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2012年03月19日（月）

日記１８：畑作担当（ズッキーニ・その４）：安藤

ポットに鉢上げして、１週間です。 
葉が重ならないように鉢をひろげます。（鉢づらし） 

2012年03月16日（金）

日記１７：畑作担当（ズッキーニ・その３）：安藤

３月１６日に２回目の播種（種まき）をしました。 
品種名 ダイナー（緑皮）５５粒 
品種名 オーラム（黄金皮）４０粒 
３月２６日に鉢上げの予定です。

2012年03月12日（月）

日記１６：畑作担当（問題です！）：安藤

これって、なぁ～に？ 
答えはまた今度！ 



2012年03月09日（月）

日記１５：畑作担当（ズッキーニ・その２）：安藤

２月２９日に播種した、５０粒から３月９日に４９個、ポットに鉢上げしました。 
４月上旬、圃場（畑）に植え付けをする予定です。

2012年02月29日（水）

日記１４：畑作担当（ズッキーニ・その１）：安藤

２月２９日にズッキーニ（緑皮 品種名 ダイナー）５０粒、播種（種まき）しまし
た。 
１週間ぐらいで発芽してきます。 

2012年02月27日（月）

日記１３：畑作担当（ばれいしょ・その４）：安藤

ばれいしょの植え付けから一月、芽だしの作業が始まりました。 
ポリマルチを破って芽を出してやります。遅くなると芽が高温で焼けてしまいま
すので、２から３日間隔で行います。 
今年は、例年とおなじ生育です。

2012年02月04日（土）

日記１２：畑作担当（カンショ・その２）：安藤

1月6日に伏せ込みを行ったかんしょの苗つくりですが、2月4日から発芽が始ま
りました。 



60日ぐらいで畑(圃場)方に植え付けができるようになります。 

2012年02月04日（土）

日記１２：畑作担当（カンショ・その２）：安藤

1月6日に伏せ込みを行ったかんしょの苗つくりですが、2月4日から発芽が始ま
りました。 
60日ぐらいで畑(圃場)方に植え付けができるようになります。 

2012年02月01日（水）

日記１１：畑作担当（ばれいしょ・その３）：安藤

ばれいしょの植え付けを1月27日植物生産環境科学科年生の学生実習でおこ
ないました。 
一月すると芽が出てきます。 
芽が出てきたら芽だしの作業でポリマルチを破って芽を出してやります。 
20日間ぐらいで、芽だしの作業は終わります。

2012年01月23日（水）

日記１０：畑作担当（ばれいしょ・その２）：安藤

浴光育芽を行っていた、ばれいしょの種芋を切ります。 
植え付けの１週間前に、イモが４０～６０ｇぐらいの目安で切っていきます。 
切ったイモは、はなさないで少しづらしてくっけておきます。 
植え付けが天候不順などで遅くなった時でも種芋がしっかりしています。 

2012年01月11日（水）

日記９：畑作担当（カンショ）：安藤



平成24年度かんしょの種芋を1月6日に伏せ込み（苗つくり）行いました。 
４月から畑に植え付けができるようになります。

2012年01月10日（火）

日記８：畑作担当（ばれいしょ・その１）：安藤

ばれいしょ（ジャガイモ）の浴光育芽を12月28日から行っています。 
低温と強い光で強い芽を育てます。 
ばれいしょは、イモが茎とつながっていた反対からたくさん芽が出てきますの
で、 
上になるようにして行います。 
１月25日まで行います。

2011年11月2日（水）

日記７：畑作担当（芋掘り）：安藤

地域開放事業として児童のいも掘りを行っています。 
10月12日から11月25日までに2550名参加してくれます。 
みんなの喜ぶ顔をみると来年も頑張るぞ。

2011年10月21日（金）

日記６：畑作担当（開放パンジー鉢上げ）：安藤

１０月４日から始めた、ビオラ・パンジーの鉢上げ作業が２１日で終わりました。 
８９００鉢になりました。 
１１月１９日のセンター開放に向けて管理をしていきます。



2011年10月11日（月）

日記５：畑作担当（開放パンジー床土）：安藤

ビオラ・パンジーの床土(苗を育てる土)の蒸気消毒を行っています。 
木花フィールド（農場）で使っている床土は、 
ほとんど農薬を使わずに蒸気消毒した土を使っています。 

2011年10月07日（金）

日記４：畑作担当（開放パンジー鉢上げ）：安藤

開放時販売予定のパンジーです。 
種子をまいて１ヶ月、今月４日から鉢上げを始めました。 

2011年9月25日（日）

日記３：畑作担当（公開講座）：安藤

上写真＜公開講座 ジャガイモの手入れ＞ 
例年よりジャガイモの生育が遅れています。みんなで、除草をしました。  



下写真＜『芸術の秋』＞ 
公開講座が終わり、除草作業で使った容器で、、、、『芸術の秋♪』

2011年9月12日（月）

日記２：畑作担当（公開講座）：安藤

公開講座「親子でお芋を育ててたべてみよう」 
９月４日のジャガイモの植え付け作業の様子です。

2011年9月07日（水）

日記１：畑作担当（パンジー播種）：安藤

11月の開放に向けてパンジーの播種を8/29から開始しました！
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2012年03月15日（木）

