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玄界島の郷土料理「具そうめん」の
魅力を伝えよう 福岡市立玄界小・中学校



１　研究主題及び副主題について

（１）主題設定の理由
本校は、コミュニティ・スクールとして地域の方の支援を受け、生活科・総合的な学習の時間等に様々な体験的な活

動を行っている。しかし、その活動と食生活を結びつけて学習していなかったため、町の食材や地産地消についての理
解が不十分である。従って、地域のひと・もの・ことをいかした体験的な活動と自分の生活を結びつけ、豊かな食生活
を実践できるようにすることが重要と考える。
また、“新 ” 家庭教育宣言の取組「朝食を毎日食べていますか？」の結果を見ると、Ｒ２. ９実施96.2％、Ｒ３. ２実

施92.8％と朝食を食べている児童は比較的に多い。しかし、ゲーム等が原因で寝るのが遅くなり、朝食を食べていない
と答えた６学年の結果は83％と他学年より低い結果となった。このことから、自分の生活リズムを見直し、食生活の基
盤となる朝食の働きについて学ぶ機会を設定することは、豊かな食生活を実践する上で意義深い。

（２）主題・副主題の意味
「豊かな食生活を目指して実践する」とは、食に関する６つの構成要素である「食事の重要性」「心身の健康」「食品を
選択する能力」「感謝の心」「社会性」「食文化」にもとづき、学校や家庭において食に自ら関わり、食に関する資質・能
力を身に付けながら行動することである。

食に関する
資質・能力

知識及び技能 様々な健康課題を理解し、健全な食生活を実現するために必要な知識や技能を身に付
けること。

思考力、判断力、表現力等 自らの健康や食の状況を適切に評価するとともに、必要な情報を収集し、健全な食生
活を実現するために何が必要か考え、行動するために必要な力を身に付けること。

学びに向かう力、人間性等 食に関する課題に関心をもち、主体的に健全な食生活を実現しようとする態度を身に
付けること。

「地域のひと・もの・ことをいかした体験的な活動」とは、児童が地域固有の人的・物的資源を効果的に活用し、課題
解決のための手段として行う五感を働かせた学習のことである。食に関する全体計画・指導計画に体験的な活動を効果
的に位置付け実践することで、児童が地域のよさを実感し、地域に感謝することができるとともに、自分の食生活に取
り入れ、豊かな食生活を実践しようとする児童の育成につながると考える。

２　研究においてめざす児童像

低学年 自分の地域で収穫できる食べ物に関心をもち、進んで準備や片付けに関わったり食べたりしようと
する児童

中学年 地域の産物に関心をもち、日常の食事と健康について関連付けて考え、地域のよさを実感すること
ができる児童

高学年 地域の食文化、食料の生産、流通、消費などについて理解を深め、地域に感謝し、地域の特産物を
いかして豊かな食生活をつくっていこうとする児童

※　朝食摂取に関する指標「朝食を毎日食べる児童を全学年95％以上に増やす。」

３　めざす児童像に迫るための具体的な手立て

①　系統性をふまえた食に関する全体計画・指導計画の作成
②　地域のひと・もの・ことへの関心を高める活動の位置付け
③　食に関して課題意識をもたせ、問題解決しようとする対話の工夫

食育指導
実践例

令和２・３年度公益財団法人福岡県学校給食会学校給食研究指定委嘱事業報告

「豊かな食生活を目指して実践する児童の育成」
～地域のひと・もの・ことをいかした体験的な活動を通して～

� 上毛町立友枝小学校
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４　具体的実践例

（１）第２学年学級活動「すききらいせずに何でも食べよう」
ア　目　標
		 ・　好き嫌いなく食べることの大切さやいろいろな栄養をとることの大切さを理解している。
		 ・　バランスのよい食事をするために実践したいことを考えている。
		 ・　自分の食生活をふり返り、好き嫌いをなくしてよりよい食生活をしようとしている。
イ　手立て
		 ・	　生活科「町には発見がいっぱい」と学級活動「好き嫌いせず、何でも食べよう」を関連付け、「食」の大切さ

を捉えることができるようにする。
		 ・	　生活科の町探検で訪れた店から食材が届けられていることを想起させ、給食への関心を高める。
		 ・　自分の挑戦したいことを「がんばりカード」に書き、自分の今後の食生活を視覚化できるようにする。
ウ　児童の反応など
		 ・	　前時に学級活動を設定し、食品の体内での働きによるグループ分けや栄養のバランスについて考えた。本時で

