍋に水と調
味料をいれ、煮立ったら皮を上にして金目鯛をいれます。(3)
2に煮汁をかけ、木のおとしぶたを水でぬらして魚の上にの
せ、さらに鍋のふたもします。煮立ったら、弱めの中火にし
てアクを取り、ときどき煮汁をかけながら15分煮ます。(4) 3
をフライ返しなどを使って器に盛ります、残りの煮汁に水を
少々足して1を入れ、サッと煮て付け合せます。この煮汁も金
目鯛にかけ、柚子の皮を飾ります。（＾＾）『おめでたい－
－！料理』

セロリアックの大きさには大小あり
ますが、直径10cm～15cmくらいのも
のが多く、ほとんどは茎を切り落と
してラップに包まれて市販されてい
ます。外からさわってみて硬いも
の、ずっしりと重いものがよく、色
が黒ずんでいるものは古いので避け
ます。

－ 【セロリアックのサラダ】　アクが強いのでレモンはかかせ
ません！【材料　4人分】　セロリアック1/2個、レモン汁大
さじ1、リンゴ1個、ハム4枚、A（サラダ油大さじ1、酢大さ
じ1と1/2、塩小さじ1/3、コショウ少々）、フェンネル（ハー
ブの一種）少々。【作り方】(1) セロリアックは皮をむいて千
切りにし、レモン汁をかけておきます。(2) リンゴとハムも千
切りにして1に加え、Aのドレッシングであえて器に盛り、
フェンネルをかざります。（＾＾）『フランス料理の素材だ
よー』

－ － －
表面にしわがなく、全体的に張りの
あるもの ずっしりと重量感があるも
の 切り売りの場合、切り口がみずみ
ずしいもの

－ 長時間炊いても煮崩れせず、繊維質豊富でほんのりしたあま
みを生かして ふろふき大根・おでん・揚げ出し・煮物・サラ
ダ・他で

葉が太く、葉の青々とした物 － おひたし 水でアク抜きし、冷やしてから水気を取り、かつお
節、しょう油をかけてどうぞ。又、細かく切ってバター炒め
でも。

古くなると全体的にしなびた感じが
出るので、張りのあるもの 葉軸部が
みずみずしいものは鮮度が良い証拠
です

－ 通常の人参と同様に炒め物・煮物等がメインだが、色取りと
して、金時人参（赤紫）・通常の人参（橙）・島人参（黄）
と三色あわせてご利用すれば食卓も華やかになるでしょう。

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

369 促成（沖縄野菜） 島らっきょう 方言ではラッチョ
ウ

島らっきょうは普通のらっきょうよりも少し小さめで辛味が
ある。葉と茎が付いた状態でよく販売されている。血液が固
まるのを防ぐアデノシンが含まれていて、血液をサラサラに
してくれる効果があるとか。また、ビタミンB1の活性化を助
け疲労回復にも役立つ。

沖縄 11月から4月頃

370 野菜 軟白ネギ － 通常のねぎは白根部分が土の中に埋まっているが、軟白ネギ
は土に埋めないで空中に立体状態で育てる。特に雪国で育つ
ネギは、周りが雪に覆われていることが多く、適度な湿度と
低温でじっくり育つため、普通のネギより、甘みが多い。ま
た、緑葉部分が通常の長ねぎよりも格段に柔らかい。

栃木、山形 －

371 促成 白きくらげ 中国では「銀耳」
と呼ばれ、不老長
寿の食材として珍
重されている

その昔、銀と同じぐらいの価格で高価なことから、銀と同じ
ぐらいの値段をしたことから､銀耳と呼ばれて高価なことから
薬屋などで売られていたとか。多種のビタミンが豊富で、17
種類のアミノ酸を含む。白きくらげはよく甘いデザ－トに用
いられる。また、ワカメのような感覚で塩味の中華ス－プに
入れると、とても上品なス－プの出来上がり。

－

372 促成（きのこ類） 白舞茸 － 白舞茸は、栽培が難しく、一般的に出回っているのは栽培の
易しい黒マイタケが殆どであります。

新潟 通年

373 促成（つまもの） 白うご － － － －
374 促成（つまもの） 白とさか とさかのり 葉の縁に鶏のとさかのような凹凸があることから、「とさか

のり」と言われるようになったとか。「赤とさか」「青とさ
か」「白とさか」と3色あるが、もともとは同じ海藻を原料と
して作られている。天日干しとアルカリ処理を、白くなるま
で数回繰り返すと、海藻は脱色されて真っ白に。これが「白
とさか」。

－ －

375 促成（京野菜） 京鹿ケ谷南瓜 － 京都の伝統野菜。文化年間(1804～1817)に現在の東山区粟田
口の農夫が奥州の津軽よりかぼちゃの種子を持ち帰り、現在
の左京区鹿ヶ谷の農夫に分け与え栽培したら、偏平な菊座形
からひょうたん形になった。それを栽培するようになって
「鹿ケ谷」の地名が付けられた。 形は基本的にひょうたん
形。

京都 －
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－ － －

－ － －

－ － －

－ － サラダ・パスタなどでは、特徴を充分に生かすことが出来，
又シャブシャブ感覚程度の調理で食べる事が可能です。

－ － －
－ － －

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

376 促成（つまもの） 食用宝月 ゴールデベリー
フィサリス・スト
ロベリートマト

ホオズキといえば、日本では観賞用に限られているが、外国
では野菜として消費されている。 日本で一般的に流通してい
るのは外皮が薄茶色で果実が黄色い食用ホウズキである。

愛知県 4～6月　12月～3月

377 洋菜（ハーブ） シブレット チャイブ　（和）
蝦夷葱

清潔感あふれる香りです葉には消化促進効果があります 北ヨーロッパ・北アメリカ北西部 －

378 促成 四角豆 － 熱帯アジア原産の熱帯マメ科のつる性植物です。さやの側線
に沿って四稜の翼をつけたような珍しい形で、断面が四角い
ことから“四角豆”という名前がついています。翼が鳥の羽
のように見えることから“ウィングドビ－ンズ”という別名
もあり、また沖縄では“ウリズン”の名でも呼ばれているよ
うです。

沖縄 夏、8月頃

379 促成（沖縄野菜） 島ラッキョウ 現地呼称・ダッ
チョー

沖縄の島ラッキョウは細長く、早堀りしたものを使います。
（漬け物用は球状で、料理用は細長状といわれています） 表
面の薄皮は必ずむいて使って下さい（大変だよ! ）

沖縄県糸満市 3～5月

380 促成（沖縄野菜） 島豆腐（島トウ
フ）

沖縄豆腐 沖縄で「豆腐」といえば「木綿」でも「絹」でもなく、島豆
腐のこと。普通の豆腐より水分が少なく凝縮された感じ。カ
ルシウム含有量はほぼ同じだが、リン、鉄、ナトリウム、カ
リウムという無機質は島豆腐の方が多く、ビタミンB1・2も
島豆腐が多い。また、普通の豆腐と比べると1.4倍も大きいの
が特徴。

沖縄 －

381 促成（沖縄野菜） しま菜 からしな、シマ
ナー

漬物が無いと思われがちな沖縄だが、ちゃんと「チキナ－」
というお漬物が。チキナ－は、シマナ－(島菜＝からしな）の
漬け菜のこと。

沖縄 －
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皮にカビがつくので要チェック － 外国では生食の他、ジュース・ジャム・ゼリー・砂糖漬け・
ソース等に使われている

花・葉 － 料理 日本料理では汁の実や薬味として使われます 花はサラダ
等にふりかけたり、バラ色のビネガーを作りましょう 葉はサ
ラダ、スープ、バター、チーズなどの香味付けに

－ 熱帯植物なので低温を嫌います。保
存方法は、ポリ袋に入れて室内の陽
の当たらない場所で保存しますと、
約2週間は鮮度を保てます。

食用にするのは若いさやや葉の部分で、くせのない味は茹で
る、煮る、揚げるなど広い範囲の調理に向きます。フリルの
ついた特徴ある形を生かして、丸のまま調理する天ぷらやサ
ラダなどに利用するのもよいでしょう。