日記７：果樹担当（岩崎早生温州みかんの植付け）：黒木

前回の興津早生温州みかんに続いて岩崎早生温州みかんの植付けを行いま
した。 

【一番上写真】 
左側が一年生苗木、右側が二年生苗木です。 
１年違うだけでこんなにも違いがあります。          

【真ん中・一番下写真】 
植付けをしている様子と圃場に植え付けたところです。 
圃場の奥に見えている建物は農学部の建物群です。  

今回植付けした温州みかんですが、どちらの品種もみかん狩り向けにと選定し
た品種ですが、実際みかん狩りが行えるのは次回の第31回ブラジルオリンピッ
ク2016頃になることでしょう。

2012年03月12日（月）

日記７：果樹担当（興津早生植栽中！！）：黒木

昨年、更新のため伐採した興津みかん園に、1年生苗木（久留米市田主丸町
産）を植栽し始めました。 

写真は上から、 

『苗木の様子』 
『植栽したところ』 
『乾燥防止に茅をかけたところ』 
『イノシシ被害軽減のため肥料袋で覆ったところ』 

です



2012年01月24日（火）

日記６：果樹担当（柿剪定）：黒木

1/23開催の植物生産環境科学基礎実習の風景です。 
柿の刀根早生での剪定実習で、約１年後には常緑果樹の剪定実習を行うこと
になっています。

2012年01月18日（水）

日記５：果樹担当（果樹剪定）：黒木



ｽｲｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの整枝剪定中!! 
今月上旬に収穫を終えたｽｲｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの整枝剪定を行っています。 
1/20には植物環境科学科２年生の農場実習でも行います。  
剪定を担当した職員の名を樹に掲示して、本年度の着果状態を追っていこうと
思っています。

2011年12月12日（月）

日記４：果樹担当（学生実習）：黒木

12/2（金）に植物生産環境科学科2年生の農場実習「果樹の収穫」が行われ、 
スイートスプリングの収穫をしました。 
この日収穫されたスイートスプリングは、 
12/10（土）に開催に開催された「住吉フィールド開放」にて出品販売しました。 

2011年11月07日（月）

日記３：果樹担当（猿害）：黒木



興津早生みかんの猿による枝折れ 
野猿による興津早生ミカンの枝折り被害です。 
被害の枝を鋸で落とし、切断面に接ろうを塗布して切断面を保護しました。 
樹自体は5年ものの若木ですのでこれからの成長回復に期待です。 

2011年9月15日（木）

日記2：果樹担当（作業合間）：黒木

作業の合間に見つけたトリノフンダマシ。 
（コガネグモ科）  

その名の通り、鳥のフンにそっくり。 
餌をとる量は少なく天敵としてはいまいちの効果？ 

2011年9月02日（金）

日記１：果樹担当（日向夏）：黒木

春の収穫に向けて日向夏が傷付かないように、 
袋掛けを行っています。 
ただ今、日向夏の袋掛け真っ最中！！ 
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2012年3月13日（火）

日記３：水田担当（育苗＆畦畔焼き）：野村

水田担当です。 
３月になると，水稲の育苗が始まります。 
それに先立ち，先月は畦畔焼きを行いました。 
そして，２日にはコシヒカリの播種を行いました。 

いよいよ春です、忙しくなります！楽しみです！！

2011年10月5日（水）

日記２：水田担当（ヒノヒカリ収穫）：野村

10月3日に“ヒノヒカリ”の収穫をしました。 
翌日から天気が崩れるとのことで大急ぎでの稲刈りになりましたが、 
昨年と同程度の収穫量になりそうです。  

なぜか、田んぼで作業しているとおにぎりが食べたくなります。

2011年9月26日（月）

日記１：水田担当（ヒノヒカリ）：野村

水田担当です。 
写真は、木花フィールドで栽培している水稲の品種のひとつ“ヒノヒカリ”です。 
先週の台風にも耐え、稲穂も充実してきました。          
いよいよ来月に近づいてきた収穫が楽しみです。
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2012年02月23日（木）

日記９：施設担当（トマト）：甲斐

トマトの収穫が始まります。 
着色しているものを選び糖度を測ると‘ 8.0 Ｂｒｉｘ％ ’を表示しました。 
十分に甘いと感じる数値です。

2012年02月22日（水）

日記８：施設担当（鳥獣害対策セミナー）：甲斐

２月２２日の午後、学内で行われた‘鳥獣害対策セミナーin宮崎’に参加してき
ました。 
イノシシやサルの行動の特徴・行政の取り組み・電気柵の仕組み・木花フィール
ドの対策の紹介など、内容の濃いセミナーとなりました。 
今後の対策に活かしていきたいと思います。

