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現代におけるバランスのとれた食事とは？最低限
必要なカロリーは？ 

カロリー計算の仕方 

 

「体重 1ｋｇにおける 

必要なエネルギー消費量の求め方」 

 

【標準体重（kg) × 体重 1ｋｇの必要なエネルギー消費

量（kcal） ＝ １日に必要なエネルギー摂取量（kcal)】 

 

※標準体重の求め方(豆知識) 

【標準体重＝身長（ｍ）×身長（ｍ）×22】 

 

※寝たきりの方の必要カロリー目安 

(例)体重 50kg×20kcal⇒『1000kcal』 

 

★ほとんど寝たきりの老人や、 

安静を指示されている入院患者 

⇒ 20kcal 

 

★糖尿病の重い場合や、無職の高齢者など、主に部屋の中

で生活している人 

⇒25kcal 

 

★サラリーマンや主婦、教師、医師、看護婦、運転手など 

⇒30kcal 

 

★農繁期の農夫、操業中の漁夫、山林業、建設作業員など 

 ⇒35kcal 

 

★左官、大工、とび職など 

⇒40kcal 

 

    性別や年齢、職業、生活スタイルによって大きく異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

カロリー目安 

一般的な最低限の必要なカロリー目安 

【18~49 歳(例)】 

男性⇒1500 

女性⇒1100(一食あたり 350kcal) 

【基礎代謝／表】 

年／男/体重／基礎代謝／女/体重/基礎代謝 

1~2 歳／11.5kg／700kcal／11.0kg／660kcal 

3~5 歳／16.5kg/900kcal／16.1kg／840kcal 

6~7 歳／22.2kg／980kcal／21.9kg／920kcal 

8~9 歳／28.0kg／1140kcal／27.4kg／1050kcal 

10~11／35.6kg／1330kcal／36.3kg／1260kcal 

12~14／49.0kg／1520kcal／47.5kg／1410kcal 

15~17／59.7kg／1620kcal／51.9kg／1310kcal 

18~29／63.2kg／1520kcal／50.0kg／1110kcal 

30~49／68.5kg／1530kcal／53.1kg／1150kcal 

50~69／65.3kg／1400kcal／53.0kg／1100kcal 

70 歳以上／60.0kg/1290kcal／49.5kg／1020kcal 

 

【人の組織・臓器別／基礎代謝量】 

臓器／エネルギー代謝(kcal／日)／比率(％) 

筋肉／370kcal／22％ 

肝臓／360kcal／21％ 

脳／340kcal／20％ 

その他／277kcal／16％ 

心臓／145kcal／9％ 

腎臓／137kcal／8％ 

脂肪組織／70kcal／4％ 

※粗食中心の日本人にとっては、かなり多めの数字にも見

えてきます。 
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穀物(玄米等)が持つ秘めたパワープラス食材 
穀物(玄米等)が持つ秘めたパワー(栄養素)に気づいた事で、

健康を維持する為には、プラスどんな食品・食材があれば

バランスがいいか？ 

 

「食物繊維」について 

玄米には白米に比べて豊富な栄養素が含まれています。そ

のひとつが「食物繊維」。 

食物繊維には、腹持ちを良くしたり良く噛んだりすること

で期待できるダイエット効果や、体内の余分なものを体外

に排出するデトックス効果があると言われています。また、

食物繊維は体内の善玉菌のエサとなったり、便のかさを増

やしたりしておなかの調子を整える効果が期待でき、便秘

改善や免疫力アップにもつながると言われています。 

 

この効果をより向上させるのに、いっしょにとりたいのが

体内を善玉菌優位にするのをサポートする「発酵食品」。ヨ

ーグルトやチーズ、キムチの他、ごはんのお供にぴったり

の納豆やぬか漬け、梅干しも発酵食品です。みそやしょう

ゆ、酢などの調味料も発酵して作られます。 

 

また、善玉菌のエサとなるのは食物繊維だけではなく、「オ

リゴ糖」も同様です。オリゴ糖入りのシロップも販売され

ていますが、白砂糖をきび糖やはちみつに変えるだけでも

◎。玉ねぎ、キャベツ、ごぼう、じゃが芋、にんにく、大

豆などの食品にも豊富に含まれるので意識してとるよう

にしましょう。 

 

たんぱく質の“質”をアップ 

たんぱく質の“質”をアップさせるには 

ごはんは炭水化物源のみと思われがちですが、玄米ごはん 

お茶碗 1 杯（150g）にはたんぱく質が 4.2g も含まれてい

ます。「日本人の食事摂取基準 2020 年版」（厚生労働省）

によると、成人女性の推奨量は 50g ですから 1 日 3 杯食べ

ればごはんだけで 25％のたんぱく質を充足することがで

きます。 

 

ただし、量だけではなくたんぱく質の「質」の面からみる

と、玄米ごはんだけでは良質なたんぱく質を充足すること

はできません。 

 

食べ物に含まれる「たんぱく質」が分解されると「アミノ

酸」になります。このアミノ酸の中でも体内で作ることの

できない「必須アミノ酸」がバランス良く含まれているか

を表した指標を「アミノ酸スコア」と言います。 

「100」だとバランス良く含まれていることになるのです

が、穀物はリジンという必須アミノ酸が不足しがちになっ

てしまいます。リジンは、大豆製品などに多く含まれるた

め、みそ汁や納豆などといっしょにとるのは理にかなって

いるのです。 

また、肉や魚、たまご、乳製品など主菜に使われる食材の

アミノ酸スコアは 100。玄米ごはんだけ、おにぎりだけ……

など単品で済ますことなく、「おかず」をしっかりそろえる

ことで不足分を充足することができます。 

足りない栄養素のサポートをするには 

実は、玄米には含まれていない（多く含まれない）栄養素

があり、ビタミン A、ビタミン D、ビタミン K、ビタミン

B12、ビタミン C がこれにあたります。 

 

