
日 時 活 動 内 容 菊 観 察 記 録  

５／17（金） さし芽 

・朝水やり 色･形別に鉢の配置換え 

・午前中 わき芽のカット 種類別にペットボトルをカッ

トした容器にたて給水させる。（各種類３０本前後準備

＊赤の厚ものは 50 本 クリームは 10 本程度） 

・午後５・６時間目パレットポットにいろテープ貼り、エ

コバーク入れ、散水。 

・７時間目 家庭科室前庭にて７～９年生生活部主導の集

会。 説明後さし芽の活動。（早めに終了） 

・ 散水後、１階手洗い場の間軒下に置く。 

＊全体的にありまきが発生してい

たので数日前学園長による農薬散

布も、幾分芽の中心に残る。 

＊黄の苗については、全体的に黄色

っぽく、病気の発生の可能性あり。 

５／18（土） 朝 9：30 頃水やり。  パレットの中は湿り気味 

・おや鉢 散水後液肥（1000 倍散布） 

オルトラン散布 

 

５／19（日） 朝９：00 頃水やり。（園長） 

  

＊葉脈に沿って土の粒子の色が上

がっているのか、黒く色づく種類が

あり、病気の発生かと驚く。 

５／20（月） 朝 8：10 水やり 

・おや鉢 マラソン散布（園長） 

＊水をしっかり吸って元気。 

５／21（火） 朝８：10 水やり 

・昨夜雨模様のためおや鉢には水やりなし。 

・黄菊残りの芽病気の可能性があるため剪定 

＊おや鉢、苗によっては黒いありま

きが増えているようにも感じる。 

オルトラン効果なしか？ 

５／29（水） 朝８：10 水やり 

・昨日雨のため親鉢は 2 日みずやりなし。 

・パレットポットを明るいコンピュータ室外側面に移動。 

 

  

 

＊午後になりぐったりしおれてき

たので、1 本抜いて発根の程度を確

認。白く盛り上がる物体を発見。こ

れでしおれきってしまわなければ、

発根した証拠となるらしいので様

子を見よう。 

５／30（木） 朝小雨 

・親鉢、パレットポットも雨に濡れ水やりなし。 

さし芽 

・黄厚物家より 7 本持ってくる。 

・臙脂厚物 2 種・スプレー4 種を挿す。 

＊朝雨に濡れて、さし芽はしゃきっ

と元気そうなので一安心。 

 

＊黄厚物の芽が病気の様なので家

から取れるだけ持ってきた。 

 小雨交じりのさし芽日和なので

残り小菊とレアものを挿す。 

これが根？ 

根？ 



  

・レアものと黄厚物    ・スプレー 

５／31 ・朝水やり・夕水やり 

・親鉢液肥 

 

６／１（土） ・雨天のため夕みずやり  

6／２（日） ・雨天のため水やりなし  

６／３（月） ・  

６／７（金） ・朝夕水やり  

６／８（土） ・朝７：００水やり  夕水やり  

６／９（日） ・朝７：１０水やり ・親鉢液肥  

６／10（月） ・雨天のため さし芽のみ水やり  

６／11（火） ・親鉢は水やりなし  

・さし芽のみ水やり 

＊はじめのさし芽のポットでうな

だれがちのを 1 本引く。表面の土は

びしょ濡れだが、そこがからからに

成っている。恐れていた水切れ状

態。たっぷり水やりをしないといけ

ない。 

６／12(水)   

６／13(木)   

６／14(金) 小鉢上げ 

 

○苗・白系５６＋赤系９６＋黄オレンジ系８７ 計２３９ 

 を想定して 鉢を準備 

○土 杉バーグ４０ｌ×６袋  

肥料：エコロングトータル 266ｇ×６ 

  ：ミネＧ66ｇ×６ 

・５限目 7～9 年生による活動 

○総鉢上げ数 

   白系４５＋赤系９２＋黄オレンジ系８３ 計２２０ 

●消毒 

＊根が張っているものはポットの

形に抜ける。杉バークは鉢にいっぱ

いに詰め、押さえると８分目に成

り、ちょうどよい。６袋で 220 鉢分 

＊鉢底には水切りネットを半分に

カットして敷いた。 

＊保水性を高めるために、園芸用の

不織布をあるだけ敷いてみた。 

６／15(土)   