古いものは実が浮いてくるので、実
の部分に張りのあるもの 泥付きの方
が長期間保存出来ます。

－ 塩もみした後、刻んで鰹節をふりかけて… ゴーヤーチャンプ
ルならぬ、ダッチョーチャンプル（炒め物） キムチの素で簡
単漬物 産地では天麩羅にして抹茶塩でも食べています。

－ － －

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

382 促成（沖縄野菜） 島とうがらし コーレーグス 本土で見かける唐辛子よりも一回り小さく、朱色が濃いのが
特徴。とにかく激辛で、舌がしびれるほど。おそらく日本一
の激辛唐辛子。沖縄では泡盛に漬けて、薬味として使われる
のが一般的。

沖縄 8月上旬～9月上旬

383 野菜 下仁田ねぎ － 群馬県甘楽郡下仁田町特産の一本葱。江戸時代に幕府に献上
した記録があり「殿様ねぎ」とも呼ばれた。1871年、東京で
の万国博覧会に出品したことにより、一般的に知られるよう
になった。ビタミンC、ブドウ糖などの成分が多い

群馬 冬

384 野菜 新ごぼう － ゴボウは風にあたって乾燥するとコルク状になって、カサカ
サと硬くなる。泥付きのものは、新聞紙に包んで冷暗所にお
くか、庭があれば土をかぶせておくと長く保存が可能。茹で
たり煮たものは冷凍保存も。

熊本、そのほか 初夏

385 野菜 新生姜 － 普通の生姜に比べて、繊維が柔らかく、辛み味が少なく香り
が上品。根茎の乳白色と紅色のコントラストが鮮やか、など
の特徴がある。柔らかいため、甘酢漬けなどにも利用され
る。

高知、和歌山 4月～7月

386 促成 しんとり菜 － 外葉をはがして、芯の部分を使うから芯取り菜という 東京 －

387 促成（京野菜） 京しろ菜 － しろ菜は、アブラナ科のつけ菜の仲間で巻かない白菜。白菜
と漬け菜を品種改良されたもので、関西の市場ではよく売ら
れている。アクやクセがないので、多彩な料理に活躍する野
菜。

－ －

388 果菜 白なす － 古くから全国各地に点在している品種で、産地のみなさんの
努力で今も育てられている。見た目は変わっているが、中は
普通のなすと変わらず、味は加茂なすに似ている。

千葉 7月から8月



No

382

383

384

385

386

387

388

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － －

あまり湿っていない物 － なべ、すきやき等

茎の部分が紅色で張りのあるものが
新鮮、葉つきで売られている場合は
葉がみずみずしいものを選ぶ。

－ 【せん切りゴボウのサラダ】　電子レンジで加熱するからと
てもクイック！【材料　4人分】　新ゴボウ3本（150g）、サ
ラダ油小さじ1杯、塩小さじ1と1/4、A（マヨネ－ズ大さじ
3、鮭フレーク（市販品）大さじ2、レモン汁少々）【作り
方】(1) 新ゴボウはタワシで良く洗って皮をこそげ、斜め薄き
りにします。さらに少しずらしながら重ねて千切りにし、水
につけて3分ほどあく抜きをします。(2) 1のゴボウをざるに上
げて水気をきり、耐熱性のボウルに入れます。(3) 2のゴボウ
にサラダ油と塩をふりかけ、全体に混ぜ合わせて、表面を平
らにします。(4) 3のボウルにラップをかぶせ、電子レンジで2
分30秒～3分ほど加熱します。(5) 4のゴボウがややしんなりと
したら取り出して少し冷まし、Aの材料を加えて、全体に混
ぜ合わせて器に盛り付けます。（＾＾）『かんたーん！』
【メモ】　新ゴボウは柔らかいので加熱時間が少なめです
が、普通のゴボウで作る場合はもう少し長く加熱します。な
お、電子レンジは機種によって加熱時間が異なるので、様子
を見ながら加熱するようにしましょう。

－ － －

新鮮そうな物 － スープの浮き実魚介や肉と一緒に煮込む

－ － －

－ － 田楽、天ぷらなどに向いており、油との相性はバツグン。煮
たり汁物にした場合、汁の色を汚さず、煮崩れしない特徴を
持っておりおすすめ！



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

389 促成 ししとう － 【切り方】　丸ごと使うことが多い野菜ですが、その場合も
ヘタの先端の茶色い部分は切り落とします。【加熱】　まる
ごと揚げたり、焼いたりする場合は、破裂しないように包丁
で一本切り目を入れたり、竹くしでところどころ穴を開けま
す。ビタミン類が豊富なので、できるだけ短時間で加熱し
て、栄養損失を防ぎます。強めの火かげんさっと炒めたり焼
いたりすると、色も香りも際立ちます。また、網焼きにする
ときは、霧吹きで水分を補うとふっくら焼けます。

千葉、高知その他 6月～9月頃

391 促成 そばの芽 そばもやし、そば
かいわれ

そばの種を発芽させた「芽もの野菜(スプラウト)」。栄養価が
高いと言われ、最近テレビや雑誌などでも健康野菜としてお
なじみ。そばの芽はルチンの含有量が他の食品に比べて多
く、丸ごと摂取できる食材として注目されている。血管を強
くするルチン、体の活性酸素を除去するそばポリフェノ－
ル、ビタミンB群、タンパク質、ミネラル、食物繊維などが
豊富に含まれている。

信州・栃木・静岡 通年

392 促成 天豆 ナツマメ 若い豆には、ビタミンCが多い 鹿児島、愛媛、千葉、新潟 12月～2月　5月～7月

393 洋菜（ハーブ） ブロッコリー スー
パースプラウト

－ スルフォラファン（＝発がん物質を解毒する酸素を誘導し、
がんを予防する働きをする物質）が多く、又、免疫機能を高
める働きのあるカロテンやビタミンC、ビタミンE、B群、K等
も豊富です 豊富なビタミン・ミネラル・スルフォラファン・
ファイトケミカル等の有効成分がガン・動脈硬化・糖尿病等
の予防に、また老化を防止しますスプラウトとは”食べられ
る発芽野菜”の総称で、カイワレ、もやし等も仲間です。最
近、いろいろな発芽野菜が出てきて”スプラウト”という言
葉が定着して来ました。 他にはムラサキキャベツ・マスタ－
ドグリ－ン・クレソン・セロリ・ピ－ナツ・ロケット等のス
プラウトもあります。ここでは特に栄養面の高いス－パ－ス
プラウトを紹介しましょう。

－ －

394 洋菜（ハーブ） スペアミント 和名：オランダ薄
荷

葉は濃い緑色で、ほんのりとした甘みがあります漢方では健
胃剤として処方されています

温帯地域 －

395 促成 スアンペア 葉ニンニク 殆どネギと同じように見えます。ニンニクの香りはあまり強
くないです。

千葉・静岡 冬

396 促成 スダチ － ポリ袋に乾燥剤を入れ、空気を抜き冷蔵庫に保存すると風
味・芳香を保つことができます

徳島・佐賀など 8月～10月



No

389

391

392

393

394

395

396

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

全体につややかで緑色が鮮やかなも
の、皮にはりのあるものが新鮮で
す。ヘタが黒ずんでいたり、果肉が
硬いものは古いのでさけます。

－ 【ししとうのサッと煮】　ビタミンCやカロチン、カルシウ
ムが豊富で、とても健康的な煮物です。【材料　4人分】　し
しとう20本、ちりめんじゃこ40g、ごま油大さじ2と1/2、、A
（だし汁（市販品でも可）カップ1、しょう油大さじ1と1/2、
酒大さじ1）【作り方】(1) しし唐はへたを切り落としてたて
半分に切ります。種はつけたままでかまいません。(2) 鍋を熱
してごま油をなじませ、1のしし唐をいれてさっと手早く炒め
ます。(3) 2の鍋にじゃこを加えて炒め合わせ、Aの煮汁を加え
ます。煮立ったら中火にして、汁気がなくなるまで煮ます。