これらの栄養素の働き、多く含まれる食材をまとめました。 

『栄養の教科書』（新星出版社）、『栄養の基本がわかる図解

事典』（成美堂出版）より作成  

 

これらをひとつひとつ覚えるのは大変だと思うのですが、

上記の多く含む食品や今までの内容をすべてまとめると、

これらを補充すれば良さそうです。 

 

ビタミン表 
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和食写真 

 

 

足りないビタミン Cについて 

ビタミン C は、主に野菜や果物、じゃがいも、サツマイモ

などに多く含まれています。100g 中に含まれているビタ

ミン C 量を以下にまとめます。 

 

赤ピーマン：170mg 

黄ピーマン：150mg 

ブロッコリー：120mg 

キウイフルーツ（黄）：140mg 

菜の花：110mg 

キウイフルーツ（緑）：69mg 

イチゴ：62mg 

ネーブル：60mg 

レモン果汁：50mg 

キャベツ：41mg 

ジャガイモ：35mg 

サツマイモ：29mg 

  

参考資料：日本食品成分表 文部科学省 

 

粉末だしダシ昆布考察 

体験という感じなのですが。 

粉末だしの素（ほんだし）を添加物いっぱいと言われなが

らも、簡単やから ついつい使ってしまう。 

３年くらい前に料理好きな友人から聞いた「ダシ醤油」お

醤油を適当な容器に入れて そこに切ったダシ昆布を数枚 

入れとくだけ。昆布からじわじわダシが出て、簡単にいろ

んな料理に使えます。チャーハンの味付けをコレでやると

和風の感じ？ 

同じように、お味噌にダシ昆布を多めにグサグサッと差し

込んどきます。２週間くらいしたら、このお味噌だけでお

味噌汁とか料理の味付けに使えます。ダシ要らず^^ 

毎回、昆布からダシとるとか、面倒で出来ないけど、こう

いうのなら簡単です。簡単やないとなかなか続けられない。

などなど言いながら、市販の麺つゆ使ったりもしてしまい

ますが       

調味料から添加物排除するのってすごく難しいですね。 

私はマグネシウム摂るには毎日食べるごはんが、いちばん

簡単で手っ取り早くて長期間 無理なく続けられると思う

ので、20 年くらい前からごはん炊く時にニガリを１合に付

き２滴くらいポトポト…して炊いてます。 

簡単で無理なく続けやすいコトが、食においてはいちばん

エエのかなと思います。 

 

ニンニク醤油について 

      ニンニク醤油        

前出の醤油の作り方で、昆布の代わりに、ニンニクを入れ

ておくと、ニンニク醤油が出来ます        

ラー油などの空いた瓶にニンニクをぎゅむっと入れて醤

油でつけときます。 

プッシュ式なので、料理に使えたりします。ニンニクが醤

油を吸って黒くなっていきますが、醤油がなくなる頃にニ

ンニクを取り出し、刻んでそのまま調理に使います 

ほんだしのかわりでは、爪の縦幅くらいに切ってタッパに

入れておいた昆布を 3、4 枚と、カタクチイワシの煮干し

を 2 匹ほどお鍋にぽいっと入れて弱火で出汁とります（お

吸い物とかは干し椎茸。）。 

お店ではないので、ダシガラはそのままで味噌汁を作り、

食べちゃいます。（祖母は、出しがらでソフトふりかけみた

いの作って食べてました。）それで作ると甘くなりがちな、

卵や玉ねぎを使う味噌汁は、旨味足しで最後しょうゆを 2、

3 滴入れて仕上げます     本当簡単が 1 番 
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そば米について 

「そばごめ」もしくは「そばまい」 

 

蕎麦の実を茹で、乾燥させ、皮を取り除いた雑穀の一種。 

徳島県（祖谷地方）で伝統的に食べられています。 

 

蕎麦と蕎麦ごめの違い 

 お米に例えるなら、 

* 玄米：蕎麦の実 

* 白米：そば米 

 

最も有名な例は、徳島県の郷土料理である『そば米雑炊』

です。 

そば米雑炊は、煮干しや昆布でとっただし汁に、そば米、

野菜、かまぼこ等を加え煮込み、醤油や酒で味付けした雑

炊です。 

 

ー栄養素ー 

栄養素の名前 含有量 白米の何倍？ 

ビタミン B1 0.42mg 4 倍 

ビタミン B2 0.1mg 3 倍 

ナイアシン 4.3mg 2.5 倍 

ビタミン B6 0.35mg 2 倍 

栄養素の名前 含有量 白米の何倍？ 

カリウム 390mg 3 倍 

カルシウム 12mg 2 倍 

マグネシウム 150mg 4 倍 

リン 260mg 3 倍 

 

ビタミン類はビタミン B 群を中心に豊富に含まれ、ミネラ

ル類も非常にバランスよくかつ多く含んでいることが分

かります。 

また、これ以外にも食物繊維が非常に豊富でその量は

3.7mg で白米の約 5 倍。 

そして、蕎麦に多く含まれることで知られる『ルチン』と

呼ばれるファイトケミカルも見逃せません。 

『ルチン』はポリフェノールの一種で、ビタミンと似た働

きをする成分。この成分が、後述するそば米の多彩な健康

効果を生むのです。 

>>ルチンの効果・食品・摂り方まとめ。蕎麦のファイトケ

ミカルの驚きの力！ 

 

 

そば米には多彩な栄養素が含まれていますが、特にビタミ

ン B 群が豊富です。 

しかしビタミン B 群は水溶性の成分で、調理をする際に茹

で汁に成分が溶け出してしまうため、そば米そのものを食

べるのはもちろん汁ごと全部食べるようにするのが、そば

米の栄養素を効果的に摂るコツです。 

 

