
Q
貰ったトマトの苗を植えても花は咲いても果
実がならない A

理由が何点か考えられます。
①風、虫などによる受粉ができていない
⇒花が咲いたら、指で弾いてみましょう
②実を付ける体力がない
⇒肥料などを樹を健全な状態にしましょう
③樹が大きくなろうとし過ぎている(栄養生長
になっている)
⇒肥料を減らしたり、葉を減らして、樹にス
トレスを与えましょう

Q

トマトの栽培の時に花が何房か咲いたら上を
切るとネットで見たのですが、切る必要はあ

 るのでしょうか？
今年家庭菜園2年目で、連作を避けるっと言
われる野菜は土を新しく追加すれば同じ場所
でもできますか？

A

（品種にもよりますが）カゴメのミニトマト
は12個/房、中玉、大玉は４∼6個/房が理想で
すが、ミニトマトはある程度多くても問題あ
りません。長期間育てる場合、実を付けすぎ
ると、後半バテてしまうため、多過ぎず少な
過ぎずが管理のコツです。
堆肥、石灰、肥料をしっかり入れれば連作障
害もある程度は回避できますが、同じものを
作り過ぎると肥料バランスだけでなく、病原
菌、虫も増えてくるため、畑を4分割にして
ナス科(トマト、ジャガイモ、ナス)、豆科(枝
豆)、アブラナ科(キャベツ、大根、ブロッコ
リー)、その他で回すと良いです。

Q

芽びきしているのに、トマトの実が均一に大
 きくならないのは何故か。

実がついてから、赤くなるのに時間がかかる
のは、何故か？

A

水、肥料、葉の状態でも実に届く水分が変わ
るため、実が揃わない事があります。
トマトは温度の積み上げで赤くなります。
（ミニトマト８００℃、中玉で１０００℃、
大玉で１２００℃程度）天候不順や秋口にな
ると実は赤くになりにくくなります。

Q

トマトはどのような形状例えば立てて育て
る、土にはわせるなど、その他の野菜の育て
方

A

芯止まりの品種は、地に這わしたり、支柱無
しでも育てる事ができますが、地面に這わす
場合、病気リスクが高まるため、マルチや敷
き藁が必要です。
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Q

 ベランダで野菜を育てたいのですが、
 ・育てやすい野菜

・必ず守るポイント等（土の量や水の量等）
 があれば教えて下さい。

 
今までも育てたことはあるのですが、出来上
がりが小さかったり、途中で枯れたりと満足
には程遠い出来でした。

A

ベランダは日光が不足するため、葉物野菜が
おすすめです。
・守るポイント
①エアコンの室外機の前には置かない
乾燥しますし、風で葉が傷んでしまいます。
②直置きではなく、台などに載せる
ご意見を見る限り、愛情たっぷりのようで
す。もしかしたら、水を上げ過ぎで根腐れな
ど起きているかもしれません。

Q
オススメの肥料などはありますか？水以外に
あげると良いものはありますか？ A

プランターの場合は、液体肥料を毎週あげる
と良いです。地植えの場合は、葉面散布剤(メ
リット青)など私は使います。

トマトの尻腐れ防止スプレーは、あまりおす
すめしません。原因はCa不足です。根から
しっかりと水と一緒にCaを吸わせるのが一番
です。

Q
同じ種類のトマト(特にアイコ)でも美味しい
のと美味しくないのがあるのは何故ですか？ A

トマトは育て方で味が変わります。水を上げ
過ぎると、味がみずっぽくなります。水を少
なくすると、甘くなりますが、皮が固くなり
ます。
寒暖差があると、果菜類は美味しくなりま
す。

Q 甘いトマトをつくりたいです！ A

トマトは、水を少なくすると甘くなります。
しかし、皮が固くなります。
プランター栽培の場合は、水はけの良い土で
毎朝たっぷりお水をあげるのがコツです。

Q

毎年家族で「ミニトマト」のプランター栽培
 にトライしています！

「尻腐れ病」になったり、もしくは余り沢山
 収穫できません…(涙)

プランター栽培のコツなどはあるでしょう
 か？

 
集合住宅なので、プランター栽培しか出来な
い環境です。ちなみに、1階部分での栽培
で、日当たりは良いです。  

A

尻腐れは、病気ではなく、水不足による生理
障害です。
プランダー栽培との事ですが、毎朝お水を上
げていますか？毎朝たっぷりお水をあげま
しょう。
日当たりの良い事はいい事です。しかし、日
照りで鉢が熱くなり、水が蒸発しているのか
もしれません。ヤシガラチップなどを敷き、
土の表面からの蒸発も防いでみましょう。