茎の赤い物を選んでください － そばの芽にきざみのりをかけ、めんつゆをかけてどうぞ。

サヤにハリがあり、緑色の濃いもの － 電子レンジでチンする（サヤをむいて、水洗いして、皿にラ
フして、ラップする）

有効成分スルフォラファンを多く含
むものを選ぶには... スプラウトの軸
が若干灰色で葉に近い部分の色が濃
く、葉の緑が濃いものがよいでしょ
う。他には、 みずみずしく、軸が
シャッキリしていること 葉や軸にと
ろけのないもの

－ スルフォラファンは加熱しても変質しませんが、水溶性なの
で茹でたり煮たりは短時間で!! 汁も使いましょう 《シーフー
ド塩炒め》エビやホタテ貝等のシーフードとざく切にしたス
プラウト、斜め薄切りにした長葱をさっと炒めて、塩・胡椒
で

葉 － 料理 エスニック料理やカクテルの香りづけに 健康 ハーブ
ティーが一般的 紅茶に入れてミントティーも

新しそうな物 － 鍋・麻婆豆腐

－ － 薄く輪切りにしてお吸い物の香り付けに 焼き松茸や秋刀魚に
果皮の部分をすり下ろしてソーメン、冷奴の薬味に



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

397 果菜 シュガートマト － 果肉が締まりコクの深い甘みがあり、普通のトマトは糖度が3
～4度であるのに対し、8～12度と甘い果実と同等。酸味を少
－感じる場合は、常温にて1、2日後置くとGood!

高知 春

398 洋菜（輸入野菜） 輸入ムキキャロッ
ト

－ 今でこそどこのス－パ－にでも置いてあるスイ－トキャロッ
トも、商品開発をしてロ－ヤルが1995年から販売を始めたも
のです。甘くてにんじん臭さが少ないこの商品は、にんじん
嫌いのお子さまにも喜ばれており、また皮がむいてあるので
ジュ－スにするのに大変便利で、野菜ジュ－スのブ－ムに一
役買いました。

アメリカ 通年

399 果菜 四川胡瓜 － 従来の品種に無い歯切れの良さを持った、食味の良い白イボ
短型四葉胡瓜。果実の長さ21～25cmで、果色は濃く、イボが
高いのが特徴。

千葉、群馬 通年

400 促成（沖縄野菜） 水前寺菜 キンジソウ（金時
草）、ハンダマ

本土では金沢市が名産地のようで加賀野菜（金時草）として
販売されている。茎は硬めだが、葉は柔らかい。沖縄ではハ
ンダマは鉄分が豊富で、血をきれいにする野菜として知られ
て、｢血の薬｣とも言われている。ぬめりのある野菜。

沖縄（熊本では伝統野菜） 5月～11月

401 促成（沖縄野菜） 島南瓜 － 八重山諸島の石垣島、伊野田集落で栽培されている南瓜は、
一般的に「島南瓜」と呼ばれている。ウイルス病やうどんこ
病に抵抗性があり、耐暑性が強いとか。

沖縄 6月頃から収穫

402 野菜 スナックさや スナックエンド
ウ、スナップエン
ドウ

アメリカで育成された品種で、全米の野菜で金賞に輝いたも
の。普通のさやえんどうと比べると、さやも豆も厚く、甘味
が強く、栄養価が高いことが特徴。あっさりした味付けで本
来の甘味を楽しむのが良いかも。「スナックエンドウ」の由
来は、スナック菓子のように手軽に食べられるから、という
説もあるようだが、はっきりしない。スナップエンドウは英
語名の「snap bean」や「sugar snap」から来ているそうで、
snapには、ポキっと折る、パチっという音のような意味合い
がある。

愛知 －



No

397

398

399

400

401

402

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

－ － －

－ － 【スイートキャロットとベビーコーンのバター煮】材料（4人
分）スイートキャロット100g　ベビーコーン缶詰100g　いん
げん100g　パセリ、チャービル各少々　A（水1と1/2カップ
固形スープの素1個　塩、こしょう各少々　バター大さじ2）
砂糖大さじ1作り方 1 いんげんはすじを取り、鍋のAで一煮立
ちさせて取り出す。 2 ベビーコーンは缶汁をきり、1の鍋で1
～2分煮て取り出す。 3 キャロットを鍋に入れて柔らかくなる
まで煮、砂糖を加えて味を含ませる。 4 皿に1～3を盛り合わ
せ、にんじん、チャービルの葉を飾り、パセリをそえる。

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

403 洋菜 サニーレタス（き
く科）

品種；リーフレタ
ス系（結球しない
レタス）

鉄や葉酸はたんぱく質と組み合わせると、貧血予防になる ド
レッシングにコレステロ－ルを減らす作用のあるオリ－ブオ
イルを使うと動脈硬化の予防になる 赤みがかった色鮮やかな
リ－フレクス かすかに苦みがあり、柔らかな口当たり 1980
年頃から使われ始めたとか… 愛知県で生まれたとか…

長野・茨城・福岡・愛知・千葉…etc. 周年

404 洋菜（ハーブ） クレソンスプラウ
ト

－ 昔から優れた薬効があることが知られており、体調を整えた
り胃腸の働きを良くしたり、利尿作用があることが知られて
います。ビタミンEが100g中約4.1mgと豊富で他にビタミン
B1・K・カロチンなどの成分を多く含有しています。

静岡 通年

405 洋菜（ハーブ） レッドキャベツス
プラウト

－ 深紅のスプラウトです。サラダに散らすとすばらしいアクセ
ントになります。胃にやさしい酵素が豊富なので、肉料理の
つけあわせにオススメです。マイルドな味はサラダのトッピ
ングにもグッド。クセのない味わいでお子さまにも喜ばれま
す。

静岡 通年

406 洋菜（ハーブ） ルッコラスプラウ
ト

－ ピリッとした辛味、ほんのり香ばしいゴマに似た風味があ
る。サラダ向き。

静岡 通年

407 促成（きのこ類） シャッキリ茸 やなぎまつたけ 初夏～夏に主にヤナギ類に、他にカエデ、ニレ類の枯木や立
木の腐朽部に発生する。

－ －

408 促成 小メロン 赤ちゃんメロン 小メロンには肌を白くする美肌効果があることが最近わかっ
たきたようです。 おいしいメロンをつくるためには、一本の
茎に1個のメロンをつくるようにしなくてはならない為、たく
さんの実がついても1個を残して赤ちゃんのうちに摘果してし
まいます。これが小メロンです。

静岡・茨城 4月～8月いっぱい位

409 促成 食用菊 － しゃきしゃきとした歯ごたえ、ほのかな香り、ふっと甘くて
ほろ苦い。菊の花を食用にすることは、江戸時代から始まっ
たとされる。日本の伝統的な食用花。もともとは京都近辺で
食用が始まったとされるが、東北が主産地となり、今では地
方食的な色合いが濃い。

山形県 －



No

403

404

405

406

407

408

409

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

全体…葉先まで張りがあり、尾の部
分が張ってボリュームのあるもの 葉
…先が傷んでいないもの・折れたり
変色していないもの 切り口…茶色に
変色していないもの レタスと比べて
…カロチンは8倍、ビタミンKは5倍近
くカリウム、カルシウム、マグネシ
ウムなどのミネラル分も多い 疲労回
復に効果的なビタミンBも多い 浄血
作用のある鉄や葉酸も多い