＊糖尿病予防/脳細胞活性化 

『ルチン』は血管を強くし、血圧を調整したり血液の状態

をサラサラな状態に保つことで血糖値が安定します 

『ルチン』 

タンニンやカテキンなどのファイトケミカルと結合し、脳

細胞を活性化する作用が認められています。 

また、そば米の植物性タンパク質は脳内伝達物質のはたら

きを活性化する働きもあり、記憶力アップやアルツハイマ

ーの予防などに効果があります 

 

＊ストレスの緩和 

ビタミン B 群が分解し、睡眠ホルモン『メラトニン』や精

神を安定させる幸せホルモン『セロトニン』の産生を促し

ます。 

便秘解消するには 

＊便秘解消 

白米の約 5 倍という豊富な食物繊維と、蕎麦に特異的に含

まれる『コリン』というビタミン系の成分が腸に作用し、

便秘を解消する効果があります。 

 

＊消化器官を健康に保つ 

ナイアシンは胃腸などの消化器官の粘膜を作る他、胆汁酸、

ホルモン、細胞膜など主要な合成に関わります。 

消化器官を健康に保つことで腸への負担も減らします 

 

☆ そば米はその名前のとおり蕎麦に由来する食材のため、

蕎麦アレルギーのある方は十分注意が必要です☆ 
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18種類の「穀物」の特徴と栄養素 

①大麦⇒水溶性と不溶性の食物繊維が豊富 

 

②小麦⇒世界各国の主食 

タンパク質、ビタミン類が豊富 

 

③蕎麦⇒必須アミノ酸、リジン、ルチン(ポリフェノールが

豊富) 

 

④白米⇒淡白で消化に良い 

美味しくて、食べやすい 

 

⑤黒米⇒アントシアニン、楊貴妃愛用の美容食(古代米) 

 

⑥赤米⇒赤飯のルーツ(主食) 

カテキン、タンニン、食物繊維、マグネシウム、ビタミン

B1 

 

⑦発芽玄米⇒ガンマアミノ酸(ギャバ)、酵素が糠を柔らか

くする、噛むほどに味わいが増す、鉄分、マグネシウムも

豊富 

    玄米は微量栄養素の宝庫     

●ビタミン１（チアミン) 

※欠乏すると心不全と末梢神経障害の疾患に(白米で江戸

患い) 

●ビタミン E、カリウム、たんぱく質、食物繊維など。 

 

⑧黒豆⇒鳥豆、大豆、アントシアニン(ポリフェノール)、

大豆イソフラボン、プロアントシアニジン、タンパク質多、

脂質少 

 

⑨小豆⇒サポニン、タンパク質、ビタミン B1、B6、食物

繊維 

 

⑩きび(黃、白、褐色)⇒食物繊維、カルシウム、マグネシ

ウム、鉄、亜鉛、卵のようなコク 

 

⑪あわ⇒縄文〜明治末期(主食)、優れた栄養価、ビタミン

B1、食物繊維、鉄、マグネシウム 

 

⑫ヒエ(うるち種/もち種)⇒食物アレルギーの方向けの主

食需要、優れた栄養価 

 

⑬はと麦⇒薬膳食材、タンパク質、アミノ酸、(グルタミン

酸、プロリン、ロイシン)、ビタミン B 群、ミネラル、和漢

に利用 

 

⑭高きび⇒カリウム、マグネシウム、カルシウム、鉄、ミ

ネラル、ポリフェノール、タンパク質、ひき肉の代わりに

使用できる。 

 

⑮アマランサス⇒カルシウムが豊富、軍を抜くミネラル吟

有量、タンパクの質が良い、メチオニン、(穀物に不足しや

すいアミノ酸)、リジン、マグネシウム、鉄 

 

⑯キヌア⇒21 世紀の主食「母なる穀物」NASA の宇宙食に

も推奨、スーパーフード、穀物に不足しがちな必須アミノ

酸のバランスが良い、タンパク質も豊富 

 

⑰とうもろこし⇒ビタミン B1、B2 が豊富 

 

⑱黒/白ごま⇒「食べる和漢」タンパク質に必須アミノ酸が

バランス良く含まれる、カルシウム、鉄、リン、マグネシ

ウム、亜鉛 

穀物の三大栄養素比較表 

【穀物の三大栄養素比較表】 

 

食品／カロリー／水分／タンパク／脂質／炭水化物 

【あわ】  357kcal／13.3g／11.2g／4.4g／69.7g 

【ひえ】  366kcal／12.9g／9.4g／3.3g／73.2g 

【もろこし】364kcal／12.5g／9.5g／2.6g／74.1g 

【きび】  363kcal／13.8g／11.3g／3.3g／70.9g 

【はと麦】 360kcal／13g／13.3g／1.3g／72.2g 

【米】   358kcal／14.9g／6.1g／0.9g／77.6g 

 

※米と比べると雑穀はタンパク質が豊富。 
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玄米に含まれない栄養素 

玄米に含まれない栄養素⇒ビタミン D 

【1 日の摂取量(目安)8.5 ㎍（マイクログラム）※耐用上限

量 100 ㎍】     過剰摂取⇒高カルシウム血症が起こり、血

管壁や腎臓、心筋、肺などに多量のカルシウムが沈着 

 

【D 食材】※日光浴で体内合成される      

きくらげ 85／  乾 10 個⇒ 5g 

乾しいたけ  17／  大 1 個⇒ 5g 

あんこう 110／  1 人分⇒ 60g 

しらす干し 61／ 大さじ 1⇒ 5g 

べにざけ 33／ 切れ⇒ 80〜150g 

まいわし 32／ 尾⇒ 80g 

しろさけ 32／ 切れ⇒ 80〜150g 

にしん 22／ 尾⇒ 300g 

卵黄生 12／ 個⇒ 16g 

 

※高齢者は皮膚におけるビタミン D 産生能力が低下し、屋

外での活動量減少により日光照射を受ける機会が減少す

る場合もあり、多くのビタミン D を食事からも摂取する。 

 