は、学級活動で学んだことと関連付けて、自分の食事について関心を高めることができた。
		 ・	　生活科における町探検の学びをふり返ることで、調理員さんや野菜等を作ったり育てたりする人、それを運ぶ

お店の人などに関心をもって考えることができた。
（２）　第５学年道徳科「ふるさとのじまん」（C 伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度）

ア　目　標
		 ・	　「ゆめぴりか」を作り出すために尽力した人々の努力や思いから、受け継がれている地域のよさに気づき、地

域を大切にしようとする心情を育てる。
イ　手立て
		 ・	　社会科「米作りのさかんな地域」や総合の時間「おいしい上毛米の秘密を調べよう」と関連を図る。
		 ・　地域の人と関わり、学んだことを想起し、本時の展開後段にいかしていく。
		 ・　自分の考えを道徳ノートにまとめ交流することで、多面的・多角的な考えが生まれるようにする。
ウ　児童の反応など
		 ・	　関連する教科等の学習内容を掲示したり提示したりしたことは、道徳的価値を深め、これからの生活で実践し

ようとする意欲を高めることにつながった。
		 ・	　展開後段では、総合的な学習の時間にインタビューで聞いたこと、調べたこと、学んだことを掲示物や道徳ノー

トでふり返ることで、地域のよさについての対話（全体交流）が活発になった。

５　研究の成果と課題

（１）成果
「食生活アンケート」の結果を見ると、２回目の数値が大きく向上した項目は、「8	食品の３つのはたらきについて知っ
ている、10	健康や安全を考えた食品の選び方について知っている、17	給食に上毛町や福岡県の食材が使われているこ
とを知っている、18	季節や行事にちなんだ料理があることを知っている」の４つであった。
また、“新 ” 家庭教育宣言の取組「朝食を毎日食べていますか？」の結果を見ると、Ｒ３. ９実施94.7％、Ｒ４. １実

施96.5％と朝食を食べている児童の割合が向上した。
６年生も99％と大きく向上していた。
このことは、地域のひと・もの・ことをいかした体

験的な活動を位置付け、食育を進めた成果と捉える。
（２）課題
感染症対策のために給食時は「黙食」を徹底した。

そのため、「2	給食が好きだ、16	給食をみんなで楽し
く食べると温かい気持ちになる」の２回目の数値が低
下した。
これからも、持続可能な地域のひと・もの・ことを

いかした「食」に関する体験活動を開発し、食育につ
なげたい。
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AA

QQ
（ヒント　北九州市（合馬地区）や八女市などが主な産地で、旬は春。茶色の皮に包まれています。）

福岡に関係する食べものクイズ

次の野菜のうち、福岡県の生産量が全国１位のものはどれでしょう。

①　たけのこ　　②　きゃべつ　　③　ねぎ

①

（ヒント　うどんやラーメンの主原料です。）
次の穀物のうち、福岡県の収穫量が全国２位のものはどれでしょう。

①　米　　　　　②　小麦　　　　③　そば

②

（ヒント　お祝いの料理によく使われます。）
次の魚のうち、福岡県の漁獲量が全国２位のものはどれでしょう。

①　たい類　　　②　さば類　　　③　まぐろ類

③

次の料理のうち、福岡県の郷土料理といえばどれでしょう。
①　芋煮　　　　②　じぶ煮　　　③　がめ煮

④

次の魚のうち、福岡の名物「辛子明太子」と関係が深いものはどれでしょう。
①　さけ　　　　②　にしん　　　③　すけとうだら

⑤

１　①たけのこ
　　福岡県の生産量 7486.7 トン、全国の生産量 26448.5 トンの 1/4 以上を占めています。生産量２位は鹿児島県
6589.8 トン。（出典：林野庁 令和２年特用林産基礎資料）

２　②小麦
　　福岡県の収穫量 78100トン、収穫量１位は北海道 728400 トン。（出典：農林水産省 令和３年産作物統計）
　　福岡県がラーメンのために開発した小麦が「ラー麦」です。福岡県学校給食会の物資規格委員会で開発した「スクー
ルちゃんぽん麵」や福岡県産麦学校給食導入推進会議で開発した「揚げめん」にもラー麦を使用しています。