－ サラダの色添え 手巻き寿司 焼肉を包んで食べる

－ － スパイシーな味わいはサラダやサンドイッチに良く合いま
す。

－ － －

－ － －

－ － －

－ － 市販の浅漬けの素を使ってもおいしく出来ます 梅干や昆布等
を細かく刻み、小メロンを一口大に切ってカツオ節、しょう
油で一晩漬け込んでもおいしいです

－ － －



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

410 促成（京野菜） 聖護院かぶ 聖護院かぶら 享保年間（1716～1736）に愛宕郡聖護院（現在の左京区聖護
院）の篤農家が近江国堅田地方（現在の大津市堅田）から持
ち帰った種子を栽培したのが始まり。千枚漬けの材料として
有名になった「かぶ」。大きい物は5kgにもなり、日本のかぶ
の中では最大級。

京都 12月～1月

411 野菜 春菊 － 【洗い方】　買ってきたらそのまま冷蔵庫にしまい込まず、
ざっと水洗いして水分を与えましょう。たっぷりの水に全体
を浸してふり洗いし、いたんだ葉があれば取り除いてザルに
上げます。また、茎が硬いものは、葉だけを摘み取って洗
い、水気をきります。（＾＾）『買ってきたら水やろう！』
【あく抜き】　柔らかい葉は生で食べることもありますが、
一般的には他の青菜と同様に下茹でします。塩を少－入れた
熱湯に根元から入れ、少しおいて葉を沈めます。サッと茹で
て冷水に取り、手早く水気を取ります。

岩手、大阪、千葉、群馬、福岡、兵
庫など大都市付近で栽培されていま
す。

一年中出回っていますが、鍋の季節
11月から5月くらいまでが旬です。

412 促成（つまもの） 束穂 ほじそ シソの花を花穂、シソの実をほじそ（束穂）と呼ぶ。花が落
ちたあと、実が未熟なうちに穂先を5～6cmに切り取って収穫
したもの。 束穂はシソの栄養成分をたくさん詰め込んだ食材
です 有効成分ルテオリン（シソの種子に含まれるフラボノイ
ド）を豊富に含んでいます。シソのルテオリンは吸収されや
すく、生体内でより高い抗酸化力や生理活性を発揮すると考
えられます

愛知・沖縄・各地 －

413 野菜（きのこ類） 大粒なめこ － おいしさを増す為に大きめに完熟させ、歯ざわり良い軸足の
部分を長く育てたもの。

－ －

414 洋菜 テーブルクイーン － 手のひらより小さいペポカボチャの一種で、皮はツヤのある
黒緑色です。 肉質はやや粘質です。

－ －

415 野菜 たか菜 － カルシウム、カロチン、鉄分、ビタミンA、ビタミンB2、ビ
タミンCを多く含んでいます。 奈良時代に中国から輸入され
たという古い歴史を持つものですが、現在広まっている高菜
は明治37年、中国四川省から持ち込まれたものが各地に広
がったとされています。

－ －
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－ － －

茎の緑色が濃くて生き生きとしてい
るものが新鮮です。古いものは黄
色っぽい葉が混じっていたり、葉先
が黒ずんでいます。茎の下から葉が
密生していて、あまり伸びすぎてい
ないものが良品です。

－ 【春菊とイカのサラダ】　生のままでも柔らかいのでサラダ
に。ほんのりした香りが刺身に合います。【材料　4人分】
春菊（葉先の部分）200g、コハダ（コノシロの若魚。酢漬
け）4～5枚、イカ・赤貝の刺身各100g、えのきたけ1袋、食用
菊（黄色）2～3輪、むきくるみ50g、A（しょう油大さじ2と
1/2、酢大さじ2、サラダ油大さじ1と1/2、豆板醤小さじ1/2、
砂糖・ごま油各小さじ1）、氷適量。【作り方】(1) ボウルに
水と氷を入れ、春菊を放してパリッとさせます。(2) えのきは
石づきを取り、食用菊は花びらの部分だけ摘み取ります。コ
ハダは切り目を1～2ヵ所入れてそぎ切りにします。(3) フライ
パンにクルミを入れて軽く空いりします。Aの材料をボウル
に入れ、泡だて器でよくかき混ぜます。(4) ボウルに水気をふ
いた春菊を入れ、Aの1/4量を入れてあえます。残りの材料を
加え混ぜ、食卓でAの残りをかけていただきます。

－ － 刺身のつまで使われることが大部分ですが、冷奴やそばの薬
味、サラダなど、気軽に添えてください。実をしごいて醤油
の香りづけ、天ぷらにもどうぞ。

－ － －

－ － 肉詰め料理・パイ・油炒め等がポピュラーです。

切り口と葉先が痛んでないもの みず
みずしいもの

－ おひたしや、煮物にどうぞ



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

416 促成 筍 － ビタミンE、亜鉛、銅などを含むが、他の野菜に比べてビタミ
ン類は少ない。ただし、食物繊維が多いのが特徴。また、チ
ロシンというアミノ酸が大量に含まれている。筍をゆでた時
に出てくる白い成分はチロシン。 孟宗竹切り口が直径10-
20cm、長さ30cm前後で大型の筍。柔らかくて香りがあるのが
特徴。温帯地方が成育に適する。 淡竹（はちく）孟宗竹のあ
と、5-6月頃に出回る皮の色が赤紫色のもの。切り口の直径が
7-8cm、長さ15cmくらい。甘味にはやや欠けるが、えぐみが
少ない。 根曲がり竹6月頃に出回る太さ1-2cmくらいの細い
筍。やや硬めだが味が良い。「すずこ」と呼ばれて古くから
食用されている。

九州、四国、茨城など 一般的に食べているものは孟宗竹と
呼ばれるもので、旬の季節は3月から
5月。

417 促成 田子にんにく － 昭和37年に栽培開始、昭和44年に農協に「にんにく生産部
会」を創設。昭和56年には、質・量ともに日本一の田子町。
にんにくの原産地は中央アジア、キルギス地方と言われてい
る。強壮剤や媚薬として使われ、クレオパトラもニンニクを
愛用していたという説やピラミッドを築いた奴隷や労働者が
重労働に耐えるために常用していたと古代エジプト史に記載
されている。香辛料として使われることが多いが、殺菌作用
があり、風邪の予防にも効果的！

青森県田子町 －

418 野菜 玉葱 現在栽培されている玉葱は黄玉ねぎ系で、アメリカのイエ
ローダンバースの品種改良がほとんどとのこと。日本には
1871年にアメリカから伝播し、本格的に栽培され始めたの
は、明治中期以降。春播き秋どりと、秋播き夏どりがあり、
周年出回っている。

通年

419 野菜（きのこ類） たもぎ茸 別名ゴールデンしめじと呼ばれるように、傘の色が黄金色の
キノコで、北海道ではにれたけとして親しまれています。形
はひらたけに似ていますが、傘のふちが薄くなっていて壊れ
やすいのが難点で、全国的に流通するには至っていません。
加熱すると色の鮮やかさは失われますが、上品な味と香り、
口当たりのよさに定評があります。

420 促成（京野菜） 京丹波栗 粒の大きさ・色つや・味。名実ともに日本一と称される。日
本書記にも記されているほどで、昔から献上品とされていた
逸品。ビタミンB1・Cも少なくなく、消化、吸収のよい健康
食品として引っ張りだこ。

京都 9月上旬から10月中旬
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皮に艶があるもの 適度に湿っている
もの 先端部が黄色く開いていないも
の

－ －

－ － －

洋風にはオムレツやシチュー、和風には汁の実や天ぷら、卵
とじなどによく使われます。（＾＾）『卵だいすきー相性バ
ツグン！』



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

421 洋菜（ハーブ） ダンデライオン ダンディライオンという名前は、16世紀頃ヨーロッパのある
医師が歯のギザギザがライオンの歯を連想させることから名
付けられたと言われています。中国では｢蒲公英（ほこうえ
い）｣と言い、薬草として利用されます。特に根の部分は、タ
ンニン、トリテルペン、ステロール、コリン、アスパラギ
ン、イヌリンなどを含んでいて、強肝作用、胆汁分泌促進、
穏やかな緩下作用などの働きがあるとされています