６／16(日) 大鉢液肥 水やり  

６／17(月) 生徒当番水やり  



６／18(火) 〃  

６／19(水) 〃  

６／20(木) 雨天のため水やりなし  

６／21(金) 雨天のため水やりなし  

６／22(土) 朝液肥  

６／23(日) 雨天のため水やりなし ●消毒スプロール  

６／24(月) 雨天のため水やりなし午後晴れ 

摘心 

●消毒スミチオン 滅菌剤 

＊学園長先生が、消毒前にと摘心を

してくれた。 

６／25(火)   

６／26(水)   

６／27(木)   

６／28(金) 朝液肥 湿り気が多いので水やりなし  

６／29(土) 朝水やり       ・午後さし芽だけ水やり 

 

＊一気に脇芽が伸びてきた。 

＊根本の葉に白い粉状のもの。病

気？ 

６／30(日) 朝液肥 湿り気が多いので水やりなし・さし芽のみ水やり 

  

＊葉のサイズががグンと大きくな

って 13 ㎝ほどになってきた。 

＊レアものをさし芽して1ヶ月が過

ぎてしまった。早く鉢上げしないと

限界。 

７／１(月) 生徒水やり当番に声かけ  

７／２(火) 生徒水やり  

７／３(水) 7 年当番は自主的に水やり  

７／４(木) 昨夜雨  水やりなし  

７／５(金) 昨日集中豪雨 水やりなし  

７／６(土)   

７／７(日)   

７／８(月) 

  

・レアものをいくつかさし芽 

 

７／９(火)   



７／10(水)   

７／11(木)   

７／12(金)   

７／13(土) 晴天 朝水やり 9 年生は土曜講座に来ているので当番が

水やりしていた。 

数鉢水切れを起こしている。 

バケツにつけると何とか復活。 

７／14(日) 晴天 朝水やり 水涸れあり  

７／15(月) 晴天 朝水やり   

７／16(火) 晴天 朝水やり 7 年は当番が忘れずにしていた  

７／17(水) 晴天 朝・夕水やり ・夕方、萎れかけている苗を鉢から

抜くと根鉢はカラカラに乾燥して

いるので水に浸し鉢に戻して水や

りする。 

７／18(木) 晴天 朝・夕水やり ・すべての苗がしゃきっと復活。 

７／19(金) 晴天 大鉢上げ 

・大鉢約１６０鉢   

・1 鉢に対してエコロングトータル 5 ㌘をエコバーグに混

ぜて使用。 

・不織布を給水用テープとして差し込み、鉢受けにどうぶ

ち約 20 ㎝ 2 本を敷き水から鉢を浮かせて給水できるよう

にした。 

  

・苗が４０鉢ほど残っているので買い足す予定。 

・芽が伸びきっているので姿勢と支

柱を早く行う必要がある。 

７／20(土) 晴天 朝水やり 

用土はしめっている。 

 

・スプレー菊の苗がそのままなので小鉢にあげた。 

・サフィニアのさし芽も小鉢にあげ

た。 

７／21(日) 晴天 朝水やり 

農薬散布 液肥 福助数鉢植え替え（園長） 

 

７／22(月) 晴天 朝水やり  小鉢の分は夕方も水やり 

・鉢 17 個購入残り植え替え 

 



７／23(火) 晴天 朝水やり  液肥 

支柱立て  整枝ビニタイ誘引 1 日目 

 

７／24(水) 晴天 朝水やり 

支柱立たて 

 

７／25(木)   

７／26(金) 三つ叉支柱支え取り付け完了 

 

 

７／27(土) 残り分さし芽小鉢上げ完了 

・液肥 500 倍  ・固形油かす 4 個ずつ 

・福助用に 1 回目ビーナイン散布 

 

７／28(日)   

７／29(月) 整枝ビニタイ誘引  

・園長、鉢底の角材をひっくり返し細い方を底にして少し

高くし、鉢底を水面から浮かせるようにした。  

・農薬散布 

 