３　①たい類
　　福岡県の漁獲量 2796 トン、漁獲量１位は長崎県 3981 トン。「まだい」の漁獲量は福岡県が 2073 トンで１位、2
位が長崎県 1864トンです。（出典：農林水産省 令和２年漁業・養殖業生産統計）

４　③がめ煮
　　博多の方言「がめくりこむ」（寄せ集めるの意味）が名前の由来とされています。また、豊臣秀吉のおこした文禄の
役の時、朝鮮に出兵した兵士が当時「どぶがめ」と呼ばれていたスッポンとありあわせの材料を煮込んで食べたこと
から「がめ煮」と名付けられたという説も伝わっています。
　　芋煮は、里芋の収穫期の秋から冬によく食べられている山形県の郷土料理の一つ。河川敷で大鍋を使ってつくる「芋
煮会」は有名です。じぶ煮は石川県を代表とする煮物。鴨肉やすだれ麩、季節の野菜などを煮ます。鴨肉には小麦粉
がまぶされているため、とろみがあるのが特徴です。（参考：農林水産省ホームページ「うちの郷土料理～次世代につ
たえたい大切な味～」）

５　③すけとうだら
　　辛子明太子は、すけとうだらの卵巣を塩漬けにし、粉とうがらしをまぶして調味液に漬け込んだものです。朝鮮半
島ではすけとうだらをミョンテ（明太）といい、その卵を塩漬けしてとうがらしをまぶした保存食のことを朝鮮半島
にいた日本人はメンタイコ（明太子）と呼んでいました。戦後、朝鮮半島から引き揚げてきた人達が、かつて食べた
メンタイコを再現しようと工夫の末、福岡でつくったのが日本での辛子明太子のはじまりとされています。
　　さけやますなどの魚卵は「いくら」、にしんの魚卵は「かずのこ」といいます。（参考：河野友美著　「新・食品事典
加工食品・冷凍食品」　株式会社真珠書院）

材　料

作り方

　「給食時間はおしゃべりをしないで食べましょうね。」にぎや

かだった給食時間は感染対策のために黙食となり、２年が過ぎ
ました。給食を生きた教材として子どもたちに伝えたいことは
たくさんありますが、このコロナ禍で給食指導をどうやったら
いいのかと悩みました。
　現在私が勤務している田主丸学校給食共同調理場は、７つ

の小学校と１つの中学校へ約1700食を提供しています。こちら
にきて１年が経ち、献立を立てる楽しさを改めて実感していま
す。コロナ禍でもこの給食を通して子どもたちに指導できない
かと考え、クロームブックを使用してみることにしました。
　給食指導においてはGoogle Meetを使用して共同調理場と
５年生のクラスをつなぎ、家庭科でゆでる調理をした後に、当
日の給食の和え物を生きた教材として活用した指導をおこな
いました。また、学級活動等においても同様に共同調理場と受
配校をつなぎ、給食ができるまでや、給食に込めた思いを伝
え、画面を通して子どもたちとの交流ができました。実際にやっ
てみて、こんなふうに子どもたちとつながることができるんだ
と実感し、ＩＣＴがとても苦手な私でも、周りの先生方に教えて
もらいながらどうにかできるんだと思いました。子どもの目の
前で指導をする方が効果は高いのではないかとは思います
が、このＩＣＴ活用のよさは、共同調理場において、受配校との
距離を縮める、どんな状況下でも指導ができる、つながるクラ
スを受配校全体にすれば、一斉に伝えたいことを伝えることが
できる、という効率のよさにあるのではないかと思います。
　今後は、計画的にＩＣＴも活用しながら、食に関する指導を進
めていきたいと思います。

久留米市立田主丸小学校
（久留米市田主丸学校給食共同調理場）

栄養教諭 守谷 晴美

つ・な・が・る

栄養士ノート

〈１人分〉 〈4人分〉おすすめメニューメニューおすすめ
●スパゲティ 30g 120g
●豚こま切れ肉 20g 80g
●赤ワイン 1g 小さじ1
●キャベツ 30g 120g
●たまねぎ 40g 小１個
●しめじ 7g 約1/3パック
●にんにく 0.3g 薄切り1枚
●オリーブ油 1g 小さじ1
　　●トマトケチャップ １５g 大さじ３と1/2
　　●トマトピューレ 2g 大さじ1/2
　　●ウスターソース 1g 小さじ2/3
●塩 0.2g 0.8g
●こしょう 0.01g 0.04g