通年

422 促成（山菜） タラの芽 タランボ、ホンダ
ラ

糖尿病（茎や根） 神経痛などの薬効あり 山形、秋田 2月～4月

423 促成（中国野菜） ターサイ 寒くなると地面に平たく広がるので、中国ではつぶれるとい
う意味のター菜の名が付いた。

静岡・茨城 11月～2月の寒い時期

424 不明 田　芹 ミズゼリ　学名：
Oenanthe japonica

カロチノイド・ビタミンB2， C・ミネラルを含み、食欲増
進、発汗、血圧降下や神経痛、リウマチ、風邪、冷えにも効
くといわれてます。

426 促成 天かぶ アジア型カブ アジア型のカブは肥大した根が中型から大型のものが多く、
本来は関西を中心に栽培されている 代表的な物に天王子か
ぶ、聖護院かぶなど

埼玉・千葉 11月～12月

427 促成（きのこ類） 天然まいたけ ―
428 促成（きのこ類） 天然ナメコ ―
429 洋菜（ハーブ） タイム （和）立麝香草

ジャコウソウ
煮込み三大ハーブのひとつです。 胃腸の調子を整える作用が
ある。

地中海沿岸・ヨーロッパ

430 洋菜 チリメンキャベツ 葉の表面がちりめん状に縮れているのが特徴で、フランスの
サボォア地方で改良されたところからサボイキャベツともい
います。欧米で人気の品種ですが、日本ではさほど栽培され
ていません。葉の中心部まで緑色で甘味があり、歯切れもい
いのでおもに生食用で、サラダに最適です！（＾＾）『めず
らしーキャベツ！』
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根の部分はタンポポコーヒーとして飲まれます。軽くフライ
パンでローストし、熱湯を注いでください。タンポポコー
ヒーの出来上がりです

タラの芽の先の葉の部分が黒く溶け
てない物 実の部分もいたむので、青
いものを

天プラ クルミ和え ごま和え …など 天ぷらが一番かな!!

新鮮そうな物 スープ、煮込み物、炒め物など、用途が広いです。

澄まし汁に浮かべて香りを出しましょう。 生の葉の絞り汁を
服用します。冷えには生の葉を刻みお風呂に入れましょう。

丸く　すれ・割れのない物 葉・根・茎ともにやわらいので、煮物でどうぞ!!

葉 料理 長時間煮込んでも、気品はる香りは失われないのでスー
プを作るときはぜひ!! 健康 葉のハーブティには消化促進・殺
菌・強壮等の作用が ハーブバスにも... その他 葉と花からは気
分を高揚させる効果のある製油がとれます。

外葉が濃い緑色でつやがあり、持っ
てみて見た目よりも重さの感じられ
るものは巻きが硬くて新鮮です。半
分に切ったものは葉の隙間が詰まっ
ていて、中央の軸の高さが全体の2/3
以内のものを！。伸びすぎたものに
は苦味があります。

【コールスローサラダ】　みんな食べたことはあるはず！で
も作り方知ってました？【材料　４人分】　キャベツの葉大
４枚、にんじん1/4本、塩小さじ１、レーズン大さじ２、ド
レッシング（酢・サラダ油各大さじ２、砂糖大さじ1/2、塩・
コショウ各少々）【作り方】(1) キャベツは軸の部分を取り除
いて葉を重ね、繊維に直角に５～６cm幅に切って、端からせ
ん切りにします。(2) にんじんは４～５cmの長さの千切りに
します(3) １、２をボウルに入れ、塩をふって軽くもみ込み、
しんなりしたら水気を絞ります。(4) レーズンはぬるま湯で戻
し、３に加えます。(5) ドレッシングの材料を混ぜ合わせて４
にかけ、全体を混ぜて20分ほどおき、味をなじませます。
（＾＾）『レーズン他アレンジしてねー』
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431 促成 冬瓜 現地呼称　シブ
イ・トウガ

名前の由来は夏に収穫して、冬まで保存できる事から 大きな
野菜で、10ｋ/個に達するものまでありますが、最近は小型の
ものに需要があります 実際は約90％が水分と言われ、便秘・
利尿作用があります

沖縄県伊江島　愛知県豊橋 夏季　7～8月

432 野菜 とうもろこし（イ
ネ科）

ひと粒ひと粒の皮はセルロースという食物繊維で、これは腸
をきれいにする特効薬です 糖質・たんぱく質が主な成分で、
ビタミンE・B1・B2・カリウム・亜鉛・鉄分も多く、バラン
スよく栄養成分を含む食品です

北海道・千葉・群馬・沖縄・オース
トラリア

7～9月

435 果菜 トマト 日本へは17世紀ごろ伝えられたが「赤ナス」とか「唐がき」
と呼び、血のような赤い色と酸味で好まれず、もっぱら観賞
用だった。明治時代になって、日本人の嗜好にあわせた酸味
の弱い品種が作られたが、やはり見た目の先入観からか、あ
まり好まれる物ではなかった。本格的に市場に出回り始めた
のは、昭和になってからで、戦後は急速に生産量が伸び、そ
れにともなってさまざまな品種が作られるようになった。

千葉、愛知、その他全国 やっぱり夏！６月から９月が旬

436 促成 とんぶり プチプチとした食感から畑のキャビアといわれるとんぶり
は、ほうき木という名の草の実です。草丈１ｍにもなるほう
き木の茎は、硬くて細かく枝分かれするため、これでホウキ
を作ったことからこの名がついたとか。とんぶりは完熟した
実を乾燥させてさらに蒸したもので、一般には水煮にして袋
詰めや瓶詰めで市販されています。大根おろしと混ぜたり、
とろろや納豆に混ぜるなど、独特の口当たりを楽しみます。

437 洋菜（輸入野菜） トピナンバー Herianhus tuberosu
（ギリシア語に由
来）

山野に自生し根塊を食用とする菊科の植物。デンプンを主体
とするイモ類とは異なります。主成分は「イヌリン（難消化
性多糖類）」。ダリアやタンポポ、ゴボウ、チコリ、アザミ
などの菊科の植物にもイヌリンが多いですが、現在分かって
いる中では一番含有量が高い。

438 促成（きのこ類） トラマキタケ えのきの原種。シャキシャキっとした歯ざわり、ヌルっとし
た食感が美味しく、香りも良い。

439 洋菜（輸入野菜） トレビス・トレビ
ソ

レッド・レタス。トレビスはフランス語です。原産地のイタ
リアではラディッキオ・ロッソとも呼ばれます。アメリカで
はイタリアンレタス。一見、紫キャベツかと思う外見です
が、まったく違う種類です。ベルギーアンディーブの一種
で、赤紫色に白の葉脈のコントラストが特徴的です。

アメリカ 通年

440 促成（きのこ類） トリュフ 世界三大珍味の地下に生えるきのこ。トリュフは生で調理し
て、ピューレ、絞り汁、燻製、エキスとして使う。パスタ、
テリーヌ、フォアグラの下準備や、詰め物、ソース、パス
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表面が堅く、重量感のあるもの 切り
売りの際は、その表面が乾いてな
く、みずみずしいもの

淡白な味を生かして、上品に鰹だしなどで汁物に 煮物や酢の
物でもOK

実がぎっしりつまっているものがよ
い 押して粒がへこむくらいが食べ頃
ひげが黒褐色のものは完熟している
緑色が濃い皮のものほど新鮮です

コーンスープにはぜひ牛乳を加えましょう。B1・B2の吸収率
を高めますので、朝食にぴったり。 冷凍保存してラーメン・
サラダ・チャーハン等、何にでも使ってください。

最近のトマトはガク近くまで色付い
ているものが一般的だが、全体の色
が均一で皮に張りがあるもの、ヘタ
やガクの部分が濃い緑色で枯れてい
ない物が新鮮。持ってみてずっしり
と重いものを選び、形が角張ってい
るなど変形しているもの、傷のある
ものは避ける。また、水につけて沈
むものは、糖度が高い証拠！甘くて
ジューシーなトマトは糖度が6～7度
もあり、比重が重くなるので沈む。

