
ゴーヤの上手な作り方

日時 ２０１７年４月２５日（火）



ゴーヤについて
正式和名

「ツルレイシ（蔓茘枝）」

馴染みがある

「ゴーヤ」「にがうり（苦瓜）」

と言う名称は愛称です。

地域によって呼び名も様々

⇒ 沖縄本島「ゴーヤー」、宮古島
「ゴーラ」、鹿児島「ニガゴリ」など

ちなみに英語では．．．

「Bitter melon(ビターメロン）」

苦い瓜！！苦いのは世界共通！



ゴーヤについて
【原 産】

詳細は不明ですが、熱帯アジ
ア発祥と言われています。

沖縄では１６世紀には栽培されていました。

今ではメジャーな夏野菜と
なっていますが、１９９３年に
沖縄県産の農産物の出荷が
解禁で全国に普及しました。

NHKの朝ドラマ「ちゅらさん」（２００１年）

で、全国的に認知されたとも言わ
れています。



ゴーヤについて
ゴーヤのイメージ．．．

・ 苦い

・ 健康食材（夏バテ防止）

・ 栽培しやすい（暑さに強い）

・ 緑のカーテン などなど

★ゴーヤは熱帯アジアの植物
なので、真夏の暑さにも強く、
初めての人でも栽培しやす
い！

★病害虫にも強いので、管理
もしやすい！！



緑のカーテンで快適な夏

夏の日差しを遮る

「緑のカーテン」
日本では「すだれ」が昔から親
しまれている中、緑のカーテン
が注目される理由って？

「すだれ」

→乾燥させた植物が材料

「緑のカーテン」

→生きた植物を利用



緑のカーテンで快適な夏

「すだれ」
日光を遮ることはできても、長時間日光に当たってい

ると、すだれ自体が温まり、その熱を部屋の中に伝えて
しまいます。

「緑のカーテン」
生きた植物なので、自分自身が熱くならないように

生きています。根から吸い上げた水を全体に送り、蓄え
ます。その水分を葉の表面から蒸発（蒸散）させています。

葉から蒸発（蒸散）した水分により、周辺の温度も下
げる効果が得られます。



緑のカーテンの効果
「緑のカーテン」を設置した場所とない場所の温度差

出典：倉敷市ホームページ
www.city.kurashiki.okayama.jp

２枚の写真は、サーモカメラという温度を測ることができるカメラで
撮影したものです。「緑のカーテン」を設置した場所とない場所の温度差
がはっきりわかります。



ゴーヤで緑のカーテンを作ろう！

ゴーヤ栽培のポイント

①日当たりの良い場所を選ぶ

②大きめ（深め）のプランターを使う

③水やりはたっぷり

④株の勢いを強めに保つ



ゴーヤで緑のカーテンを作ろう！

準備するもの

・ プランター （できるだけ容量が大きく、深めの物）

・ 用 土 （市販の「花と野菜の土」など）

・ 支 柱 （設置場所やネットのサイズで準備する）

・ ネット （網目の目安は１０ｃｍ程度）
※「緑のカーテン用」や「キュウリネット」など

・ 肥 料



①プランターに用土を入れる

２株植える場合、横幅６０ｃｍ・縦幅３０ｃｍ・深さ３０ｃｍ
以上のプランターを準備しましょう。

・ プランターに用土（花と野菜の土など）を入れます。

・ 苗を植え付ける前に、１度たっぷりと水をやります。

（畑に植える場合） １㎡当たり

・ 堆肥（バーク または 牛糞） ２～３ｋｇ

・ 苦土石灰 １００ｇ ・ 化成肥料（８-８-８） ２００ｇ
※堆肥は完熟のものを選びましょう。（匂いの強いものは避ける）



②苗を植え付ける

適 期 ： ４月下旬～５月下旬

・ 苗と苗の間は、３０～４０ｃｍあけて植えつけます。

・ 植付後はたっぷりと水をやりましょう。

★ポットの根鉢は崩さな
い！
※細い根が切れて傷んでしま
います。

★苗は深く植えつけな
い！

30～40ｃｍ

仮支柱



③支柱・ネットの設置

植付け後、出来るだけ早めに設置しましょう。

（植付け後、２週間以内に準備しましょう。）

・ 定植後、根が活着すると、ゴーヤは急激に生育して
いきます。

・伸びたツルがきちんと誘引できていないと、せっかく
伸びたのに上手に生長できません。

・最終的な大きさに合わせた、支柱とネットの設置を行
いましょう。



③支柱・ネットの設置

① 支柱は、風やゴーヤの
重みに耐えられるように、
できるだけ太い、しっかりし
たものを使いましょう。

② ネットは、壁や窓から
１～２ｍは離して設置する
と、緑のカーテンとしての
効果（涼しい風、日よけ）が
得やすいです。

ネットの張り方



③支柱・ネットの設置

支柱設置例