直方市立直方北小学校

講師（栄養）　善明 香菜子
直方焼きスパ
　直方焼きスパは直方市で生まれたご当地グルメです。
作り方には決まりがあります。①パスタ麺を使うこと。
②キャベツ・たまねぎ・豚肉を入れること。③トマトケ
チャップで味付けすること。④麺や具材を焼くこと。こ
の４つです。子どもたちにも人気のメニューです。

米粉パン・牛乳・直方焼きスパ・
ごぼうとナッツのサラダ献立例

① にんにくはみじん切り、キャベツは短冊切り、たまねぎは薄
切りにして、しめじは石づきを落として小房に分けておく。A
の調味料は合わせておく。

② スパゲティは塩（分量外）を入れたたっぷりの湯でゆでておく。
③ 熱した鍋にオリーブ油をひき、にんにくを香りが出るまで炒
めた後、豚肉と赤ワインを加えて炒める。豚肉に火が通った
らたまねぎ、キャベツ、しめじを入れて炒め、しんなりしたら、
麺を加えて全体を混ぜ炒め、焼き色をつける。

④ Aの調味料を加え、全体に調味料がからむようによく炒める。
最後に塩こしょうで味を調える。

エネルギー206kcal　たんぱく質7.7g　脂質4.5g　食塩相当量0.8g　カルシウム27mg　マグネシウム32mg　鉄0.3mg
VA(RAE)9㎍RAE　VB10.28mg　VB20.09mg　VC16mg　食物繊維総量2.4mg　亜鉛1.1mg

栄養価１人分

A
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QQ
（ヒント　北九州市（合馬地区）や八女市などが主な産地で、旬は春。茶色の皮に包まれています。）

福岡に関係する食べものクイズ

次の野菜のうち、福岡県の生産量が全国１位のものはどれでしょう。

①　たけのこ　　②　きゃべつ　　③　ねぎ

①

（ヒント　うどんやラーメンの主原料です。）
次の穀物のうち、福岡県の収穫量が全国２位のものはどれでしょう。

①　米　　　　　②　小麦　　　　③　そば

②

（ヒント　お祝いの料理によく使われます。）
次の魚のうち、福岡県の漁獲量が全国２位のものはどれでしょう。

①　たい類　　　②　さば類　　　③　まぐろ類

③

次の料理のうち、福岡県の郷土料理といえばどれでしょう。
①　芋煮　　　　②　じぶ煮　　　③　がめ煮

④

次の魚のうち、福岡の名物「辛子明太子」と関係が深いものはどれでしょう。
①　さけ　　　　②　にしん　　　③　すけとうだら

⑤

１　①たけのこ
　　福岡県の生産量 7486.7 トン、全国の生産量 26448.5 トンの 1/4 以上を占めています。生産量２位は鹿児島県
6589.8 トン。（出典：林野庁 令和２年特用林産基礎資料）

２　②小麦
　　福岡県の収穫量 78100トン、収穫量１位は北海道 728400 トン。（出典：農林水産省 令和３年産作物統計）
　　福岡県がラーメンのために開発した小麦が「ラー麦」です。福岡県学校給食会の物資規格委員会で開発した「スクー
ルちゃんぽん麵」や福岡県産麦学校給食導入推進会議で開発した「揚げめん」にもラー麦を使用しています。

３　①たい類
　　福岡県の漁獲量 2796 トン、漁獲量１位は長崎県 3981 トン。「まだい」の漁獲量は福岡県が 2073 トンで１位、2
位が長崎県 1864トンです。（出典：農林水産省 令和２年漁業・養殖業生産統計）

４　③がめ煮
　　博多の方言「がめくりこむ」（寄せ集めるの意味）が名前の由来とされています。また、豊臣秀吉のおこした文禄の
役の時、朝鮮に出兵した兵士が当時「どぶがめ」と呼ばれていたスッポンとありあわせの材料を煮込んで食べたこと
から「がめ煮」と名付けられたという説も伝わっています。
　　芋煮は、里芋の収穫期の秋から冬によく食べられている山形県の郷土料理の一つ。河川敷で大鍋を使ってつくる「芋
煮会」は有名です。じぶ煮は石川県を代表とする煮物。鴨肉やすだれ麩、季節の野菜などを煮ます。鴨肉には小麦粉
がまぶされているため、とろみがあるのが特徴です。（参考：農林水産省ホームページ「うちの郷土料理～次世代につ
たえたい大切な味～」）