日本へは17世紀ごろ伝えられたが「赤ナス」とか「唐がき」
と呼び、血のような赤い色と酸味で好まれず、もっぱら観賞
用だった。明治時代になって、日本人の嗜好にあわせた酸味
の弱い品種が作られたが、やはり見た目の先入観からか、あ
まり好まれる物ではなかった。本格的に市場に出回り始めた
のは、昭和になってからで、戦後は急速に生産量が伸び、そ
れにともなってさまざまな品種が作られるようになった。

レタスよりしっかりしていてキャベツよりも柔らかな、肉厚
で適度な歯ざわりの葉です。すがすがしいほろ苦さが持ち
味。加熱すると葉の苦みが増し、色も落ちるので生食に向き
ます。鮮やかだけれど落ち着いた色合いは、サラダのアクセ
ントや料理の付け合わせにピッタリ。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

441 促成（中国野菜） 豆苗 豆苗は、グリーンピースの若芽です。 ビタミン類や、リン分
を多く含んでいます。 豆苗の青汁は高血圧・糖尿病などの成
人病にいいそうです。

全国

442 野菜 つくね芋 山芋（自然薯）よりもアクがなく、粘りがあります 滋養強性
や美容健康に効果があるといわれています

10月下旬～11月

443 促成（山菜） つくし スギナ ― 茨城・愛知・徳島 関東1～2月　東北3～4月

444 促成 つる菜 ニュージーラン
ド・スビナッチ

ツルナ科の一種 4月～11月に花、花弁がなく、片側が緑色で
内側が黄色 多年草で茎は地面をはうようにしてのびる

太平洋側の日本全土。主に愛知県豊
橋市。

4月～12月

445 促成 つばめ谷中 谷中生姜は東京都足立区の地名が付いた。つばめ谷中はその
形状が「つばめ」に似ていることからその名前が付いた。

千葉県を中心に関東近県と愛知県 春から夏にかけてが多いが、料理の
つま用に年中出回る

446 野菜 つけな 【洗い方】　葉を一枚づつはがし、根元についている土を良
く洗い流します。土が残っているとジャリジャリしてだいな
し。指先を使ってていねいに洗い流します【きり方】　一枚
づつ洗った葉は白い茎の部分と葉の部分に切り離します。茎
と葉の火の通り方と食感が違うので、それぞれの持ち味を生
かすため別々に切り離すのです。汁の実にするときなどは細
かく切ります。葉先に縦に芳情目を入れ小口から刻むと均等
に細かく切れます。【加熱】　それ程アクは強くありません
が、あく抜きをかねて沸騰湯でサッと茹でます。すぐに冷水
にとって冷やし、水気をきると、緑色が鮮やかになるので、
そのままおひたしや和え物に利用します。（＾＾）『シャキ
シャキ、ぱくぱく』

埼玉、広島、大阪ほか 一年中収穫できる品種もあります
が、旬は１月から４月くらいです。

447 促成 つまみな ― 茨城ほか 冬場以外はほぼ１年中収穫でき、市
場に出回ります。
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葉が大きく、緑の濃い物がいいで
す。

すり下ろして、ご飯にかけて食べたり、とろろ汁としてどう
ぞ

胞子の出ていないもの 頭とはかまを取り除き、茎だけをゆでて水にさらし、胡麻和
え、味噌和え、おひたしに

青々としたもの お椀のタネ 天ぷら おひたし

葉がみずみずしい鮮やかな緑色で、
茎の白い部分が肉厚でしっかりした
張りがあり、根元からまっすぐ伸び
ているもの、傷の無いものが新鮮で
す。また外葉が硬いもの、とう立ち
しているものは育ちすぎなので避け
ます。

葉菜は水分が蒸発しないように一定
の湿度にすることが鮮度を保つポイ
ントです。外側の葉を捨てずに最後
までカバーとして残します。立てた
状態で暗くて涼しいところに置くと
長持ちします、（＾＾）『牛乳パッ
クとか使っちゃおう！』

柔らかいためしおれやすく、いたみ
やすい野菜なので日もちしません。
買い求めたらその日か翌日には食べ
きります。袋にいっぱい詰まってい
ると鮮度がすぐに落ちます。ポリ袋
に小分けにして入れ替え、冷蔵庫の
野菜室に入れます、このとき蒸れな



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

448 促成 つるむらさき ― 山形、徳島その他 青菜が不足しがちな夏に強い野菜で
す。旬は７月～８月です。

449 促成（つまもの） うご おご、うごのり、
塩うご

寒天の原料とするほか、刺身のつまとしても使われる。もと
もと紫褐色、暗紫色をしているが、熱湯に通すと緑色とな
る。普通は、湯通ししたものや、白く脱色した形で販売され
ている。

450 野菜 うど ― ほとんど東京産、埼玉、愛知、大
阪、京都

11月から５月が旬

451 促成（京野菜） 京うぐいす菜 京都の伝統野菜。江戸時代の中期、京都市中京区神泉苑町の
農家が天王寺かぶの早生種作出のため選抜してきたと伝えら
れ、鴬の鳴く頃に収穫されることから「うぐいす菜」と呼ば
れるようになったとか。

京都

452 洋菜（輸入野菜） ウイキョウ（フェ
ンネル）

”中国を経て日本に伝えられた。生の葉はハーブとして、乾
燥させた種子は香辛料として利用される。茎や葉はセロリの
ように使い、種は、カレー粉の原料にしたり、魚料理の香り
つけに使う。耐寒性の多年生植物。高さは1.8mまで成長す
る。沖縄では島ういきょう（イーチョウバー）と呼ばれ、古
くから栽培されて魚料理に若い茎葉が利用されてきた。野菜
として利用するフローレンスフェンネルは、フェンネルの変
種。”

453 促成（沖縄野菜） ウコンの粉 ウコンはキョウオウというショウガ科の植物。天然有機物が
豊富に含まれている食品で、健康食品の代表的存在。

沖縄

454 洋菜（輸入野菜） アンデーブ フランス名でアンデーブなのですが、エンダイブとよく混同
されますので、一般的にはイギリス名のチコリとよばれてい
ます。調理業界ではフランス名のアンデーブで呼ばれていま
す。日本には江戸時代末期に伝来しました。（＾＾）『由緒
正しいやさいなのだ！

ベルギー 11月から3月が旬です

455 促成 青瓜 越瓜 シロウリの中でも短円筒形の少し大きなものをこの名で呼
ぶ。果肉は厚く、浅漬けがおすすめ。
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葉が肉厚で傷が無く、つやがあって
みずみずしいもの、葉が茎にしっか
りついているものを選びます。茎は
若いものでないとゆでても硬いの
で、葉先から20cmぐらいまで、茎は
緑色のもののほうが食べよいでしょ
う。

茎を２～３cm切ってから、水で湿ら
せたキッチンペーパーを茎に巻き、
ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に立
てて保存します。また葉をサッと茹
でて水気をきり、冷凍用のポリ袋に
入れて冷凍保存すれば、長期間保存
できます。

全体に均一な直径３cmほどの太さ
で、長さが80cmほどのよく締まって
枝分かれの少ないもの、先までピン
として茎全体に痛いほど硬いうぶ毛
が生え、白色と薄桃色の鮮やかなも
のが新鮮です。根元が黒ずみ、茎に
青みが出ているのは古い証拠。野生
のうどは緑鮮やかで生き生きと張り
があり、香りの強いものが新鮮で
す。

長いので半分に切り、切り口にキッ
チンペーパーを巻き、新聞紙で包み
ます。冷蔵庫に入れると茶色く変色
するので冷暗所で保存します。野生
のうども同様に乾燥させないように
保存しますが、どちらも香りの強い
新鮮なうちに食べるのが一番です。
食べきれないほど買ったり、とった
りせずに、そのつど手に入れます。
（＾＾）『鮮度がたいせつー』