Q

なぜ７本目の葉？茎が出てきたら頭をちょん
切るのですか？ちょん切ることによって身が
つきやすくなるのか疑問です

A

芯止めの事でしょうか？
トマトは、温度で赤くなります。9月以降の
花は、実が赤くなる前に冬が来てしまう為、
食べる事ができません。よって、芯止めを行
い、今付いている実を充実されるのです。

Q お水のやり方がよくわかりません A
プランター栽培の場合、水はけの良い土で、
毎朝たっぷりお水をあげると良いです。

Q トマトの育て方をお願い致します。 A
日当たり、プランターの場合は毎朝水やり、
定期的に肥料がコツです。

Q
枝が茂り葉の始末、花芽のことおたずねした
いとおもいます A

下の葉は実が少しでも赤くなったら、全て除
去してください。付けっぱなしにしている
と、根から吸った水分を蒸散で逃がしてしま
い、実に水分が届きにくくなります。そし
て、繁茂すると風通しが悪くなり、病気の原
因となります。

Q

アブラムシの除去方法。牛乳や酢を薄めたも
のをスプレーしただけでは無理でした。ま
た、沢山実らせる方法を教えてください。

A

牛乳の油分でアブラムシは呼吸できなくな
り、窒息死します。薄めずに撒きましょう。
沢山実らせる方法は、肥料バランスよくあ
げ、長く育てる事です。



Q

 本日は宜しくお願いいたします。
 色々勉強したいと思っています。

 
トマトのベランダ栽培を始めて３年目です。

 毎年あまり収穫できずに残念です。
風が当たりすぎず、日中はほどほどに日の当

 たる場所で育てています。
そこで三点ほど片岡さんからご教授頂きたく

 宜しくお願いします。
 ①追肥のタイミングとやり方

②カゴメさんの袋のまま育てられるトマトの
 土に三角形のトマトの支柱をたてています。

真っ直ぐ育てているのですが、支柱に巻き付
けるように育ててあげたほうがよいのでしょ

 うか。
③昨年は苗を伸ばしすぎたせいか、葉っぱだ
けすくすく成長してトマトがあまり実りませ

 んでした。
ある程度成長したら切ったりして、止めたほ

 うがよいのでしょうか。

A

ありがとうございます。沢山トマト成らせた
いですよね。ご質問の件、回答します。
①追肥のタイミングとやり方
プランターの場合は、水で薄めるタイプの液
体肥料を毎週、水を上げるタイミングで与え
ると良いと思います。
②誘引方法
3本の支柱に回すように誘引してください。
朝は折れやすいため、昼など日中の作業をお
すすめします。
③葉っぱについて
葉と葉の間が広く、細い場合は、光が弱い状
態です。日当たりの良い場所へ移動しましょ
う。茎が太く、葉も大きく繁茂している場合
は、栄養生長に偏っています。その場合は、
葉を少し切って光合成を抑制した方が実がよ
く付きます。

Q

凛々子を育てたことがあるが3個ぐらいであ
まり実がならなかった。上手く実を付けさせ
る育て方を伺いたい。

A

水不足や老化により、樹が大きくなる前に実
がついたのだと思います。
プランターの場合は、しっかり水やりし、毎
週、液体肥料をあげましょう。地植えの場合
は、高畝にしてマルチを張り、3週間に1回固
形の肥料をあげましょう。

Q

ベランダ栽培をしていますが、野菜等の栽培
 には日差しが少ないようです。

果物農園では、木の下に銀マットを敷いて果
実の色付けをすると聞きましたが、このよう
な方法で日差し不足をカバーすることができ
ますか？

A

桃などを栽培する場合、色を綺麗につけるた
め、銀色のマットを敷く事があります。日光
が少ない場合は、補助光で補うのをおすすめ
します。Amazonなどで売っています。



Q

ベランダで、プチトマトをタネから育てる場
合は、どんなことに気をつければ、うまく育

 てられますか？ A

トマトは、種から育てる事も比較的簡単にで
きます。
ゼリー部が付いていると発芽しにくいため、
しっかりと種を洗いましょう。
その後、保水された土に１ｃｍ位の深さで植
え、濡れた新聞紙をかけます。
20∼30℃くらいの環境であれば、数日で芽が
出てきます。
温度が高くなり過ぎると、休眠してしまうた
め、ご注意ください。

Q

去年 トマト栽培したのですが トマトがな
 らなかったんです なんでですか？

って聞いてみたいです
A

花は咲きましたか？花が咲いて実が付かない
場合は、風がなく受粉出来なかった、樹が実
を付ける体力がなかった、樹が大きくなり過
ぎ、実を付けようとしなかった事などが原因
かと思います。

Q

昨年、プランターでミニトマトを育ててみま
したが、葉っぱは大きく、背丈も伸びたので
すが、花が咲いては、ぽろぽろと落ちてしま
い、一つもトマトがなりませんでした。どう
してでしょうか？