５　③すけとうだら
　　辛子明太子は、すけとうだらの卵巣を塩漬けにし、粉とうがらしをまぶして調味液に漬け込んだものです。朝鮮半
島ではすけとうだらをミョンテ（明太）といい、その卵を塩漬けしてとうがらしをまぶした保存食のことを朝鮮半島
にいた日本人はメンタイコ（明太子）と呼んでいました。戦後、朝鮮半島から引き揚げてきた人達が、かつて食べた
メンタイコを再現しようと工夫の末、福岡でつくったのが日本での辛子明太子のはじまりとされています。
　　さけやますなどの魚卵は「いくら」、にしんの魚卵は「かずのこ」といいます。（参考：河野友美著　「新・食品事典
加工食品・冷凍食品」　株式会社真珠書院）

材　料

作り方

　「給食時間はおしゃべりをしないで食べましょうね。」にぎや

かだった給食時間は感染対策のために黙食となり、２年が過ぎ
ました。給食を生きた教材として子どもたちに伝えたいことは
たくさんありますが、このコロナ禍で給食指導をどうやったら
いいのかと悩みました。
　現在私が勤務している田主丸学校給食共同調理場は、７つ

の小学校と１つの中学校へ約1700食を提供しています。こちら
にきて１年が経ち、献立を立てる楽しさを改めて実感していま
す。コロナ禍でもこの給食を通して子どもたちに指導できない
かと考え、クロームブックを使用してみることにしました。
　給食指導においてはGoogle Meetを使用して共同調理場と
５年生のクラスをつなぎ、家庭科でゆでる調理をした後に、当
日の給食の和え物を生きた教材として活用した指導をおこな
いました。また、学級活動等においても同様に共同調理場と受
配校をつなぎ、給食ができるまでや、給食に込めた思いを伝
え、画面を通して子どもたちとの交流ができました。実際にやっ
てみて、こんなふうに子どもたちとつながることができるんだ
と実感し、ＩＣＴがとても苦手な私でも、周りの先生方に教えて
もらいながらどうにかできるんだと思いました。子どもの目の
前で指導をする方が効果は高いのではないかとは思います
が、このＩＣＴ活用のよさは、共同調理場において、受配校との
距離を縮める、どんな状況下でも指導ができる、つながるクラ
スを受配校全体にすれば、一斉に伝えたいことを伝えることが
できる、という効率のよさにあるのではないかと思います。
　今後は、計画的にＩＣＴも活用しながら、食に関する指導を進
めていきたいと思います。

久留米市立田主丸小学校
（久留米市田主丸学校給食共同調理場）

栄養教諭 守谷 晴美

つ・な・が・る

栄養士ノート

〈１人分〉 〈4人分〉おすすめメニューメニューおすすめ
●スパゲティ 30g 120g
●豚こま切れ肉 20g 80g
●赤ワイン 1g 小さじ1
●キャベツ 30g 120g
●たまねぎ 40g 小１個
●しめじ 7g 約1/3パック
●にんにく 0.3g 薄切り1枚
●オリーブ油 1g 小さじ1
　　●トマトケチャップ １５g 大さじ３と1/2
　　●トマトピューレ 2g 大さじ1/2
　　●ウスターソース 1g 小さじ2/3
●塩 0.2g 0.8g
●こしょう 0.01g 0.04g

直方市立直方北小学校

講師（栄養）　善明 香菜子
直方焼きスパ
　直方焼きスパは直方市で生まれたご当地グルメです。
作り方には決まりがあります。①パスタ麺を使うこと。
②キャベツ・たまねぎ・豚肉を入れること。③トマトケ
チャップで味付けすること。④麺や具材を焼くこと。こ
の４つです。子どもたちにも人気のメニューです。