園長先生の弟さんにアドバイスを

頂く。・誘引は根本から 

７／30(火) 整枝ビニタイ誘引完了 

・活力剤 500 倍 

 

 

７／31(水) 

 

＊最小の苗 誘引◎    ＊最大の苗 伸びすぎて斜

めに立ち上がっている× 

      

＊小菊は 3 本寄植え    ＊7／8 にさした分 

 



8／１(木) 朝水やり  ・残り親鉢 7 鉢廃棄 残り苗植え替え  

8／２(金) 朝水やり  夕方・液肥 500 倍園長   

8／３(土) 朝水やり  

8／４(日) 朝水やり  ・活力剤 500 倍   ・木酢液散布園長  

8／５(月) 朝水やり 

  

＊虫食いの痕      ＊施肥後 1 週間過ぎ、葉が大き

くなり色もよくなってきた。 

＊２㎝大の青虫発見 数日前他の

鉢に小さい5ミリ大の青虫が新芽を

食っているのを駆除したが、ここま

で大きくなっているのには気付か

なかった。 

8／６(火) 朝水やり  

8／７(水) 朝水やり  

8／８(木) 朝水やり  液肥 500 倍   

・小鉢のときの根鉢がかたくしまっているので周りの土が

沈んでしまったので､増し土をする。 

 

8／９(金) 朝水やり  

8／10(土) 朝水やり  木酢液 

・サイネリア用の鉢の分を植え替え。 

 

8／11(日) 朝水やり  ありまきが点々と発生 農薬散布   

8／12(月) 朝水やり  液肥 500 倍 

 

福助      大鉢     スプレー 

 

  

肥料が足りているのか、葉のサイズ

が大きくなった。 

8／13(火) 朝水やり  

8／14(水) 朝水やり 活力剤 500 倍  

8／15(木) 朝水やり  



8／16(金) 朝水やり 液肥 500 倍 

・ありまき、テントウムシが点々とあり 

 

8／17(土) 朝水やり  

8／18(日) 朝水やり 消毒 小菊を寄せ植えにする 

先に寄せた鉢の芽摘みも行う。 

空きビン整理中の７８年生徒に手

伝ってもらって、栽培棚の間隔を広

げる。 

8／19(月) 朝水やり ビーナイン 2 回目  21 日以内を 3 日過ぎてしまったが，

2 回目のビーナインを散布。 

8／20(火) 朝水やり 活力剤５００倍  

8／21(水)   

8／22(木) 朝水やり 液肥５００倍 

 

脇芽の発育が活発になってきたの

で、学年ごとに職員の当番を決めて

もらい、水やりの声かけとともにわ

き芽摘みの指導をしてもらうよう

に提案した。 

8／23(金) 朝水やり 

  

水やりしながら芽摘み 

 

8／24(土) 雨天のため水やりなし  

8／25(日) 雨天のため水やりなし  

8／26(月) 雨天のため水やりなし  

8／27(火) 朝水やり 活力剤 500 倍 雨天で 3 日間放りっぱなしの結果、

福助の分の未支柱の分がくねくね

と伸びて曲がってしまった。 

成長抑制剤の散布が遅かったのと，

雨水をたっぷり吸ったことが原因

だと思う。 

8／28(水) 朝水やり 液肥 500 倍  

8／29(木) 朝水やり 部活や学習登校日などが始まり、生

徒たちも水やり当番を忘れずに来

てくれるようになった。 

8／30(金) 台風接近 雨 

昼ごろテニス部男子に手伝ってもらって室内へ鉢を移動 

 



  

＊生徒玄関前と中期ユニット廊下 

 

8／31(土) 雨 

あまりたくさん降らないので、小菊と福助だけ外へ移動。   

 

9／ 1(日) 雨 

市Ｐ連球技大会のため学校へ 7 時すぎ集合 

7 時前の時点で学園長が 20 鉢ほど異動させてあった。残り

を古野教頭が異動させるも、出発の時間となり中断。 

午後、男性のチームが早々解散となり、教頭・学園長で全

部外へ移動。   

 