    玄米に少ない栄養素      

『ビタミン A、K、C、12』 

 

◎ビタミン A【1 日摂取量(目安)】 

年齢        男性        女性 

18〜64 歳   600〜650μg    450〜500μg 

65 歳以上    550〜600μg    450〜500μg 

※ビタミン A の上限(目安)2700 ㎍ RAE 

 

◎βカロテン 

成人男性：9,600〜10,800μg 

成人女性：7,800〜8,400μg 

妊婦（後期）：7,800〜8,400μg＋960μg 

授乳婦：7,800〜8,400μg＋5,400μg 

 

【A 食材】100g あたり／マイクログラム 

のり        (32000μg) 

抹茶     (29000μg) 

しそ     ( 11000μg) 

モロヘイヤ  (10000μg) 

にんじん      (8600μg) 

わかめ      (7800μg) 

だいこん        (4400μg) 

みつば         (4100μg) 

かぼちゃ     （日本 700 ㎍、西洋 3,900 ㎍） 

ほうれん草    (4,200 ㎍） 

春菊             （4,500 ㎍） 

メロン赤肉    (3600μg) 

たかな漬        (3600μg) 

 

※動物性(脂溶性)は体内に蓄積 

なるべく植物性を取る      

 

味噌の栄養成分ビタミン K 

●味噌の栄養成分(ビタミン K.E.C.B2.B12) 

◎ビタミン K 

【1 日摂取量(目安)150μg】 

※骨粗鬆症の治療薬/骨形成促進/骨吸収抑制 

※血液凝固(＋抑制) 

【K 食材】 

のり 2,600μg 1 枚⇒ 2g 

乾燥わかめ 1,600μg 1 人分⇒ 10g 

乾燥ひじき 580μg 大さじ 1⇒ 2g 

生パセリ 850μg 1 枝 ⇒15g 

しその葉 690μg 10 枚⇒ 7g 

モロヘイヤ 640μg 1 束⇒ 100g 

挽きわり納豆 930μg 1 パック⇒ 30~50g 

※ビタミンＥ 

【1 日摂取量目安/3~7mg】 

酸化しやすいので、ビタミン C から電子を補う、アルツハ

イマー防止、過酸化脂質の生成を抑制、血管を健康に保つ、

LDL コレステロールの酸化抑制、赤血球の破壊を防ぐ作

用、細胞の酸化を防ぐ、老化防止 

【E 食材】※光に弱いので日光をさける。 

アーモンド 30mg⇒ 10 粒 ⇒ 14g 

らっかせい(殻付)  11mg⇒ 10 粒 ⇒ 25g 

モロヘイヤ 6.5mg ⇒ 1 束  ⇒100g 

西洋かぼちゃ 4.9mg⇒  1 個  ⇒1.5kg 

赤ピーマン 4.3mg⇒  1 個  ⇒100g 

しそ 3.9mg ⇒ 10 枚  ⇒7g 
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◎ビタミン C       【ヒトはビタミン C を体内で作れない／1

日の推奨量 100 ㎎】 

 

コラーゲンの合成に必要。鉄の吸収を高める。抗ストレス

作用を持つ副腎皮質ホルモンの合成を促進。抗酸化作用。

しみのもとである黒色メラニンの合成を抑える。 

 

【C 食材】 

アセロラ 1,700mg 1 個 ⇒ 6g 

グァバ 220mg 1 個 ⇒100g 

ゆず 160mg 1 個 ⇒100g 

キウイフルーツ 140mg 1 個 ⇒ 80g 

赤ピーマン 170mg 1 個 ⇒100g 

めキャベツ 160mg 1 個 ⇒10〜20g 

ブロッコリー 140mg 1 株 ⇒250g 

 

ビタミン B2について 

◎ビタミン B2【1,000kcal に対し 0.5 ㎎ 1 日】 

体内の酸化還元を促進し、健康と体力を持続し､長生きで

きる。 

 

【B2 食材】 

焼きのり 2.33mg 1 枚⇒  2g 

あおのり 1.66mg 小さじ⇒ 1 2g 

アーモンド 1.06m 10 粒⇒  14g 

乾燥わかめ 0.83mg 1 人分⇒  2g 

納豆 0.56mg 1 個  ⇒ 50g 

乾燥ひじき 0.42mg 大さじ 1⇒  2g 

しそ 0.34mg 10 枚 ⇒  7g 

 

◎ビタミン B12【18 歳 1 日の摂取目安 2.4μg 

妊婦は+0.3〜0.4μg、授乳婦は+0.7〜0.8μg】 

 

➡️エネルギー増強・持久力増幅 

タンパク質・アミノ酸・脂肪酸などの代謝 

➡️心血管疾患予防 

ビタミン B12 と葉酸は、ホモシステインが代謝するうえで

非常に重要な栄養素。 

➡️睡眠の質向上・不眠症の緩和 

メラトニンの生成に関わっている。 

➡️肌荒れや口内炎の予防・改善 

➡️耳鳴り・難聴の改善 

神経細胞を修復する働きを持っている。 

耳鳴りや難聴の治療薬として用いられる。 

【B12 食材】 

のり 78.0mg  1 枚⇒ 2g 

しじみ 68.0mg  10 個⇒ 30g 

あさり 52.0mg  中身 1⇒個 2〜3g 

らっかせい 0.46mg 殻付き 10 粒⇒ 25g 

ししとう 0.39mg  1 本⇒ 4g 

あさつき 0.36mg  1 わ⇒ 25g 

モロヘイヤ 0.35mg  1 束⇒ 100g 

ブロッコリー 0.30mg  1 株⇒ 250g 

 