2012年02月20日（月）

日記７：施設担当（トマト）：甲斐

トマトの花です。 
子房が歪な形をしているために、‘鬼花’といいます。 
子房が綺麗な球を形作らず奇形果となるために、摘花を行います。

2012年02月16日（木）

日記６：施設担当（トマト）：甲斐

トマトの花です。 
花へのホルモン処理を行い、果実の肥大を促します。３日程経つと果柄（ヘタの



付け根部分）が大きくなり、ホルモン処理の効果を確認できます。

2012年01月30日（月）

日記５：施設担当（トマトの芽かき）：甲斐

トマトの芽かきです。不必要な側枝を取り除きます。 
花房直下の側枝が大きくなりやすいので、遅れないように気を付けます。

2012年01月26日（木）

日記４：施設担当（農場の冬の朝）：甲斐

今朝は圃場に長さ２㎝を超える霜柱と、水溜まりには厚さ１㎝もの氷が出来て
いました☆ 
今朝の最低気温は宮崎市内がマイナス３．９℃、そして木花フィールド標本温室
裏がマイナス１℃を記録していました。

2012年01月17日（火）

日記３：施設担当（機械整備）：甲斐

機械整備も大切な仕事です。 
動噴のＶベルト交換を行います。 
エンジン側のプーリーとポンプの側のプーリーの位置が若干ですが、 
ズレていました。 
ＶベルトのサイズはＡー２２。

2012年01月12日（木）

日記２：施設担当（土壌サンプリング）：甲斐



土壌診断を行うためにビニルハウス内の土壌をサンプリングしてきました。 
この分析結果を基に平成24年度作の施肥量を考えていきます。

2011年9月14日（水）

日記１：施設担当（トマト）：甲斐

桃太郎系品種を栽培しています。 
今日は交配後１２日目。直径が２㎝にまで肥大しています。 
大学祭での販売に間に合うか！？
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2012年3月23日（金）

日記１５：露地野菜（スィートコーン①播種）：福重

24年度のスィートコーンの播種が始まりました。 
昨年までは粒が白黄色混じったバイカラーの品種を栽培していましたが、今年
は黄色単色のモノカラーの品種を栽培してみます。 
ゴールドラッシュという最近の主力品種で、高品質で非常に甘みが強いです。 

少しずつ時期をずらしながら、実習も含めて計6回播種を行う予定です。

2012年2月17日（金）

日記１４：露地野菜（巨大なブロッコリー）：福重

ブロッコリー（ビッグドーム）の収穫もそろそろ終了です。 
一株だけ、花蕾が異常に大きいブロッコリーを見つけました。 
手に持っている方の直径が約12cmぐらいで、重さは400ｇ程度です。巨大ブロッ
コリーの方は………直径30cm重さ2.1kg！！ 
この大きさでも花蕾はまとまりがあってしまっています。茎の太さや葉の大きさ
は通常のものとあまり変わらない感じなのですが… 
調べてはみましたが、原因は不明です。

2012年2月07日（火）

日記１３：露地野菜（ブロッコリー収穫）：福重

 ブロッコリー（品種：ビッグドーム）の収穫が始まりました。 
頂花蕾獲り専用の品種で、あまり側花蕾は出てきませんが、大きくてしまりのい
い頂花蕾が収穫できます。 
今年度は定植後に悪天候が続きましたが、生育期間の長い晩生の品種なので
その影響も比較的小さく、なかなか良質な花蕾ができています。



2012年1月12日（木）

日記１２：露地野菜（ホウレンソウ学内販売）：福重

 1/11より木花フィールドでは、ホウレンソウの収穫体験型販売を行っていま
す。 
寒くなって甘みも増しています。 
収穫したものを生でかじってみましたが、葉柄の部分は特に甘みが強かったで
す 
（←かなり甘いです。やってみてください）。 
1袋100円で詰め放題ですので、是非木花フィールドまで足をお運びください。  

2011年10月26日（水）

日記１１：露地野菜（キアゲハ）：福重

前回の日誌でも少し書いたキアゲハの幼虫。 
見落とした個体がだいぶ大きくなっていました。 
おそらく終齢幼虫ぐらいだと思うので、少し飼育してみようと思います。   
捕まえるときに臭角を当てられ、手がかなり臭くなりました。

2011年10月17日（月）

日記１０：露地野菜（ニンジン・ダイコン・カブ）：福重

実践実習を受講している学生と、ニンジン・ダイコン・カブの管理を行いました。 
どちらも学祭のとき（木花フィールド開放時）に収穫体験してもらうための野菜で
す（他にホウレンソウもあります）。         