【うどの白煮】【材料　４人分】　うど２本、酢少々、A
（だし汁（市販品でも可）カップ２、砂糖大さじ３、みりん
大さじ１、塩小さじ2/3、酢小さじ２）、マーシュ（サラダ用
の菜野菜）少々。【作り方】(1) うどは４cm長さに切って皮
を厚めにむき、縦半分に切って20分ほど酢水にさらしてアク
を抜きをします。(2) たっぷりの沸騰湯に酢を加え、１のうど
を入れてさっと茹で、ザルに上げて水気をきります。(3) 鍋に
Aを入れて煮立て、２のうどを加えて中火で５～６分煮、火
を止めて煮汁につけたまま冷まして味を含ませます。器に
もって煮汁を少々かけ、マーシュをあしらいます。マーシュ
の代わりに木の芽でも旬の香りが楽しめます。

アンデーブは全体が白くて太め、葉
先が元気よく、葉どうしが硬く巻
き、表面にうぶ毛の生えた傷のない
ものが新鮮です、先端が緑色のもの
は古いのでさけます。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

456 促成（山菜） うるい オオバギボウシ、
ユバギボウシ、ユ
リッパ

ビタミン類、ミネラル その他、ヌメリ成分の中に他糖類が含
まれているので、病気への抵抗力を高める 女性の敵、お肌の
大敵、便秘にも

山形、福島、秋田 2月～5月上旬ぐらい

457 野菜 分葱 かつては、ネギの変種とされていたが、ネギと玉葱の種間雑
種から生まれた野菜。耐寒性に弱く、関西以西が主流。刺激
臭が少なく、独特の甘味があることが特徴。

千葉、埼玉 通年

458 洋菜 ホワイトアスパラ グリーンアスパラと種類は同じですが、芽が出る前に土寄せ
し、日光に当てず軟化栽培し、白色に育てたものです。日に
当てないため、柔らかく味もまろやかです。痛みやすいの
で、おもに缶詰専用ですが、最近は新顔野菜として生で出回
るようになりました（＾＾）

香川県、北海道、ペルー 最近生でも出回るようになりました
が、缶詰が大半です。５月から６月
が路地物の旬です！

459 促成（山菜） ワラビ ワラベ、ヨメノサ
イ

注意！ビタミンB1破壊酸素・発ガン物質が含まれているが、
十分にあく抜きをすれば除かれる 利尿・消炎作用あり

栃木、茨城、山形、青森 ハウス物・1月より　3～5月の路地物

460 促成 わさび 今から約200年程前にさかのぼる延享元年、1774年上狩野村、
現在の天城湯ヶ島町の天城山　山守の板垣勘四郎が、安部郡
大河内村の有東木にキノコ栽培の指導に行った際、自生の山
ワサビを持って帰り苦心の末栽培に成功し村民に伝えたのが
始まりです。わずかな試植品を伊東港から船で江戸に出荷し
たところ、これが粋好の江戸っ子に大当たりしたのです。生
山葵の栽培法はすぐ隣の上大見村、現在の中伊豆町に伝えら
れ一躍日本一のわさび名産地となりました。

静岡 通年

461 洋菜（輸入野菜） パールオニオン ペコロスの一種で真珠のような光沢のある皮。刻んで炒めも
のの香り付けや、カクテルの飾りつけ（ギブソン）にも使わ
れる。映画「ザ・インターネット」でサンドラ・ブロック演
じるアンジェラが好んで飲んだカクテル。マティーニと同じ
ようなレシピで作り、パールオニオンは飾りに。アメリカで
はマティーニ同様、よく飲まれているカクテル。

462 洋菜 ホワイトセロリ ごく最近出回り始めました。初めは高級食材店などで見かけ
ましたが、ようやくスーパーなどにも見かけるようになりま
した。有機水耕栽培で作られ、かいわれのような形で販売さ
れています

千葉 通年

466 促成（特別栽培野
菜）

ヤーコン アンデスポテト 南アンデス高原原産のキク科 フラクトオリゴ糖、ポリフェ
ノール、食物繊維などが成分として入っています 低カロリー
のため、ダイエット食などに最適

青森、岩手、茨城、栃木、北海道 11月中間～１月中間
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緑色の葉で茎が白くしっかりしたも
の 路地物になると茎の部分は白から
緑になります とにかく葉が黄色く、
変色していない物

おひたし 熱湯に塩を入れ、さっと茹で冷水に漬け絞ってか
ら、食べやすい長さに切ってかつおぶしと醤油をかけてま
た、味噌の具にもOK サラダにも

丸くて白色のみずみずしいものが新
鮮です。切り口が乾いていたり、変
色しているものは古い証拠です（＾
＾）/。乳白色で中太が良品！

【ホワイトアスパラとトマトの和風サラダ】やっぱりサラ
ダ、だーね！【材料　４人分】ホワイトアスパラガス160ｇ、
トマト１個、青じそ３枚、ドレッシング（醤油・酢・サラダ
油各大さじ２）【作り方】(1) ホワイトアスパラガスは長いま
ま使います。(2) 青じそは千切りにし、水にさらして水気をふ
き取ります。(3) トマトは皮付きのまま薄い輪切りにして、種
を除きましょう！(4) ボウルにドレッシングの材料を入れ泡立
てながらよく混ぜます。(5) 器にトマトを敷き、アスパラガス
を盛り合わせ、青じそを上に飾り、食べる。直前にドレッシ
ングをかけましょう（＾＾）/『完成』！【メモ】ホワイトア
スパラガスもトマトも、よく冷やしておくとおいしいです！
青じそが無ければ万能葱やゴマを散らして和風にアレンジし
ましょう。ドレッシングをレモン汁とオリーブ油にすればイ

先が黒くいたんでいない物 かたくな
い物

ワラ灰をまぶして、熱湯をかけ、重石をのせ、一晩おけばア
ク抜きができます やわらかい所だけを3～4cmに切り、おひた
しでどうぞ

ワサビの根茎は、根本から先端まで
同じような太さで、緑色が鮮やか
で、先端部はやや薄い緑色のものが
良質とされています。ワサビは葉柄
を落としながら成長していく習性が
あるので、この脱落の痕跡の間隔が
広いものは、成長が早かった証左
で、肉質が柔らかく、辛味や香りは
乏しい傾向にあります。この痕跡の
狭い、すなわち、目づまりしている
根茎の肉質は緻密であり、辛味や香
りがすぐれています。

わさびをすりおろして、けずりぶしと混ぜ、のりをちらし、
醤油を適当にたらして、ごはんに混ぜ込んで食べる。（二日
酔いにもいいですよ）

普通のセロリとは違い、独特の強い香りがなく、・・・香り
はセロリそのものですが・・歯ごたえも繊維質がそれほど硬
くなく、非常に食べやすく出来ています。酢の物、和え物、
刺身のつまなどに非常に相性がよく、かいわれなどと違った
イメージで食せます。胡麻和えなどにも合いそうです。魚の
ソテーなどの添えや、炒め物の添えなどに、さっぱりとした
味が料理の後味をよくしてくれます。

水分が多いため、すぐシワになりや
すいので、シワのないもの ヘタが黒
ずんでいないもの

生でサラダ キンピラゴボウ 煮る・炒めるなど 工夫次第で何
でも
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467 促成（きのこ類） ヤマブシタケ サンゴハリタチ科
ウサギダマ・トヂ
ダマ・ハリダマ・
ウサギダチ

色が白く全体がハリネズミのようなキノコ ヤマブシダケは古
くはかのたまの名で知られ、見原益軒の大和本草にもあり、
昔から注目をひいたキノコ

東北地方・現在出回ってるヤマブシ
タケは、ほとんどが栽培品である。

9月～11月

468 促成（きのこ類） 山えのき 原種えのき、ブラ
ウンえのき

天然のえのきに近い品種。

469 促成 山くらげ 英語名：mountain
jelly vegetable
学名：lactuca
satival

レタスに近い種類で、清王浅の頃は皇帝に献上されていたこ
とから「貢菜」と呼ばれている。サクサク、コリコリとした
歯ざわりから日本では「山くらげ」と呼ばれるようになっ
た。食物繊維、カルシウム、鉄分、カロチン、ビタミンB1，
B2が含まれていて、動脈硬化の予防に効果があると言われて
いる