乳酸菌 ごま 味噌について 

●梅干し⇒植物性乳酸菌の宝庫 

・善玉菌で腸内環境が良くなる 

・カテキン酸(アミノ酸)と乳酸菌の相乗効果で悪玉菌を抑

制       

・クエン酸⇒カルシウム吸収 

・加熱⇒ムメフラール(血流が良くなり、冷えや動脈硬化の

予防 

・疲労回復、抗酸化作用 

・ピルビン酸⇒脂肪燃焼の促進 

 

●ごま⇒脂質 50％、タンパク質 20％、ミネラル豊富 

(カルシウム、鉄分、亜鉛など) 

※脂溶性ビタミン A、D、E、K は油に溶けやすい 

⇒吸収率(アップ) 

●味噌の塩分は血圧を下げる 

【1 日あたりの塩分摂取量(目安)】 

男性 ・・・・・ 11g 

女性 ・・・・・ 9.3g 

※厚生労働省平成 30 年『国民健康・栄養調査』 

WHO(世界保険機関)では１日 5g 未満と低い 

それに比べて日本人は、塩分を多く摂っているわりには血

圧が低く、世界トップクラスの長寿国という事実です。そ

の理由の一つが、「食塩感受性」によるものだと考えられて

います。これは、食塩を摂って血圧が上がるか上がらない

かは個人差がある、ということ。実は、日本人の約 50％が、

食塩を制限しても血圧に影響しない「非食塩感受性」だと

言われています。 

※【参考】東京大学医学部 藤田敏郎名誉教授の研究より

（1995 年） 
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➡️味噌汁 1 杯分の塩分量は、1.5〜2g 程度〜 

野菜や海藻などと一緒に摂ることで、塩分を体外に排出し

やすくなる。塩分が気になる人は、具だくさんの味噌汁が

おすすめ。 

 

➡️味噌汁を１日２杯以上飲む人は、高血圧のリスクを下げ

るという調査結果もある。 

 

【漬物の塩分表】 

 食品名   グラム    塩分 

梅干し       1 個 13g ➡️2.2g 

ぬかみそ漬け大根 30g  ➡️1.1g 

べったら漬け   30g  ➡️0.9g 

塩漬け野菜    30g  ➡️0.8g 

しば漬け     20g  ➡️0.8g 

【栄養のバランス★まとめ】 

玄米(おむすび)＋のり(海藻)＋味噌汁＋漬物/梅干(＋赤し

そ)＋天然塩＋果物(柑橘類       ) 

【ビタミン補助】 

        魚貝類       (＋すりごま)＋緑黄色野菜(＋きのこ類＋日光

浴)       

 

GABAについて 

1 日に必要な GABA 

10~50mg(適量 30mg) 

100~400⇒ストレス軽減 

※脳や脊髄など、動物にとって重要な部位にある神経伝達

物質。 

「グルタミン酸」で体内生産       

    嬉しい効果      

①ノルアドレナリンの放出抑制 

副交感神経の活性化 

⇒高血圧予防、ストレス軽減 

②肝臓や腎臓の機能を活性化 

⇒利尿作用を促す⇒血圧低下 

③基礎代謝量を高め、動いていない時のエネルギー消費量

を増やして太りにくい体質をつくる 

⇒運動不足、生活習慣病予防 

④「TCA サイクル」を活性化 

脳の栄養素(ブドウ糖) 

「グルコース」を多く作る 

⇒脳血流や酸素供給が促進され、脳機能が改善する。 

    玄米の GABA を増やす方法     

分つき米でも「胚芽」が残れば増える。 

12~20 時間浸水「前発芽玄米」 

フィチン酸/アブシジン酸 1/3 に 

※玄米の毒⇒良い効果も 

ペプチド、コウジ酸、フェルラ酸の生成 

 

1.8 気圧 118℃ 

圧力鍋でモチモチ 

 

超時間保温 70℃⇒3 日~ 

メラノイジン生成 

⇒抗酸化物質 

 

      野菜の GABA 量       

100g 中／mg 

 

トマト   ： 62.6 

ジャガイモ ： 35 

なす    ： 20 

かぼちゃ  ： 9.7 

かぶ    ： 8.2 

キャベツ  ： 8.2 

シイタケ  ： 8 

キュウリ  ： 7.2 

納豆    ： 6.4 

エダマメ  ： 6.4 

ニンジン  ：6.2 

大根    ： 5.5 

大根    ： 5.5 

ピーマン  ： 4.4 

インゲン豆 ： 4.3 

カブラ   ： 3.9 

獅子唐   ： 2.4 

小松菜   ： 2.2 

レタス   ： 1.9 

チンゲンサイ： 1.8 

玉ねぎ   ： 1.4 

ほうれん草 ： 1.3 

白菜    ： 1 

大根菜   ： 0.5 

ブドウ   ：23.2 

温州みかん ：17.5 



10 

ニューサマ ：14.7 

ユズ    ： 12.4 

甘夏みかん ： 12.1 

ネーブル  ： 11.5 

イヨカン  ： 10 

愛宕柿   ： 9 

ビワ    ： 8 

ハッサク  ： 5.5 

キュウイ  ： 3.3 

ポンカン  ： 2.3 

モモ    ： 1.7 

富有柿   ： 1.5 

イチジク  ： 1 

ナシ    ： 0.1 

シャコ   ：750 

ぬか漬け  ：100 

発芽玄米  ：12 

チョコレート：9 

緑茶    ：5 

白米・玄米 ：1 

 

食糧備蓄に最低限必要なモノとは何か？ 
長期保存可能な食材は何か？という捉え方でも大丈夫で

す。 

 

その際 低所得者の方々でも備蓄出来るモノである必要

があります。 

(健康を害するカップ麺では、生き抜く事は出来ません) 

⬇️ 

☆ 保存方法は、どの様にすればいいか？ 

 

☆ 保存に対し昔の人は、どんな知恵を持っていたか？ 

 

梅干し 

食糧備蓄としては体験談で梅干し毎年漬けてます。 

多めに頂いたりしたら大根や人参、椎茸など干して保存し

てました。 

栄養のあるものとして、備蓄としては梅干しと乾物は良い

と思います。 

 