A

背丈が延びたとの事ですが、茎は太かったで
すか？生長点から15cmくらい下が1cmくら
いの太さが理想です。かなり細かった場合
は、日光が不足し、葉を大きくしたのだと思
います。結果、実を付ける体力がなく、花落
ちが発生したのかもしれません。

Q

トマトの脇芽を取った後、挿し木にしたいの
ですが、コツがあれば教えてください。一度
水に漬けた方がいいのでしょうか？

A

切断面を鋭利にし、育苗用の培養土に挿すの
がおすすめです。比較的、簡単に根付くと思
います。

Q

トマトを今、寄せ植えで育てていますが背丈
のびてきたらトマト単体で移しかえた方がよ
いのでしょうか？

A
トマトの根は深く、広く張るため、移植はお
すすめしません。

Q

野菜を有機栽培で育てたいが、どんな肥料を
使ったら良いですか？色んな野菜に広く使え
る肥料を教えていただけると助かります。

A

土作りが重要です。完熟した牛糞堆肥をしっ
かり入れましょう。肥料を保つ力(保肥力)が
増します。

Q

去年ベランダだプチトマトを栽培しました
が、大きくなったものの実はたくさんなら
ず、買った方が良かったのか？と思って今年

 はどうしようか迷っています。
あのトマトの葉っぱとビジュアルには癒され
ますが食べるを目的にすると、どうしようか
悩みます。いっぱい実をならせる方法はあり
ますか？

A

沢山成らしたいですよね。トマトのコツは、
3つです。
①日当たりの良い場所②しっかり水やり③定
期的に肥料を与える
特に水やりをしないと大きくなりませんの
で、ご注意を。

Q
水をやるタイミングがよくわかりません。教
えてください。 A

プランター栽培の場合、水はけの良い土で、
毎朝たっぷりお水をあげると良いです。



Q

全くの野菜栽培初心者です。プランターで育
てる時のコツなど教えて欲しいです。一昨
年、ミニトマトの栽培に挑戦しましたが、日
当たりの問題なのか、初めからベランダで育
てたのが問題なのか、あまり大きく育ちませ
んでした。

A

トマトは日当たりの良い場所を好みます。そ
の他、大きくならない原因として水不足で
す。プランターの場合は、花が咲いたら毎日
お水が必要です。

Q

ベランダのプランターでという条件でミニト
マトを育てる場合、適した肥料とその頻度を
知りたいです。

A
水で薄めるタイプの液体肥料を毎週与えてく
ださい。

Q

マンションのベランダで、南向きなのですが
ベランダ周りのコンクリートの壁や庇に遮ら
れて、日に当たる時間が足りないようで灰色
かび病やうどん粉病などにやられてしまいま
す。病気を防ぐ何か良い方法はありますか。

A

灰色カビ、ウドンコ病共に、風通しが悪く、
湿度高いと発生します。台の上に置いて、風
通しの良い場所へ移動してみてください。

Q

ベランダにプランターを設置して野菜を作っ
ています。地植えとの育て方で気をつけた方
がよいこと教えて下さい。またこまめに水や
りをした方が良い野菜とあまり水やりをしな
い方がよい野菜と教えてください

A

プランター栽培は、水と肥料の管理が重要で
す。細目にお水を上げ、液体肥料で肥切れが
起きないようにしましょう。
その他、風通しが悪く、ウドンコ病なども出
やすいです。葉を減らしたりして、風通しを
良くしましょう。

Q
凛々子を育てています。実が雨に当たる環境
でも大丈夫ですか？ A

雨が当たっても問題ありませんが、トマトは
雨の後、実が割れやすくなります。

Q

 野菜栽培、初心者です。
 最近、肥料が手に入りにくいとききます。

もし、手に入らない場合、代替え案はあるの
でしょうか？

A

リンは、将来枯渇するかもしれませんね。持
続可能な農業という考えで、有機農法が見直
されているのだと思います。ただし、極端に
有機栽培を推奨した場合、食糧難が起きるた
め、バランスよく、徐々に見直していくのが
良いと私は考えています。

Q

収穫の序盤は美味しく食べられるのですが、
後半になると穴が開いて虫にが住んでいるよ

 うなのでどうしたら防げますか？
2本仕立てにするのですが、竿より出てし
まった場合も２本のまま伸ばして収穫しよう
とするとおいしくできなくなるのですが、後
半は枝をどうやって保った方が良いのです
か？

A

オオタバコガによる食害だと思います。シー
ズンに３∼４回世代交代するため、早めに見
つけ捕殺しましょう。
2本仕立て育てる事は良いと思います。2本仕
立てが味が低下している原因とは考えにくい
です。トマトは、雨が多いと味は低下しま
す。