目視により植物体上の害虫を、発見しては捕殺！！発見しては捕殺！！を
日々繰り返しているため、今のところ農薬の使用はありません。        
この日もニンジンの葉にキアゲハの幼虫、ダイコンの葉にハイマダラノメイガ・モ
ンシロチョウの幼虫を学生と一緒に確認し捕殺しました。       

栽培の規模が小さいので成り立つ防除法ですが、農薬を有効に活用し、その使
用量を減らすためにも、害虫の生態を知ることはとても重要だと考えているの
で、単に農薬散布の方法を教えるよりも実習として意義があったかと思います。   

実習通して学生にも重要性の理解を促していければと思います。          



(写真はニンジン（播種後79日目） ダイコン（播種後35日目） カブの除草をして
いる尾上くん（学生）)

2011年10月7日（金）

日記９：露地野菜（ハクサイ定植）：福重

植物生産環境科学科2年生の実習の様子です。 
2年時にはハクサイの定植～管理～収穫と一貫して実習があり、 
今回は定植を行ってもらいました。 
昨年キャベツの定植を経験しているだけあって、 
慣れた手つきでスムーズに作業していました。          

ハクサイの品種は『黄ごころ75』と『黄ごころ85』の二つ。 
収穫時期がずれても実習の日程から外れないようにするために二つの品種を
栽培しています。 
ちなみに、後ろの75（85）という数字は、播種後75（85）日程度から収穫できると
いうことを意味しています。 

（写真は実習の様子と定植時の苗）

2011年10月3日（月）

日記８：露地野菜（ブロッコリー定植）：福重

本日は植物生産環境科学科の1年生の実習があり、 
ブロッコリーの定植を行いました。 
とても丁寧かつ真剣に取り組んでくれ、 
職員が定植したものと負けず劣らずの出来でした。 

ちなみに今日定植してもらった品種は、ビッグドームという晩生の品種で 
2月ごろの収穫を予定しています。 
べと病の予防さえきっちり行えば、作りやすく、 
なかなか品質の良い花蕾が収穫できるため、個人的に気に入っています！！



2011年9月16日（金）

日記７：露地野菜（ニンジン・ダイコン）：福重

先日、ダイコンの播種を行いました。 
生憎の天候の中の作業でしたが、無事終了しました。 
学祭の時に来場者の方に収穫体験をしてもらう予定なので、 
皆さんに喜んで貰えるよう頑張ります！          

写真は同じく収穫体験してもらう予定のニンジン（播種後34日目） 

2011年9月15日（木）

日記６：露地野菜（育苗のようす）：福重

ブロッコリー播種後17日目（上写真） 

キャベツ播種後16日目（下写真）です。 

だいぶ大きくなってきました。 
9月20日に定植予定。

2011年9月07日（水）

日記５：露地野菜（キャベツ発芽）：福重

ブロッコリー播種後9日目（上写真） 

キャベツ播種後8日目（下写真）です。 

本葉が展開しだしたので、そろそろ間引きを行います。

2011年9月02日（金）

日記４：露地野菜（キャベツ発芽）：福重

キャベツも無事発芽。



2011年9月01日（木）

日記３：露地野菜（ブロッコリー発芽）：福重

先日、播種を行ったブロッコリーが無事に発芽しました。 
9月15日あたりに定植予定です。

2011年8月30日（火）

日記２：露地野菜（ブロッコリー・キャベツ播種）：福重

8/29日にブロッコリーの播種をしました。 
品種は『ハイツSP』です。（上写真） 
これは、木花フィールド開放時に販売を予定しています。 

そして、今日はキャベツの播種をしました。 
品種は『マルシェ』です。（下写真） 
これも木花フィールド開放時に販売を予定しています。



2011年7月14日（木）

日記１：露地野菜（スィートコーン収穫）：福重

木花フィールド露地野菜担当の福重です。
この度HPのリニューアルに伴い、より多くの皆様に木花フィールドについて知っ
てもらうために、日々の技術職員の仕事や実習風景・作物の生育の様子等をこ
のHP上でお知らせしていこうと思っています。
尚、農作物の販売予定等も随時UPしていく予定なのでそちらの方のチェックも
よろしくお願い致します。

上の写真は先日のスィートコーン収穫実習の様子です。
雨の降る中、宮大附属中の子供達が頑張ってくれました。

下の写真はスィートコーンの調製をする植物生産環境科学科の2年生です。今
年の2年生は積極的な学生が多く、一生懸命調製をおこない、合間には獲りた
てのスィートコーンを生で美味しそうに食べていました。 
（収穫直後の糖度測定では糖度２０度でした。鮮度の良いスイートコーンは生で
も美味しく食べられます）
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