乾燥野菜 

私も採れすぎて生のままでは消費しきれない野菜は薄く

スライスや千切りにして天日干しして乾燥野菜を作って

保存しています。 

保存期間が延びるだけで無く、旨味、ビタミン類の栄養価

も格段にアップすると聞いてからは積極的に作る様にな

りました。 

大根と人参の千切りはミックスしておけば切り干し大根

がすぐ出来るし、人参、ごぼう、椎茸のミックスは炊き込

みご飯の具材になります。 

ネットに入れて干してます。 

保存は密閉容器です。 

 

大豆ミート 

お肉の代わりに普段から大豆ミートを食べています 

薄切り肉や唐揚げ用やミンチ肉等の種類が有ります 

大豆ミートの唐揚げは本当に美味しいです 黙って主人

に出しても全く気付か無いです 

保存色には良いと思います 

有機パスタ 切り餅等を買って少しだけ備蓄として保存

しています 消費したらまた買って消費期限をチェック

して 

食べる様にしています 

麦味噌を作っています 

発酵食品なのでお味噌は 

備蓄には必須の様に思います 

ひじきや切り干し大根も良いですね 

 

煮干し 

煮干し（食べる煮干し等）とゴマ 

栄養価があって保存が効きます。火を使わずに食べられる。

価格もお手頃と思います      調理が必要ないので今も食事

に取り入れています。 

 

乾物 

私も乾物大好き人間です。 

保存きくし、安いし。 

高野豆腐、干瓢、干し椎茸、切り干し大根、麩、湯葉、お

からパウダー、大豆ミート、ひじき等。 

道の駅などに売ってる５ミリ角くらいの極小サイズの高

野豆腐はすごく便利、戻さずにそのまま使えます。 
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炒めものとか水分出すぎてベチャベチャで失敗！と思っ

たときのリカバリーにもちっちゃな高野豆腐を使います。

お汁を吸ってくれるし、具材も増えてカサ増しできます^^ 

高野豆腐と干瓢はいろんなメニューに使うのが好きです。

干し椎茸と湯葉も大好きですが ちょっとしょっちゅう使

うのは高いです…    

キャベツの代わりに切り干し大根でお好み焼きしたり。切

り干し大根を調理鋏でチョキチョキ短く短く切って、水分

でがちな野菜を使う時とかに、戻さずそのままチャーハン

の具材にすると、パラパラのチャーハンになります。 

おからはパウダーの商品だけでなく、昔からある半ナマ状

態のも好きです。 

大量の半ナマおから（一袋まるごと）と 刻み高菜漬け物

（これも一袋まるごと）を一気に胡麻油で炒めます。やや

しっとり感を残した程度のパラっと感に仕上げた「高菜お

から」は、ごはんにピッタリ！簡単に作れるご飯のオトモ。 

一袋まるごとで作るので結構たっぷりタッパーに入れて

冷蔵庫で保存します。 

この高菜おからをチャーハンにも使うと、おからの風味と

高菜の酸味、パラッパラのチャーハンができます。 

卵焼きにも、ひじき入れたり、乾物は便利です。 

日本は大豆の発酵食品も乾物もいろんな物がありますね。

昔から日本人の食を支える大豆、すごいです^^ 

煎った大豆を甘めのお酢に漬けとくだけのも美味しいで

す。 

備蓄した方がよいもの 

◎備蓄した方が良いもの 

・水 

・玄米 

・米ぬか 

・塩(食卓塩ではない天然の塩) 

・大豆 

・味噌 

・梅干し 

・ごま 

・黒糖 

・醤油 

・日本酒 

・緑茶 

・じゃがいも 

・切り干し大根 

・乾燥しいたけ 

・乾燥ひじき 

・乾燥わかめ 

・乾燥高野豆腐 

・乾燥とろろ昆布 

・乾燥青じそ 

・乾燥煮干し 

・乾燥させた根野菜 

・乾燥こんぶ 

・乾燥にぼし 

・小松菜(冷凍保存) 

・玄米 

・蕎麦ごめ 

 

保存方法 

乾物は密閉期 

冷凍保存できるものは冷凍 

 

◎保存方法 

・玄米はお米の冷蔵庫などがあれば良いですが、無い場合

は日の当たらない涼しい場所に保管。 

 

・じゃがいもは日の当たらない通気性の良い涼しい場所で

ダンボール箱(密封してはダメ)に新聞紙などを敷いて軽く

包んで置いておくと 2〜3 ヶ月は保ちます。(無農薬であれ

ばもっと長持ちします) 

 

・大根やその他、乾燥出来るものは全て乾燥させておくと

良い。 

 

・葉もの野菜などは茹でて切ってから冷凍しても良いと思

います 

(ほうれん草、枝豆など) 

 