Q

 雑草はやはり無い方が良いですか？
芽かきが良くわからず、ボウボウになってし
まいます。

A

雑草は、ない方が良いです。病原菌の温床に
もなります。
トマトは、茎から葉が９０度ずつ葉っぱが付
きます。その付け根に生えるのが脇芽です。



Q

プランターでの栽培を何度かチャレンジしま
した。水やりや芽かきがうまくなかったの
か、思ったより甘くないトマトになりまし
た。素人にもわかりやすいポイントがあれば
教えてください。

A

プランター栽培は、地植えと比較し、水不足
がおきるため、甘くなりやすいです。水はけ
の良い土でチャレンジしてみましょう。

Q

ミニトマトの苗毎年植えるのですが、ほとん
 ど収穫がないまま終わってしまいます。

これだけは絶対に守らなければならないと
か、絶対に実行しなければならないようなこ
とはあるでしょうか。

A

プランター栽培は、日当たりの良いところ
で、毎朝たっぷり水をやり、定期的に肥料を
あげましょう。

Q ベランダ栽培のコツを教えてください。 A

プランター栽培は、水と肥料の管理が重要で
す。細目にお水を上げ、液体肥料で肥切れが
起きないようにしましょう。
その他、風通しが悪く、ウドンコ病なども出
やすいです。葉を減らしたりして、風通しを
良くしましょう。

Q

葉っぱやできた野菜が虫に食べられてしまう
事があるのですが、農薬は使わずに防げる方

 法があれば知りたいです。
トマトの近くにバジルを植えるとトマトが甘
くなると聞いたのですが効果はありますか。

A

防虫ネットを張るのが一番かと思います。
トマトの側にバジルなどのハーブを植える事
をコンパニオンプランツといいます。虫の忌
避効果が期待できますが、劇的に変わるわけ
ではありません。
甘いトマトを栽培する方法として、水を少な
めにし、ストレスを与える方法があります。
しかし、加減が難しく、水切れしていまうと
樹が大きくならず、収量が少なくなってしま
います。

Q やはり植える時の土は大事ですか？ A
とても大事です。水はけの良い土がおすすめ
です。

Q 手間をかけない方法 A

凛々子を地植えするのがおすすめです。高畝
にし、マルチをはれば、誘引、芽かき、葉か
きが不要です。



Q

農家さんのような、甘いトマトを栽培するポ
 イントは？

葉っぱに白い斑点ができてしまった時の対処
 法は？

土の中に白くて細く、長さ2センチくらいの
ムカデのような虫がいる場合は植え替えたり

 した方が良いですか？
アブラムシが大量発生したらどうしたら良い
ですか？

A

●甘いトマト
・水を控えめにすると甘くなりますが、度を
過ぎると樹が大きくならず、長く楽しめませ
ん。このギリギリを攻めるのが農家さんのコ
ツです。
●白い斑点
ウドンコ病です。風通しの良い場所にいどう
しましょう。農薬散布が効果的ですが、軽微
なものは薄めたお酢など拭いてあげましょ
う。酷いものは、撤去してください。
●ムシ
コガネムシの幼虫でしょうか？ヤスデでしょ
うか？写真がないため、解りません。申し訳
ございません。
●アブラムシ
大量に発生した場合は、農薬が効果的です。
少ない時は、両面テープでとったり、牛乳を
散布してもやっつける事ができます。

Q マンションでの栽培方法を教えてください A

果菜類の場合：光を確保できるかがポイント
です。補助光など設置しても良いかもしれま
せん。
葉物野菜：ベランダなどでも育てる事ができ
ます。水のあげ過ぎに注意。

Q トマト栽培は初心者でも簡単ですか？ A

初心者向きです。ポイントは、光、水、肥料
です。ミニトマト、中玉、大玉と難易度が上
がっていきます。

Q

トマトを無農薬で育てたいが、毎年青虫が付
いてしまう。見つけたら退治するが、何か良

 い方法があれば教えてください。
 
赤くなるのを待っているうちに、雨が降った
りして気づくとヘタの近くが身割れしていた
りする。家庭菜園なのでハウスではない。良
い対策があれば教えてください。

A

アオムシは、オオタバコガだと思います。
シーズン中３から4回世代交代しますので、
最初に見つけるのがポイントです。黄色の花
目掛けて卵を産みますので、新芽あたりの葉
に食害をみつけたら、側にいますので捕殺し
ましょう。

トマトは雨で割れてしまいます。理由は２
つ。空から降ってくる雨と地面の水分が急激
に変わり、水を吸い上げ過ぎて割れてしまう
事です。敷き藁などすると地面の水分変化が
軽減できますので、おすすめです。
カゴメの「ぷるるん」は、皮が薄く割れにく
いので、来年育ててみてください。



