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くうかしヽ(軟俸餅勿FD
近くのスーパーになじみのない貝が並
んでいた。写真を撮ることにした。勿
言
象 撮影後はありがたく頂<。
昔、小学生が夏休みの自由研究で、昆
虫採集と称して、デパー トで買つた外国
産のカブ トムシやら貝殻やらを提出する
のはいかがなものか、と言われた。そう
也とか
だよな、とその時は思った。生患じ
生態などを調べれば立派な自由研究にな
るかな、と今は思う。
このスーパーで￨よ 珍しい貝は売れ行
き不調らしく並べな<な つた。￨ま やいと
こ写しといてよかつた。
バカガイ (二枚貝綱 切ガイ科 助ガイ励

2017″ 5.船橋 。金杉 ■「マルエツ金杉店」

」
商品名「あおやぎ 二重県猶三
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産 とこぶ し」

アカガイ (二本
婚綱フネガイロフネガイ科
フネガイ属)

2016溜 12船 橋・ 浜町 2「スーパーバリュー」

商品名 園罰き赤員

(青 森県星)」

興類の血液は無色透明で、空気に触れ
ると青くなる。この員は珍し<赤 <、 身
も赤みを帯びているので、日本ではアカ
ガイ、英語では Blood dam(Bbody
clam)と 名付けられた。(ジ ーニアス和
英辞典では 四k she■ フランス語では
∞que)。
ニ ッコウガイ科サラガイ属)
2016/5/30珊 併高
・ 浜町 2」ス ーパーバ リュー」

商品名「白貝

1じ鐵勘望
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バカガイという名は通称かと目つてい
た。科の名前もバカとなっていてびっく
り。アホヤサカイ程度にしたらどうだろ

身も柱も、寿司ネタにするほど美味な
ので、バカにできない。
英語名は sulfclam、 伊ough sheⅡ 0
バカという名の由来は諸説あ って、

y3.船 橋・ 浜町 2「 ロピア」

"lα
商品名「

その中に、幕張で普沢山獲れたので、
当時のよ
也名馬加 (ま <わ り)を音読みし
たという説もある。

サラガイ (二柵 畷麹1動IWル スダレガイロ

かい、と思うが、アホウ ドリという名前
同様にやはリコバカにしているかい。

ミミガイ科 トコプシ属)

クロタイラギ層)
3.船 橋 。浜町 2「 スーパーバリュー」
"16″
勝訂菫)」
商配名 「殻1寸 きたいらがい 0歓 ‐
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上目
トコプシ 0ぶ燿i綱 劃顛聾綱酬藪己

ザ￨ウ キガイ科
タイラギ (二1聾珈]イ ガイロノ

皿のように平つ
貝)。 殻が白いのでシロガイ (白 貝)と
もいう。お味は・・・忘れた。印象に残
らないということ￨よ 生のままでも味付
けにも十分対応できるということか。

サラガイと同 じよう￨こ 平たいけれど、
こちらは平員 (た いら淑ハ という。なま
ってタイラギ。アサリやシジミなどと並
んで置かれていると興様なほど大きい。
殻から出ているのは「足糸 (そ <D」 と
いつて岩にしがみつ<た めの道具。

んなことはない。アワビだと言われて出
されれば禾ムはうなずいて味わう。
殻を貫通 している穴は 6〜 81巳

アワビ G婁 :足 綱勲講淀ロミミガイ科アワ麟∋

ホンビノスガイ

アワビとよく似ている。お安いのが ト
コブシ。安いからまずいのかというとそ

201010/18.船 橋 。)兵 町 2.「 ロビ:ア 」
商品名「あわび 宮痴麹
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アメリカでは知られた貝。意図せず￨こ
運ばねへ市川や船橋の海で繁魁 アサリと
うまいこと住み分けたので、排斥されな
かった。か しこい。
飲み屋で、
「 大ハマグリ」を注文 した。
店員にホンビノスですか、と間 <と ハイ

殻を貫通する穴は 4〜 51巳 高額。
アワビのバター蒸 し (正 式名称はしら
ない)は まことに旨い。
この料理には忘れてならない大切にし
ていることがある。同級生 Mの 優 しさ、
人としての優 しさである。 1子細は内緒に
しておこう。旨い酒に心地よ<酔 ったら
しゃべ つちまうかもしれない。
大きく立派なのはなんで ?と いうほど
高額なので、小型で安価なものを購入、撮
影。バターは避けて、マーガリンで酒蒸 し

そうですと素直な返事。というように、大
アサ リとか白ハマグリなど偽名で呼ばれ
た時期があつた。今では本名でスーパー
並乱 ハマグリに劣らぬ味なのに安い
とあって、船橋市ご推奨食材に昇格。

￨こ

風に処理 して食 したが、それなりに美味
であつた。
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