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カキツバタ
春 夏 秋

使用する季節使用部位

流 派 お稽古クラス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

池坊 ※ 1 初級～上級者

小原流 ※ 2
中級者

上級者

草月流 初級～上級者

龍生派

初級者

中級者

上級者

古流理恩会 中級～上級者

需要スケジュール

※１：池坊では、四季咲きのもの
は、通年使用する可能性
もある。

※2：小原流では時期を決めて
いないが、中級者は年に１
～２回、上級者は年に２
～３回必ず手にする。

：月２回以上

：月１回

：使用するが、年により異なる

空欄：使用しない時期

華道家元池坊 小原流

写景盛花様式本位

草月流

勅使河原蒼風

作品例
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流 派 お稽古クラス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

池坊 ※ 1 初級～上級者

小原流 ※ 2
中級者

上級者

草月流 初級～上級者

龍生派

初級者

中級者

上級者

古流理恩会 中級～上級者

龍生派

かきつばたの一種いけ

（夏いけ）

古流理恩会

生花

三株（二花）		本手生（初秋）

作品例
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生花
使用時期（葉）（花）（実） 葉・花：４～９月（通年使用したい）　 実：使用しない
使用本数 （葉）（花） 葉：７株　 花：２～３本
長さ（葉）（花） 葉・花：６０～７０ｃｍ
実の時期の使用方法 使用しない
やつれ葉、素枯れ葉の
使用方法・時期 夏以降使用する

そのほかポイント 季節によって必要な葉の株数、花の本数、長さは変化する
検定試験について クラス：入門下附後（自由花も）　 時期：５～８月
花展での使用について 特に決まりはない

盛花・瓶花
使用時期 葉・花：３～１１月　 実：９～１１月

使用本数 葉：８～１３株　 花：２～３本
（おけいこの場合／花展ではそれ以上の大いけもする）

長さ（葉）（花） 葉・花：４０～６０ｃｍ
葉の太さ 大小（1株に葉３枚以上のものを希望）
実の時期の使用方法 秋に花が実になった姿を表現
やつれ葉、素枯れ葉の
使用方法・時期

９～１１月の間、写景の秋・晩秋の表現として、黄葉・垂れ葉・折れ葉・虫喰
い葉等を使用する

そのほかポイント
５～７月の夏の時期にいちばん多くいけられるが、写景様式に早春・春・初夏・
夏・秋・晩秋の挿法が決められているので、芽出しの葉のやわらかい時期から
秋おそくまでいけられる

検定試験について 写景・様式：写景・自然、琳派調いけばな、瓶花
クラス：中級～上級    時期：３～１１月

花展での使用について 小原流独自に表現方法を持つので、よく使用される

立花
使用時期 葉・花：７～８月　 実：使用しない
使用本数 葉：１５～２５株　 花：５～１５本
長さ（葉）（花） 葉・花：６０～８０ｃｍ
実の時期の使用方法 使用しない
やつれ葉、素枯れ葉の
使用方法・時期 真夏が過ぎれば一部やつれた姿の葉があってもよい

検定試験について クラス：華掌下附後　時期：７～８月
花展での使用について 特に決まりはない

池	坊

小原流

各流派の求める規格

カキツバタ
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古典華
使用時期（葉） ３～１１月
使用本数 （葉）（花） 葉：９～１１株　 花：３～５本
長さ（葉）（花） 葉・花：５０～６０ｃｍ
花の開花程度 開花（大・中・小）・つぼみ

そのほかポイント

春夏秋冬で活け方が変わる
春：（出始めの硬さ）葉は高く、花は低く
夏：（成長している）花は高く葉は低い
秋：（実を配す）実の付いた花茎。葉は夏と同じ
冬：（冬枯れの姿）実・葉がすがれている

検定試験について クラス：中・上級　 時期：３～８月（花材が多くなる時期）
花展での使用について 春夏秋冬の違う活け方を花展で発表出来ると嬉しい

自由花
使用時期（葉） ３～１０月
使用本数 （葉）（花） 葉：３～５株　 花：２～３本
長さ（葉）（花） 葉・花：５０～６０ｃｍ
花の開花程度 開花・つぼみ
そのほかポイント 自由な発想で活けることを大切にしている
検定試験について クラス：中・上級　 時期：３～８月（花材が多くなる時期）
花展での使用について 春夏秋冬の違う活け方を花展で発表出来ると嬉しい

花型は特に決まっていない

使用時期（葉）（花） 葉・花：４月～
使用本数 （葉）（花） 葉・花：特にない

生花（本手生・中流生・受流生・流生）
使用時期（葉）（花）（実） 葉：３～１０月　 花：３～５月　 実：８～１０月
使用本数 （葉）（花） 葉：５株　 花：２本

長さ（葉）（花） 葉：あまり長くない（６０ｃｍ以下）　 
花：長さは特にないが、花自体があまり大きくなく、花、茎の曲がりのないもの

葉の太さ あまり幅広でない（３ｃｍ以下）
実の時期の使用方法 実を１本、真に葉より高く使用
やつれ葉、素枯れ葉の
使用方法・時期 末枯れ葉を真の葉や一部の葉に使用