Q

毎年、ミニトマトを育てています。一気にた
 くさん実って、収穫量が一気に減ります。長

く収穫出来るように育てる方法は、有ります
か。

A
一気に実がなった為、後半に樹がばてたのだ
と思います。肥料をしっかりあげましょう。

Q

トマトは乾燥して育てる方が甘くなると聞き
ましたが、どれくらいの乾燥なのかが分かり
ません。１週間くらい水をあげなくても良い
のでしょうか。

A

水を少なくすると甘くなります。ただ、極度
にあげないと樹が大きくなるのを止めてしま
い、収量が減るため、おすすめできません。
長く楽しみたい方は、プランターの場合は毎
朝水をあげましょう。

Q

ミニトマトの芽の間引きをしたほうがいいの
でしょうか？どれくらいしたほうがいいのか

 加減が知りたいです。
 
ベランダで栽培してるのですが、暑すぎてし
おれてる気がするのですが、涼しくしたほう
がいいのでしょうか？

A

プランターでのミニトマト栽培は、1本仕立
てがおすすめです。脇芽は必ずとりましょ
う。
萎れは水不足だと思います。水をたっぷりあ
げましょう。

Q

・トマトの葉が下向きになっていて、元気が
なさそうですが、これはどういう状態でしょ

 うか？？
・去年、畑のトマトがなかなか熟さず、緑の
まま秋を迎え枯れました。抜いてみたら、根
につぶつぶみたいなのがたくさんついていた
のですが、ネコブセンチュウの被害によるも
のでしょうか？？どんな対策をしたら良いで

 すか？
・畑でミニトマトを植える際、どんな仕立て
方をしたらたくさん収穫できますか？？おす
すめがあったら知りたいです。

A

・写真がないため判断できませんが、ネコブ
センチュウかもしれません。
・連作していますか？畑の場所を変える、接
ぎ木苗出育てる、土壌消毒を行うなどがあり
ます。
・私は、斜めに誘引するのがおすすめです。
支柱の高さに関係なく、育てる事ができま
す。

Q

ハーブ、主にバジル、ローズマリー、ディル
を栽培したいと思っております。日当たりの
良い部屋なので家の中で育てたいのですが、
コツや注意することがありましたら教えてい
ただきたいです。

A
ハーブは育てやすいと思います。水のやり過
ぎ、アブラムシにご注意ください。

Q プランターで実の付き方があまり良くない A
写真がないため、判断できませんが、光は足
りていますか？

Q
美味しいトマトを、早く たくさん収穫する 
コツをお聞きしたいです。 A

早生の品種を選ぶと早く収穫できます。
日当たりの良い場所で、しっかり肥料上げて
育てましょう。



Q

 甘いトマトになるように、育て方のコツ。
アブラムシがついたときの、簡単対策。でき
たら、無農薬で。

A

水を少なくすると甘くなりますが、皮が固く
なります。プランターの場合は、水はけの良
い土で毎朝たっぷり水をあげましょう。
アブラムシは農薬で駆除できますが、使用し
たくない場合は、牛乳を霧吹きでかけても窒
息死してやっつける事ができます。

Q

収穫が終わった野菜 雑草などを 土の中に
 埋めて良いのてしょうか？

家庭菜園三年目です 有機栽培 無農薬で育
てています。

A

病気が発生していない事、連作しないのであ
れば、漉き込んでも良いです。
雑草は、苦土石灰など混ぜて堆肥化しましょ
う。

Q

日陰と日向どちらに置いた方がいいですか？
日陰に今は置いています。昼間、少し日があ
たります？日陰にならないところに置くのと
どちらがいいですか？

A

日向においてください。ただ、トマトの実は
キツイ日差しに当たると日焼け果になってし
まいます。

Q
プチトマトを鉢植えで栽培するときの水やり
の頻度。芽かきをするときの目安。 A

花が咲いたら、毎朝たっぷり水をあげてくだ
さい。芽かきは、１∼２ｃｍの長さで行いま
しょう。大きくなり過ぎると傷口(断面)も大
きくなり、病気が入るリスクが高まります。

Q

 初めてプランター栽培をしています。
 トマトに適している場所を教えてください。

家の場所的にベランダ（屋根があり日陰が多
く午後の数時間だけ日が当たる）や屋上
（ずっとひなたで炎天下になりそう）どちら

 が適していますか？

A

どちらか選ぶとすれば、屋上で暑さ対策をす
るのがベストです。
・毎朝たっぷり水やり、土の上にヤシガラな
ど敷いて地面からの水分蒸発を防ぐ
・鉢を直に置かない(コンクリの暑さが直接伝
わらない様に工夫をしてください)
・よしずやグリーンカーテンなどで西日を少
し遮る