すだち 

徳島はスダチが有名です。 

柑橘系の物を果汁にして瓶に保存して置くのも良いと思

います。私はスダチが豊富な時期に果汁にし塩か市販の酢

を混ぜて保存します。そうする事で長期保存が可能です。

ビタミン C が豊富です。 

＊ストレスはビタミン C を大量に破壊するそうで、不足す

ると風邪をひきやすくなるそうです。避難用品にビタミン

C と言われてるほどです。 
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おからヨーグルト 

粉末おからをヨーグルトでふやふやにして、胡瓜、ハム、

ゆで卵、枝豆入れてからしマヨネーズであえて、ポテトサ

ラダならぬオカラサラダを今日 作ります。じゃがいも     

茹でるの暑い〜時にコレやります、簡単です^^ 

乾物系や粉系、乾麺は便利です。春雨とかも保存がきくの

で便利です。酸味きかさた春雨サラダは夏、特に美味しい

です。 

8 つの保存方法 

〜干す〜 

①干し魚、干し大根、干し柿、昆布、干し肉、干し貝柱、

干し芋、ドライフルーツ、昆布、わかめ、アジやイワシの

塩干し。 

〜塩を使う〜 

②漬物、梅干し、塩辛など 

※糠漬けは手入れをすれば継ぎ足して、繰り返し使える。 

〜煙でいぶす〜 

③かつおぶし、魚や肉の燻製。 

※煙でいぶすと表面に膜ができるため、雑菌の侵入を防ぐ。 

〜凍らせて乾燥させる〜 

④凍み豆腐（高野豆腐など）、凍みこんにゃく、凍み大根、

豆腐やこんにゃくなど。 

※薄く切り、極寒期に屋外に干す。夜の間に水分が凍って

表面に付着する⇒それが昼に溶けて蒸発する⇒これを繰

り返して乾燥させる。 

〜油やアルコールを使う〜 

⑤魚（イワシなど）の油漬け、果実酒（梅酒など）、粕漬け

（奈良漬けなどはアルコールをつぎ足せば半永久保存が

可能) 

※空気を遮断して細菌の繁殖を妨ぐ。 

 

〜砂糖を使う〜 

⑥ジャム、マーマレード、ゆべしなど。 

※ 糖度が高いと細菌から水分を奪う。 

〜酢を使う〜 

⑦しめサバ、酢漬け（ピクルスなど）、マリネなど。 

※酢酸が細菌の繁殖を妨げる。 

〜発酵させる〜 

⑧味噌、漬物、なれずし、チーズ、キムチ、ピータンなど 。 

※有益な微生物や酵素の働きによる「発酵」を活かしたも

の。 

 

日本の保存事情 

北海道：元々アイヌノ人々が生活していた地のため、食文

化のルーツにその知恵が根付く。 

★ルイペ：北海道 

鮭を冷凍保存し、凍ったまま刺身のように食べる。シャク

シャクとした独特の触感がある。 

東方地方：東北地方は寒冷のため凍結乾燥させるという保存

方法が確立した。 

★いぶりがっこ：秋田県 

大根などを暖炉裏の上につるして燻製にしてから、ぬか漬

けにする。燻製の香り豊かな漬物。 

★凍み豆腐：東方口方全般 

豆腐を寒中の屋外に放置し、夜間凍結・日中に溶けること

を繰り返すうちに乾物となる。 

関東地方：太平洋港を中心に漁業が盛んで、余った魚を保存

食にするようになった。 

★くさやの干物：伊豆半島 

鮮魚を発酵液に漬けこんで日干しする。独特の臭気は焼酎

や日本酒に合うとされる。 

中部地方：南部は高温多湿で食品が腐りやすいため、発酵食

品を利用した保存食が作られてきた。 

★ふぐの卵巣のぬか漬け：石川県 

近畿地方：関西周辺は特に古代日本の政治の拠点で、様々

な地域から献上品として食品が集まった。 

★蘇（そ）：大阪府 

牛乳に形成される幕を集めて固めた、日本最古のチーズ。 

★奈良漬け：奈良県 

白うりなどの野菜を塩漬けにし、酒かすに漬ける。 

 

 

中国地方：雪の多い山陰地方では、海で取れた魚介類を乾物

にしたり、塩漬けにすることで食材を保存してきた。 

★鯖寿司：岡山県 

鯖を酢づにし押し寿司にしたもの。 

★トウガラシ味噌：鳥取県 

みそにゴマと砂糖と唐辛子を加えたもの。江戸時代の大火

依頼、勝見集落で復興のシンボルとして伝えられている。 

四国地方：瀬戸内海に面しており魚介類の保存食が多くみら

れる。 

★緋のかぶら漬け：愛媛県 

赤色が鮮やかなかぶの酢漬け。 

★酒盗（しゅとう）：高知県 

魚の内臓を塩でつけたもの。 
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九州地方：温暖な気候のため、香辛料の効いたものや酸味の

ある料理が好まれた。 

★味噌だご：宮崎県 

沖縄地方：温暖で野菜が年中栽培できるため、野菜の保存食

は存在しない。 

★スクガラス：沖縄県 

アイゴの稚魚の塩漬け。 

 

保存食の実践から学んだこと 

基本的に『乾物』は安価で、誰でも手軽に手に入り、気軽

に使いやすいので、備蓄にお勧め    

 

●海藻を食べている地域が最も長生き(白米を食べる地域

が最も短命)との調査結果もある。 

 

〜味噌づくり〜 

●栄養のバランスの良い味噌はどんな豆からでもできる

ので、バリエーションも豊かで、手作りするのも楽しいと

思いました     

 

〜実践から学んだこと〜 

●ネギ、ニンニクなど生野菜を長期保存したい場合は、醤

油漬けが最も長持ちしました(一年以上) 

 

●葉物野菜は漬物にすると、高菜のようになんでも美味し

くなって長持ちしました(一年以上) 

※オクラやブロッコリーも可能       

 

●冬瓜は冬を越して保存できます。暑い夏になっても未だ

に腐っていません。(沖縄にて実験中)        

 

●芋類は土や微生物がついたまま乾燥保存すれば、日持ち

する感じがしました(芽が出るまで)        

 

●みかんは、皮が固くなっても中身はみずみずしいまま、

思ったよりもかなり長持ちしていました(庭で採れたもの

      約半年) 

 

●酢と塩(又は醤油)玉ねぎドレッシングも一年以上保ちま

した         

●柿は食べ切れないものを発酵させて、柿酢をつくりまし

た。 

 

●果物や紫蘇などの酵素ジュース作りもおすすめ(ジュー

ス)蓋を開けた無農薬りんごジュースを冷蔵庫で長期保存

したら炭酸になり、さらに美味しくなりました        

 

〜保存食づくりに必要な調味料〜 

醤油、酢、酒、油、塩、麹、糠 

 

     手軽だと思う保存食まとめ       

米、味噌、豆、芋、乾物、好みの漬物、日持ちする野菜や

果物、好みの手作り調味料。 

 