＊数鉢根元の方の葉が黄色くなっ

ている。 

9／ 2(月) 雨  台風発生  

9／ 3(火) 雨 

室内で蒸れたことと、葉に雨が当たり続けたせいでカビが

発生。 

＊学園長今吉先生小河原さんたち

で軒下へ移動できるだけ動かす。 

9／ 4(水)  

 

 

 

 

＊水曜講座の時間9年生に鉢の移動

をしてもらった。 

 カビの発生している鉢はまとめ

て隔離。 

結局風もなく、時折雨

が土砂降りになる程度

で終わる。 



  

             ＊カビ被害は約 20 鉢 

 

9／ 5(木) 朝水やり 

・ありまき発生  農薬散布 

 

9／ 6 (金) 朝水やり 

 液肥 500 倍 

 

9／ 7(土) 朝水やり 

 活力剤 

 

9／ 8(日) 朝水やり 

 液肥 

 

9／ 9(月) 朝水やり 

 活力剤 

 

9／10(火) 朝水やり 

 

 

9／11(水) 朝水やり 

 

 

9／12(木) 朝水やり 

 

 

9／13(金) 朝水やり 

 

 

9／14(土) 朝水やり 

液肥５００倍 

 

9／15(日) 朝水やり 

 ７年５本 

＊柳芽が多く出てきたように感じ

る。 

 種類にもよるのか 

 気温が高かったせいか 

 肥料のやり過ぎか 



           ８年 ２０本 

 

 ９年６本 



9／16(月) 朝水やり 

台風のため風でいくつか倒れていたが被害はなし。 

 

9／17(火) 朝水やり  

9／18(水) 朝水やり 

液肥５００倍  

 

9／19(木) 朝水やり 

活性剤５００倍 

 

9／20(金) 朝水やり ＊運動会前で、なかなか世話ができ

ずにいると、学園長が草丈が支柱を

超えたものを竹の支柱ととりかえ

てくださった。 

9／21(土) 朝水やり 大菊液肥ＰK 500 倍  

9／22(日) 朝水やり ＊運動会 

9／23（月） 朝水やり  

 

 花芽が分化してきた 

 

9／24（火） 朝水やり  固形肥料  

9／25（水） 朝水やり  

9／26（木） 朝水やり  大菊液肥 PK 500 倍  

   

＊草丈が伸びすぎ 150 ㎝を超えたものもある。 

 花芽ができはじめたのに、黒いのだれがつき始めた。 

 特別な農薬（アドマイヤ－）を学園長が散布 

 

9／27（金） 朝水やり ＊上部のわき芽はなくなったが、根

に近い部分からわき芽がたくさん

出てくる。 

9／28（土） 朝水やり  小雨 ＊花芽が成長してきたので輪台付

けの時期を確認。昨年は 10 月中旬

（16 日）に行っている。 



9／29（日） 朝雨   午後消毒(アドマイヤ－) ＊雨が上がったので学園長がアド

マイヤーを散布するも、雨がまた降

る。 

9／30（月） 朝水やり  大菊液肥ＰK５００倍  

10／1（火） 朝水やり  活力剤  アドマイヤ－散布   

10／2（水） 朝水やり  

10／3（木） 朝水やり  

10／4（金） 朝水やり  大菊液肥ＰK５００倍 

 

   

どの鉢にも花芽がつき、１つに落としたものは直径 2.5 ㎝

ほどに成長。一週間後に輪台付けの予定だけれど間に合う

かな？ 

＊つぼみに黒い小さい虫の姿はほ

ぼない。大塚さん曰く、最終兵器と

してチェスという農薬があるとの

こと。 

10／5（土） 雨   

10／6（日） 雨    アドマイヤ－散布  

10／7（月） 水やり  台風接近のため放課後テニス男子と、小中職員

で鉢の移動。前回ブルーシートは水漏れのために床を傷め

たので、マルチシートに変更。 

 

 

＊大きいつぼみは色がわかるものも出てきた。 

 

10／8（火）   

10／9（水）   

10／10（木）   

10／11（金）   



10／12（土）   

10／13（日）   

10／14（月）   

10／15（火）   

10／16（水）   

10／17（木）   

10／18（金）   

10／19（土）   

10／20（日）   

   

   

   

   

   

   

   

 