Q

プランターで育てていますが、水やりのポイ
 ントや肥料のやり方等教えてください。よろ

しくお願いします。
A

花が咲いたら、毎朝たっぷり水をあげてくだ
さい。
毎週、水遣りの時に希釈するタイプの液体肥
料をあげてください。

Q

マンションのベランダでミニトマトを育てて
います。日のあたる場所が時間によって変わ
るのですが、特にどの時間帯に日が当たるの

 が大事でしょうか？
それと水やりのタイミングを教えてほしいで
す。時間帯や回数など。

A

朝から昼過ぎまで当たるのが理想です。
水は毎朝たっぷりです。日差しが強すぎる場
合は、昼にもう1度上げても構いません。地
面からの蒸発を防ぐために、ヤシガラなどを
敷くのもおすすめです。



Q

毎年ミニトマトを植えて食べていますが、だ
んだんつるが管理できないほど伸びて絡んで

 大変なことになってしまいます。
もっとコンパクトに栽培できないものでしょ
うか？

A

短い品種、芯止まり品種を選ぶか、行灯仕立
てといって、朝顔の様に回していくのもおす
すめです。

Q

今年、初めてミニトマト2本、ナス、ピーマ
 ンを栽培している、初心者です！！

ミニトマトは袋栽培で、順調に成長してい
て、実も出来てきました。しかし、追肥のタ
イミング、水やりのタイミングがイマイチよ

 く分からずに、不安です。
また、1本は真っ直ぐ成長していて、どのよ
うに誘導していったらいいのかな、と思って

 います。教えていただけたら嬉しいです！
2歳の息子と、毎日野菜の成長、様子を観察
するのがとても楽しいです！ぜひ、アドバイ
スよろしくお願いします！

A

袋栽培で順調に育っていると、嬉しいです
ね。
トマトは栄養が切れると生長点が爪楊枝の様
に一気に細くなります。生長点から１５ｃｍ
位したが1㎝位の太さが適正です。
液体肥料だと毎週、固形の肥料が３∼４週間
毎にあげてください。
水遣りは毎朝たっぷりあげましょう。
朝顔の様に支柱を4本以上立てて、ぐるっと
回していくのが良いです。

Q

 ミニトマトも脇芽を摘んだ方が良いのか？
 
今栽培しているミニトマトの葉が大きくなっ
てしまって大丈夫なのか心配。花は咲いてま
す。

A

脇芽はつみましょう。脇芽を摘まないと、根
から吸った水分が実に届きにくくなります。
そして、蒸れて病気も発生しやすくなりま
す。
葉が大きいのが日照不足で、日光を浴びよう
と大きくなっているのか、肥料が効き過ぎて
大きくなっているのか判断できませんが、
ヒョロヒョロしている場合は、日光が当たる
場所へ移動しましょう。葉が外側に撒いてい
る場合は、肥料が強過ぎるのだと思います。
追肥を控えましょう。

Q

 庭で4本栽培をしています。
 2本は中玉、日本はミニトマトです。

皮が固くなってしまうので、やわらかくする
にはどうしたらよいでしょうか？

A
皮が固くなるのは水不足です。敷き藁などを
行い、地面を保水しましょう。

Q
日当たりが良くない場所でも栽培できるトマ
トの品種があったら教えてほしいです。 A

トマトが日光を好む野菜ですので、難しいで
す。補助光などで補ってはいかがでしょう
か？

Q
枝が伸びてきたら、下のほうの葉っぱ、取っ
たほうがいいんですか？ A

トマトは下の葉っぱは、実が赤くなったら不
要です。取りましょう。

Q

水が少なめがいいと聞いたり、毎日やったほ
うがいいと聞いたりどちらがいいのでしょう
か？

A

プランター栽培の場合は、毎朝たっぷりあげ
ましょう。あんなにジューシーなトマトで
す。水は必要です。



Q 虫がついてしまった時の対処法。 A
アブラムシは、両面テープで除去したり、牛
乳を霧吹きで吹きかけてやっつけましょう。

Q
より美味しいトマトがたくさんできる秘訣を
教えてほしい A

難しく聞こえるかもしれませんが、栄養生長
(樹が大きくなる生長)と生殖生長(実をつける
成長)のバランスを保つ事です。水、肥料をバ
ランスよく上げる事がコツです。

Q

 今ミニトマトを育てています。
沢山実がなるコツがありましたら教えていた
だきたいです。

A

1房での推奨されている数を守り、長く育て
る事がコツです。極端に成らせると、着果負
担で後半樹がバテてしまいます。

Q トマトの理想的な誘引手順を知りたいです A

プランターだと行灯仕立て、地植えだと斜め
に誘引していくのがおすすめです。
支柱の高さに影響されず、長く育てる事がで
きます。

Q プランターでトマトを上手に育てるコツは？ A
プランター栽培の一番の失敗例は『水不足』
です。毎朝たっぷり水をあげましょう。

Q

ミニトマトを初めて育ててみたいと思ってま
 す。

全くの初心者なので、土や肥料など何もわか
りません。初めての栽培の段取り順番など教

 えてもらえると有り難いです。
あまりに初心者の質問で申し訳ありません

A

地植えかプランター栽培か不明ですが、土は
ホームセンターの培養土を使うのが手軽で
す。植えた後は、誘引、芽かき、葉かきを主
な管理です。
水遣りは、プランターの場合は、毎朝たっぷ
り、地植えはマルチや敷き藁をすると基本不
要です。肥料は、液体肥料が即効性で使いや
すいです。