○ 合掌方（交差させた支柱に横の支柱を渡す方法）

・苗の奥と手前に支柱を挿します。

・支柱の上部を交差させて紐で固定
します。

・支柱を交差させた上に、横にした
支柱を渡し、動かないように固定し
ます。

・ネットを取り付けます。



③支柱・ネットの設置

支柱設置例

○ ２階からネットを垂らして、１階部分を覆う方法

・ ２階のベランダの手すり等に

ネットの上部をしっかりと固定

します。

・ 下の部分は、角材やブロック等

重さのあるものを取り付けて

固定します。

手すりに固定

角材・ブロックなど

風に煽られ
ないように、
しっかりと
固定する。



④誘引（つるをネットに止める）

・ゴーヤのつるが伸びてきたら、
ネットにつるを絡めます。

・つるをネットの網目に交互に
くぐらせて、ネットにつるを沿
わせます。

・つるが折れないように、生長
に合わせて適宜ネットにつるを
絡めてあげましょう。



⑤摘芯（芯止め・ピンチ）

・初めに伸びる「親づる」を切取る作業です。

・ 「摘芯」を行い、親づるの生長を止める事で、脇芽（子
づるや孫づる）が伸びてきます。

・摘芯を行い、子づるや孫づるを伸ばすことによって、

ネットに密に葉が茂った緑のカーテンが出来上がります。

・ゴーヤの実となる雌花は、子づるに多くできる習性が
あります。



⑤摘芯（芯止め・ピンチ）

【摘芯を行う時期】

・実の収穫を優先する場合

→本葉５枚頃

・緑のカーテンの場合（葉を茂らせる）

→本葉７～８枚頃

・ゴーヤは、初めに「双葉（ふたば）」、次
に「初生葉」が出て、その後、「本葉」が
出てきます。

・右の図を参考に、摘芯作業を行いましょ
う。

摘み取る

① ②

④

⑤

③

⑥

子づる



⑤摘芯（芯止め・ピンチ）

【摘芯を行う時期】

・緑のカーテンの場合（葉を茂らせる）

→本葉７～８枚頃

【摘芯の方法】

・つるの先端の部分を摘み取ります。

※摘芯は根が活着してから行います。

（定植の７～１０日後）

※定植と同時に摘芯すると、株がダメージを
受けて、生長が鈍ったり枯れたりする事もある
ので注意しましょう。

摘み取る

① ②

④

⑤

③

⑥

子づる



⑥子づる（わき芽）の誘引

・葉をしっかり茂らせる
ために、草丈が１ｍくら
いになるまでは、実が
ならないように取り除
きましょう。

・伸びた子づる（わき芽）を、ネットに誘引しながら育て
ていきます。（図 参照）

・ 徐々に、孫づる（子づるのわき芽）が伸びて、ネットの
隙間を埋めていきます。



⑦水やり・乾燥防止
【生育の初期】

・ 晴天の日は１日に１回、朝にたっぷりあげて下さい。

【真夏（ ７月下旬以降、高温時）】

・ 朝晩２回、涼しい時にたっぷりと水をあげましょう。

・ 株元に敷き藁などをして、乾燥・地温上昇を防止し
ましょう。

※容量の小さいプランターの場合は、すぐに乾燥してしまうの
で、晴天時は更にこまめな潅水が必要です。

・ プランター栽培の場合は、底から水が出てくるまで、
充分にあげて下さい。



⑧追 肥

・ 植付けから１ヶ月～１ヶ月半経った頃から追
肥を開始します。

・ 化成肥料（８-８-８）を、１株に１５ｇを追肥
します。

※有機肥料（油粕など）の場合は、倍量施しましょう。

・ 以降、２週間に１回、同量の追肥を行います。

・ 肥料をプランターの端にまき、指で土とかる
く混ぜ合わせます。



ゴーヤの花

・ゴーヤには黄色い花が咲きま
すが、雄花と雌花があります。

・「雌花」には花の下に、小さな
ゴーヤの赤ちゃんが着いていま
す。

・ゴーヤの雌花は、雄花の10％
程度しか咲きません。

・雌花は夏至を過ぎた７月上旬
頃から咲き始めます。

雄 花

雌 花



ゴーヤのお料理

ゴーヤ ２本

塩 小さじ２

生姜（千切り） ２～３ｃｍ

ツナ缶（油は切る） １缶

かつお節 １袋

白ごま お好みで

★しょうゆ 大さじ３

★酒 大さじ４

★みりん 大さじ４

★砂糖 大さじ４

★はちみつ 大さじ２

★だしの素 小さじ１

①ゴーヤを縦半分に切って、種とワタ
を取り除き、幅３～５ｍｍに切る。
（薄く切ると苦みが減ります）

②塩を入れて１分くらい茹で、ザルに
上げて水気をしっかり切る。

③★をフライパンで軽く煮詰める。

④ゴーヤと生姜を入れて煮絡める。

⑤汁気が半分くらいになったら弱火に
して、ツナ缶、かつお節、白ごまを
入れて混ぜ合わせる。

○ ゴーヤとツナの佃煮