米粉パン・牛乳・直方焼きスパ・
ごぼうとナッツのサラダ献立例

① にんにくはみじん切り、キャベツは短冊切り、たまねぎは薄
切りにして、しめじは石づきを落として小房に分けておく。A
の調味料は合わせておく。

② スパゲティは塩（分量外）を入れたたっぷりの湯でゆでておく。
③ 熱した鍋にオリーブ油をひき、にんにくを香りが出るまで炒
めた後、豚肉と赤ワインを加えて炒める。豚肉に火が通った
らたまねぎ、キャベツ、しめじを入れて炒め、しんなりしたら、
麺を加えて全体を混ぜ炒め、焼き色をつける。

④ Aの調味料を加え、全体に調味料がからむようによく炒める。
最後に塩こしょうで味を調える。

エネルギー206kcal　たんぱく質7.7g　脂質4.5g　食塩相当量0.8g　カルシウム27mg　マグネシウム32mg　鉄0.3mg
VA(RAE)9㎍RAE　VB10.28mg　VB20.09mg　VC16mg　食物繊維総量2.4mg　亜鉛1.1mg

栄養価１人分

A
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玄界島の郷土料理
「具そうめん」の魅力を伝えよう

本紙に関する御意見等をお聞かせください。
（給食会ホームページ「お問合わせ」を御利用いただくと便利です。 https://www.fukukyuu.or.jp）

表紙の
写真は…

福岡市立玄界小・中学校（令和３年度公益財団法人福岡県学校給食会食育推進事業の取組紹介）

表紙の写真は、令和３年度公益財団法人福岡県学校給食会食育推進事業において、福岡県学校給食会が助成した事業
のうち、福岡市立玄界小・中学校の取組の様子です。
玄界小・中学校は、福岡市中心部から北西約20km沖に位置し、穏やかな博多湾と波荒い玄界灘の境の玄海国定公園
区域内にある自然豊かな玄界島に設立された学校です。2005年３月の福岡県西方沖地震で被災したため、旧小学校敷
地に校舎を新築し、小中学校併設校として2009年６月に開校しました。全児童生徒数が20名に満たないという小規
模校ならではの利点を生かし、個に応じたきめ細かな指導を行っているそうです。
当校では、総合的な学習の時間において「玄界島の魅力を発信しよう」という学習を行い、児童生徒が島の魅力を調
べ、その魅力を発信する取組を行っているそうです。「食」に関しては、郷土料理の「具そうめん」について調べ、
作り方や材料を家庭や地域の方から聞き取ったり、自分の手で調理をしたりしました。写真は、児童生徒が保護者や
地域の方から丁寧に作り方を教えてもらい、「具そうめん」を調理している様子です。その後は、「具そうめん」の
魅力を児童生徒がそれぞれ壁新聞としてまとめ、校内に掲示しました。魅力の発信は校内だけにとどまらず、ＩＣＴ
を活用して他校に向けても行っているそうです。
調理実習の時には、保護者も参加して各家庭の具そうめんを作りました。互いの具そうめんを味わったことで、児童
生徒だけでなく保護者も玄界島の「食」に関心が高まったとのことで、取組は今年度も継続されるそうです。

給食会情報
（食育支援教材紹介） 新規購入食育支援教材 ①

公益財団法人福岡県学校給食会では、学校における食に関する指導や学校給食関係者の資質向上に
役立つ教材等を整備しています。昨年度に購入した教材を紹介します。（担当係：総務課食育支援係）

◆「赤・黄・緑の３色食品群
　（34種）フードモデル」
普段の食生活で目にする食
材を中心としたフードモデル
のセットです。今まで利用し
ていただいていた「赤・緑・
黄別基本食品フードモデル」
をリニューアルしました。
フードモデルには磁石が付
いていますので黒板に貼るこ
ともできますし、色別に分け
られるバスケットも付属され
ていますので、赤・黄・緑の
３つの食品のグループについ
てわかりやすく指導すること
ができます。

◆赤の食品
さけ（切身）、たこ、豚肉、ハム、卵、
大豆、豆腐、普通牛乳、チーズ、
しらす干し、わかめ

◆黄の食品
おにぎり、パン、うどん、さつまいも、
じゃがいも、砂糖、バター、植物油、
マヨネーズ、フレンチドレッシング

◆緑の食品
にんじん、ほうれんそう、かぼちゃ、
ピーマン、ブロッコリー、トマト、
きゅうり、だいこん、キャベツ、
たまねぎ、しめじ、みかん、りんご
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