中国

470 促成（京野菜） 京山科茄子 昔は京都で茄子と言えば、山科茄子のことだったが、栽培の
しやすさから、普通の茄子にとって変わった。皮が薄くてと
ても軟らかい舌触り！京都での山科茄子の定番は「にしんと
の炊き合わせ」。

京都 6月から10月中旬

471 野菜 大和芋 丸ごと買ってきたものは新聞紙に包み、冷暗所におきましょ
う、また切って売られているものや、真空パックのものは、
切り口が空気に触れないようにラップをして、冷蔵庫の野菜
室で保管しましょう。トロロなどにすりおろしたものは冷凍
保存できます、板状にして使う分だけ折って使いましょう。
解凍は自然解凍で！（＾＾）

群馬、千葉、そのほか 10月から12月に収穫され貯蔵された
ものが、冬場にかけ出荷されます。

472 促成 山うど 春になると若茎が伸びはじめ、そのままおくと夏には２ｍに
もなるうどは、全国各地の山野に自生しています。一般に市
場に山うどの名で出回るものは、このうどを土寄せして軟化
栽培したものですが、香りは野生のうどのほうがはるかに強
く、アクも強くなります。茎は皮をむいて酢水にさらし、ア
クを抜いてからサラダや和え物、白煮などにします。柔らか
い葉は天ぷらにするとその芳香が堪能でき、春ならではの一
品です。皮もきんぴらなどに使います。炭水化物やビタミ
ン、ミネラルが豊富。食物繊維も多く含まれていて、独特の
苦味は整腸作用もある。

2月～4月が旬

473 促成 谷中生姜 葉生姜 軸の三本つながった谷中を上手にスライスすれば空とぶつば
めの姿（だからつばめ谷中）

静岡、千葉、茨城 初夏～夏
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口当たりともよくどんな料理にもよいがどちらかというと淡
白な料理向き 吸い物・あえ物・おひたし・天ぷらなど

まっすぐに伸びてふっくらとしてい
るもの。切って売られているときは
切り口が白いものを、真空パックの
ものは、空気が入っていない物を選
びましょう。（＾＾）大和芋は皮が
しっとりと湿っている物が新鮮で
す！

【大和芋のベーコン巻き】　レンジ加熱の下ごしらえだか
ら、とてもクイックです。【材料　２～３人分】　やまと芋
15cm、ベーコン３～４枚、ローズマリー（葉をむしる）１本
分、塩・コショウ各少々、ローズマリー（飾り用）適量【作
り方】(1) やまと芋は良く洗って長さを３等分に切り、ポリ袋
に入れて電子レンジで６～８分ほど、やや硬めに加熱しま
す。(2) １のやまと芋が熱いうちに袋から取り出し、キッチン
ペーパーに包んで皮をむき、1cm角くらいの棒状に切りま
す。(3) ２のやまと芋にべ－コンを巻き、巻き終わりを下にし
て熱したフライパンに並べます。むしったローズマリーの葉
を散らし、強めの火加減で手早く焼き付けます。塩・コショ
ウをふって皿に盛り付け、残りのローズマリーを添えて出来
あがり。（＾＾）/【メモ】　レンジで加熱したやまと芋は皮
をむいて輪切りにし、オイスターソースを加えたマヨネーズ
をつけて食べてもおいしよ～！

白くて筋っぽくないもの 伝統派（工作派？）にはみそが常識。ヤングならマヨネーズ
でどうぞ。古くなったら酢漬けに。



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

474 促成 矢生姜 棒生姜、ハジカ
ミ、筆生姜

陽にあてずに育て、出荷直前に陽をあてて茎に赤みをつけ
る。甘酢に付けて、魚の口直しなどに。

476 促成 八つ頭 里芋は茎の肥大したもの。株の中に大きな親芋があり、そこ
から子芋、孫芋が増えていく。親芋を食用とするものを「親
芋用品種」、子・孫芋を食用とするものを「子芋用品種」と
呼ぶ。八つ頭は「親子兼用種」。味もよく、里芋の中では高
級品で知られている。お正月のおせち料理に多く使われる。
主成分はデンプンとたんぱく質。カリウム値が他のイモ類よ
りもある。また、カリウムは塩分の取りすぎを抑える効果が
あり、食物繊維も豊富なので、整腸作用にも効果的。芽の出
る所がほぼ8つあるところから、だとか

12月～1月が旬

477 野菜 春菊（おたふく） ―
478 促成（山菜） ヨモギ 殺菌力、血液の汚れを浄化し、血行を促す高血圧を始めとす

る成人病・婦人病・アレルギー性の諸症状に効果あり
沖縄、徳島 2～3月

479 促成（沖縄野菜） （長）夕顔（甘味
種）

現地呼称・チブル かんぴょうのもとになる夕顔は苦味種で、食用にするのは甘
味種 ・長夕顔は野菜として用いるが、丸夕顔は加工用

沖縄県名護市　他 7～8月

481 不明 雪の下 Saxifraga
stolonifera

日当たりのあまり良くない場所に生育する。

482 促成 百合根 漢方ではイライラを緩和し、精神不安、不眠にも効果がある
とされています。 水溶性の食物繊維を含むので、整腸作用も
あるそうです。

北海道

483 野菜 ユルギカブ(万木カ
ブ)

ほとんどが漬物用に加工されてしまうが、中部・関西地区で
は、とてもポピュラーな漬物。ユルギカブの乾燥風景は、近
江路の晩秋の風物詩。

滋賀県・西万木（この地域で古くか
ら栽培されている赤かぶ）

484 促成（中国野菜） 油菜芯 主に、茎とつぼみを食べる野菜です。 静岡 冬場

485 促成 柚子（青・黄） 柚子の酸味には、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸の有機酸類が
多く含まれて疲労回復、肩こり、筋肉痛を予防する働きがあ
る。 また、クエン酸などの有機酸類には、胃液の分泌を助
け、胃痛を起こしにくくする。

高知 黄11月～1月　青5月～10月



No

474

476

477
478

479

481

482

483

484

485

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

やはり葉の痛んでいないもの 健康食品のヨモギ茶として広く販売されている よもぎ餅、天
ぷらにも

全面的に張りがあり、色の濃淡の少
ないもの 見た目通りの重量感のある
もの

味噌やマヨネーズで、生の独特なぬめりのある食感を。 浅漬
けにもどうぞ。

色が白く、硬く締まっているもの。
全体に紫がかったものは苦みが強い
ので、避けたい。

キズがなく、皮に柚子の油がでてい
ない物 ツヤとハリがある物 皮に黒ず
みや傷がない物

柚子の果汁を酢の物、鍋物、土瓶蒸しなど 柚子の皮をマーマ
レード、柚子味噌、柚釜などに



No 分類 品目名 別称 特徴 主な産地 おいしい時期

486 洋菜 ズッキーニ S-ルジェット（仏
語）　スワッシュ
（英語）
Zucchini（伊語）

緑色のズッキーニのほかに、黄色いズッキーニもあります 特
に含まれる成分 … カリウム（キャベツの1.5倍位）、カロテ
ン（キャベツの６倍位）

冬・春（千葉）、夏（長野）、秋
（北海道）、冬（千葉・宮崎・福岡
など）

通年



No

486

利用部分／選び方チェック 保存方法 簡単レシピ

おいしそうなもの ・冬のズッキーニ
は白い模様が入ってるものもありま
すが品質には問題ありません。・切
り口が緑色が良い・切り口が茶色が
かっているものは古い・皮につやの
有るものが良い・先端や首の所がや
わらかく感じるものは良くない

最初にオリーブオイルで炒めてからお使いいただくと、クセ
が少なくなり、消化・吸収も良くなり、さまざまな料理にご
利用いただけます。