Q
トマトに雨があたると皮がはじけるので、そ
れを防ぐ方法は？ A

３つあります。
①屋根を付ける
(雨が直接当たって割れるのを防ぐ)
②敷き藁をする
(土壌の急激な水分変化を減らす)
③薄皮トマトを選ぶ
(皮が伸びるので、割れにくいです)

Q

野菜の栽培をしてみたいが、アパート住まい
で、ベランダに虫が来るのが嫌で踏み切れな
い。何かいい方法はありますか？

A

虫が来にくい野菜(ハーブ系)を栽培してはど
うでしょうか？葉野菜であれば、アブラナ科
よりキク科のレタスなど。。。

Q
ダンゴ虫がいるとトマトや野菜栽培に悪影響
がありますか？ A

ダンゴムシは雑食性で枯葉などを主に食べま
すが、餌がなくなると野菜を食べる事もあり
ます。腐葉土などにいる場合は、問題ないと
思います。

Q
マンションのベランダで、プランター栽培す
るコツを教えてください A

風通しが良く、日当たりの良い場所で育てま
しょう。室外機の側は避けましょう。



Q
連作障害になる野菜やコンパニオンプランツ
について教えてください。 A

連作障害になる野菜：エンドウマメやアブラ
ナ科の野菜は、連作するとネコブ病が出やす
くなります。
コンパニオンプランツ：チャイブ、バジルな
どハーブがおすすめですが、飛躍的に効果を
感じにくいです。

Q

トマト栽培は水を控えるといいと聞いて水を
控えて育てましたが、皮が固かったり、甘く

 なかったりしました。
どうしたら美味しいトマトができますか？

A

トマトは水を嫌うのは事実ですが、水を少な
くすると実を守ろうと、皮が固くなります。
プランター栽培の場合、水はけの良い土で、
毎朝たっぷりお水をあげると良いです。

Q

マンションベランダでの上手なトマトの育て
 方

ベランダ菜園だとミニトマトの皮が硬くなる
のはなぜ？

A

プランター栽培の一番の失敗例は、水不足で
す。水が少ないと実を守ろうと皮が固くなり
ます。
①日当たりの良い場所②毎朝水やり③定期的
に肥料をあげる、この３つがコツです。

Q

簡単栽培キットなどで、ミニトマトに何回き
挑戦しましたが、小さな黒い虫がついてしま

 います。
食べるので殺虫剤は使いたくないのですが、
何かよい対策があれば教えていただきたいで
す。

A

小さい虫は、アブラムシかキノコバエかもし
れません。牛乳を吹きかけると、窒息死して
やっつける事ができます。ただ、牛乳臭くな
るのも良くないため、その後は、水で流しま
しょう。

Q

トマトの苗を買った状態のまま植えて、その
まま成長しています。どこで、芽を摘んでよ
いのかがわからず、どんどん成長していま
す。

A

トマトの葉の付け根から出る芽を除去しま
しょう。放任状態だと実が小さくなったり、
蒸れて病気が発生しやすくなります。

Q

・父が畑をやっていて毎年大量に栽培し、自
宅で無人販売しています。時々トマトのお尻
の方が黒くなってしまうものがあるのは何が

 原因かわかりますか？
 ・ズッキーニを上手に育てるコツ。

・今年スナックいんげんは良くできました
が、絹さやはサヤが小さく、ツルも混雑して
しまいとても収穫しづらかったのですが、サ
ヤを大きく成長させるためには来年どうした
ら良いですか？混雑しないようひと穴に2個
くらいが良いでしょうか？あと肥料の割り合
いのコツもありますか？

A

●トマトについて
中玉トマトで起きていませんか？尻腐れでCa
不足による生理障害です。Caは水がないと吸
えないため、水不足や旱魃が原因です。
●マメ科について
マメ科は根粒菌で空気中の窒素を土に貯め込
みます。よって、あまり肥料を多く必要とし
ません。混雑している、鞘が大きくならない
事から、栄養過多ではないでしょうか？



Q

 ベランダ栽培の際に注意する事項。
野菜の種まき時期は記載のようにしなければ
いけませんか？

A

ベランダ栽培は、光量が足りない事が多いで
す。光量が足りない場合は、葉野菜がおすす
めです。
種まき時期は守りましょう。大きくなる前に
トウ立ち(花が咲く)する事があります。