そのほかポイント 春は葉にしわやねじれが多いが、ないものが好ましい
実は適度に曲がっているものがよい

検定試験について クラス：中級～上級　 時期：４～５月
花展での使用について まれに２月頃から、ふつうは春生け３～６月、秋生け９～１１月

龍生派

草月流

古流理恩会
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生産のポイント

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

栽培管理

出荷

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

栽培管理

出荷

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
出荷

生産スケジュール
栃木県の例

熊本県の例

茨城県・福島県の例

カキツバタでは、３つの生産地の事例を紹介します。

●  10年に1回程度、土をうなると良い花が育つ。特に6月の2番花に影響がある。
●  1番花は5月の連休明け、この時期は花が多く、１割程度の出荷。そのため、この時期は葉を先に
収穫し、葉の枚数に合わせて花を収穫している。

●  夏は一度枯れるので、出荷はない。また３番花の秋は、草丈がやや短めになる。
●  除草剤での雑草対策を春に行っている。また、ガマ等は適宜鎌で刈り取りをしている。

●  春の化成肥料以外に、追肥は葉が黄色くなったら行っている。
●  12月に枯葉を刈り取り、圃場の水を抜いている。

●  春から秋まで途切れることなく、出荷ができるように、茨城県ひたちなか市から徐 に々北上し、福
島県塙町（標高700m前後）の山中まで、20か所以上の圃場を持っている。そのため、施肥、除草、
防除などはそれぞれ圃場の状態に合わせて行なっているため、時期を決めて行ってはいない。

●  改植は花の収穫量が減ってきたら行っている。

カキツバタ

施肥
（化成肥料）

水が入っている時期

施肥
（化成肥料）

追肥

防除
（出荷前）

除草
（水抜き後）

防除
（アザミウマ対策）

水を入れている期間
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生産の
ポイント 圃場の様子

● 季咲きと四季咲き。水を圃場に引き入れている
品種は２種。季咲き（春）と四季咲きの品種があり、畑に水を引き入れて栽培。

圃場の様子（秋）
栃木県・四季咲きの圃場

圃場の様子（秋）
熊本県・四季咲きの圃場

圃場の様子（秋）
福島県・四季咲きの圃場

圃場の様子（秋）
茨城県・季咲きの圃場
（秋は葉のみ収穫している）
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カキツバタ

●  除草について、栃木県では株を植える時

　点で通路分を確保して植えるが、成長

　するにつれ混み合ってくる。そのため通路

　部分には除草剤を使用するが、生育が

　旺盛でなかなか効果がない。熊本県で

　は水を抜くまで除草は行なっていない。

その他	栽培管理について

● 水を張っているため、他の品目よりも除草の頻度は少ない

● 改植について

除草は畑の状況に応じて適宜行なって
いる（茨城県の例）。

水を張っている期間は除草を行わない。
水を抜いた12月以降に枯れ草を処理
（熊本県の例）。

写真は12～13年間位、栽培している茨
城県の圃場。改植は花の収穫量が落ち
てきたら、行なっている。
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収穫について

● 春と秋で、花と葉の収穫の順序を変える

花の収穫の様子。秋は花が少ないので、
花を収穫してから、それに合わせた葉を
収穫する。春は花が多いので、葉を収穫
してから、それに合わせた花を収穫する。
この作業は３つの生産地で同様に行わ
れている（写真は栃木県の例）。

葉の収穫の様子。葉は３枚以上の株を
選び、収穫する。これも各生産地で同様
（写真は栃木県の例）。

収穫の様子。圃場に水を張っているの
で、長靴と長い鎌で作業を行なっている
（写真は茨城県の例）。熊本県の生産地
では胸まである防水の作業服を使用し
ている。

●  圃場で傷みがあるものは収穫せず、収

　穫したものは出荷できるもの、という

　基準で 50本揃えている場合が多い。

●  圃場の栽培年数により、葉の太さが変わ

　る。そのため、最も適した葉がある圃場を

　選択し、収穫している。

その他	収穫について
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出荷の
ポイント 出荷の状態について

カキツバタ

● 出荷可能な花の開花程度
左側2本（①、②）は出荷可能。右側2本
（③、④）は出荷できない。右から２番目
の開花程度（③）で出荷すると、市場に
到着する頃には、④のような状態になっ
てしまい、咲き過ぎとなる（茨城県の例）。

① ② ③ ④
● 出荷時の葉
写真のような、３枚以上の葉がついている
株のみを収穫し出荷。

● 実や枯れ葉も需要
がある
秋には素枯れ葉といわれ
る、葉物の注文も入る。注
文に応じて出荷する。

出荷のポイント
カキツバタは、二花五葉の1杯で出荷されることが多い。

開花しやすいため花の開花状態が重要です。
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収穫・調整について

● 出荷のロット
１杯（二花五葉）の倍数で出荷される。今回の3つの生産地とも基本のロットは花10本
と葉25株のセット。花と葉はそれぞれ束ねる（写真は熊本県）。

花10本

葉25株
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カキツバタ

出荷について（作業手順）

【作業例：茨城県】

作業場の様子。葉は収穫時に選
別しながら収穫し束ねてくるので、
作業場での選別作業はない。最後
に新聞紙で巻く。

花は開花程度などを選別し、10本
に束ねて、新聞紙で巻く。

葉、花とも段シートで巻き、上下をビニール紐でしっかり結び、出荷箱に箱詰めする。

❶

❷

❸

カキツバタ マニュアル　提供にご協力いただいた皆様

茨城県  青柳フラワーセンター様・栃木県  笹沼園芸様・
熊本県  島岡征治様・熊本県  熊本市農業協同組合様・
熊本県  熊本県経済農業協同組合連合会様
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