Q
無農薬で虫がつかなくするコツを教えて下さ
い A

防虫ネットなどをすると虫はある程度減らす
事ができます。

Q

プチトマトの育て方で、ある程度伸びたら摘
芯する。と、書いてある事がありますが、収
穫する量が少なくなりそうで実施していませ
ん。摘心した方が良いのでしょうか？

A

放置したままですと、赤くならないトマトが
出てきます。そのため、秋口に摘芯する事
で、無駄なく付いている実を赤く充実させる
事ができます。

Q

寒くなってからも（晩秋）そのままにしてお
いても赤いトマトになるんでしょうか。昨年
はずっと緑だったので処分してしまいました

A

トマトは、温度の積み上げで赤くなります。
寒くなると赤くならず、霜でやられてしまい
ます。処分して問題ありません。

Q
いつ頃始めたら良いか。最初に何を用意すれ
ば良いか。 A

霜の心配がなくなってから、トマトを植えま
しょう。

Q 葉の裁定について。 A
実が少しでも赤くなったら、そこから下の葉
は取っていって構いません。

Q
実があまりならない。肥料の量や種類を教え
てほしい。 A

実が付かない理由は複数考えられます。光が
足りず樹が出来ていない、水が少ない、風が
なく受粉出来ていないなど。。。
肥料は、液体肥料と固形の肥料があります。
液体肥料は、即効性があるが長続きしませ
ん。固形の肥料は、ゆっくり長く効きます。

Q

 片岡さん
こんにちは。子供がとまと嫌いで困ってま

 す。
自分で育てたらたべてくれるかな？と思って

 家庭菜園を始めてミニトマトを育ててます！
育ちすぎてこれまたどうしたらいいかわから
ないです…

A

とても良い取り組みだと思います。きっと食
べてくれると思います。水やり当番を選任す
るとより愛着が湧くと思いますよ。
トマトが嫌いな理由を聞いてみましょう。皮
が嫌いなら、薄皮トマト「ぷるるん」がおす
すめです。
育ちすぎている事は良い事だと思います。追
肥を控えて様子を見ましょう。

Q 初めての人におすすめの野菜 A

トマトはおすすめです。その他、栽培期間の
短く、抜く楽しみがあるカブなども良いで
す。

Q

トマトは小学生の時に栽培した記憶がありま
すが、野菜の中でも比較的簡単な方なので
しょうか？

A

トマトは初心者向けで、育て方によって沢山
採れるため、おすすめです。ミニ、中玉、大
玉と難易度が上がっていきます。



Q

ミニトマトをプランターで育てています。肥
料(追肥)のタイミングや、たわわに実を実ら
せるコツ、上手に育てるアドバイスをお願い
します。

A

薄めるタイプの液体肥料を毎週あげましょ
う。肥切れが起きると、生長点が爪楊枝の様
に細くなります。そうなる前に、肥料をあげ
て樹の状態を維持すると実がしっかりつきま
す。

Q

ミニトマト・キュウリ・ナスを横並びで鉢植
え栽培しています。日当たり具合についてど
のくらい日光が当てたらいいのか知りたいで
す。

A

日当たりの良い場所で問題ありません。いず
れの野菜も水を欲します。
鉢植えの場合は水不足が発生し易く、ナスは
ボケナスに、キュウリは曲がり易くなりま
す。土の面にヤシガラチップなどを敷いて保
水を心掛けましょう。

Q

ベランダでミニトマト(「ぷるるん」)を育て
ています。ベランダで育てるときの注意事項
はありますか？

A

「ぷるるん」は、実の皮が大変薄いのが特徴
ですが、葉も薄く、傷つきやすいです。風に
振り回されないように、しっかり誘引しま
しょう。

Q

 ・甘いトマトを作るコツ！
・お店で売ってるトマトでも美味しさが違い
ます。真っ赤でなく固くてゴツゴツしたのが

 あったり。なぜこんなに違うんですか？
・子供が食べれるトマト料理教えてくださ

 い。
・どれが脇芽かわからないのですが見分ける
ポイントは

A

同じ品種でも、水耕栽培とプランター栽培で
は味や食感が大きく変わります。プランター
の方が甘くなるのです。ストレス(水不足等)
が起きると甘くなりますが、与えすぎると皮
が固くなります。
トマトは、茎に対して葉が９０度ずつ付いて
います。その付け根に映えるのが脇芽です。

Q

外で栽培する為、身が割れてしまうことがあ
 ります

 防ぐ方法はありますか？
より多く実をつける為にできることはありま
すか？

A

雨後、よく割れると思います。雨が実にあ
たったり、土壌の急激な水分変化により、水
風船のように割れてしまいます。雨除け(屋
根)を設置したり、敷き藁をする事で軽減でき
ます。カゴメの薄皮トマト「ぷるるん」は、
皮が薄く伸びるため、割れにくいです。