玄米ごはんの一汁一菜 

玄米ごはんとお揚げとさつまいもとしめじのお味噌汁と

ぬか漬け！の一汁一菜なら簡単に作れて美味しい、しかも

献立代もそんなに高くないですね。具だくさんのお味噌汁

     

干し椎茸、干瓢、切り干し大根、高野豆腐、乾燥ワカメな

ど、冷蔵庫に入れなくてもよくて保存のきく乾物を使いま

す。 

 

食料自給率とは 
 

以下の情報をお読みいただき、食料自給率について考えて

いきたいと思います       

 

・食料自給率とは何か？ 

・そもそも 38%という数字は、どの様に算出された数字な

のか？ 

・どうすれば上がるのか？ 

など皆さまが疑問に思うところ、気づき、カラクリ等 ご

意見を伺いたいと思います。 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7912a755d23ade7b146b

a07fc29d03de48c0c029 

 

 

 

 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7912a755d23ade7b146ba07fc29d03de48c0c029
https://news.yahoo.co.jp/articles/7912a755d23ade7b146ba07fc29d03de48c0c029


14 

21 年度食料自給率は 
38％と微増 政府目標との差は依然大きく 

 

 

食料自給率の推移 

 農水省は 5 日、2021 年度の食料自給率がカロリーベー

スで 38％だったと公表した。小麦と大豆の増収などで、

37％で過去最低だった前年度から 1 ポイント上向いた。一

方、30 年度に 45％とする政府目標との差は依然大きい。

食料安全保障の確立が課題となる中、達成に向けた具体策

が求められる。 

小麦や大豆の増収もあって微増も… 

 食料自給率は、国内の食料供給に占める国内生

産の割合を示す。1965年度の統計開始時はカロリ

ーベースで 73％だった。長期的に低下傾向で、近

年は 40％を下回って推移している。  生産額ベー

スの自給率は前年度を 4ポイント下回り、過去最低

の 63％。国産の米や野菜が値下がりした一方、飼

料や肉類などの輸入額が国際価格や海上運賃の

上昇などで増えた。  カロリーベースの自給率の上

昇要因として同省は小麦と大豆を挙げた。小麦は

面積が前年比 4％増で、10アール収量は同 12％

増の 499キロで過去最高。大豆も面積は同 3％、

10アール収量は同 10％増えた。  ほぼ自給する

米も、上昇要因に挙げた。コロナ禍に伴い低迷して

いた外食需要の回復に加え、20年度の需要が落ち

込んだことの反動も大きいとした。20年度は、コロ

ナ禍が表面化した 19年度末に駆け込み需要が生

じた影響で、その分の消費が減っていた。  政府

は 30年度に食料自給率をカロリーベースで 45％、

生産額ベースで 75％とする目標を掲げる。同省

は、麦・大豆などの国産化に引き続き注力する考え

を強調。「個々の施策を改善しながら達成を目指し

ていく」（大臣官房）と述べた。  一方、国内で生産

できる熱量を示す「食料自給力指標」を巡り、同省

は「現時点で不備がある」（同）とし、今後の食料・農

業・農村基本法の検証で、論点になる可能性を示

唆した。生産資材が十分に確保されている前提で

試算しており、肥料の調達不安定化などのリスクに

対応していないとの認識を示した。 

自給率最新版 

最新版です 

参考になれば           

 

自給率について 

令和 3 年度(令和 4 年 8 月更新) 

農林水産省 

 

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/attach/pdf/2

20805-2.pdf 

 

粗食の栄養価 

自給率の話では無くて恐縮ですが、粗食と言われている玄

米やお野菜中心の食事は栄養価の高さ、消化に時間がかか

るが腹持ちは良い＝持久力が高いのかなと思います。 

また、人の身体は食事の回数が減ると、飢餓に備えて蓄え

るので栄養もしっかり吸収されるかと。 

ダイエットにはお肉を食べる事を推奨しているのは、糖質

に比べ脂質は消化に使うエネルギーが高いから、と言われ

ています。 

それを逆に考えると、消化のためにエネルギー消費してし

まい持久力が続かない様に感じました。それで少食粗食小

柄なのに体力がある日本人を危惧してお肉を食べさせる

習慣づけをしたのかな…と思いました。 

以下、そんな風に思った参考文献です。 

人間の体が行う「3 つの代謝」 

(1)基礎代謝…約 70％ 何もしなくても消費されるエネル

ギー 

(2)生活活動代謝…約 20％ 動くことによって消費される

エネルギー 

(3)食事代謝…約 10％ 食べた物を消化・吸収する過程で

消費されるエネルギー（＝食事誘導性体熱産生【DIT】） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/7912a755d23ade7b146ba07fc29d03de48c0c029/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/7912a755d23ade7b146ba07fc29d03de48c0c029/images/000
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E8%BE%B2%E6%B0%B4%E7%9C%81&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E7%A6%8D&fr=link_kw_nws_direct
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/attach/pdf/220805-2.pdf
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/attach/pdf/220805-2.pdf
https://www.agrinews.co.jp/
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（※％は 1 日の消費エネルギーにおける代謝の割合） 

基礎代謝の内訳は、内臓が約 40％前後、脳が約 20％、筋

肉が約 25〜40％といわれています。  

筋肉を動かすことも大事ですが、内臓（胃腸）を活発に動

かすことでも代謝を上げる効果が期待できそうです。 

胃腸の働きは、食事でも活性化させることができます。食

べた物を消化・吸収する過程で消費されるエネルギーを

「食事誘導性体熱産生【DIT】」といい、この DIT はお肉

を食べるとたくさん消費することができるのです。 

たとえば、ごはんを食べると体がポカポカしませんか？ 

これは、熱が発生して代謝が上がっている証拠です。お肉

に含まれるタンパク質をとると摂取カロリーの約 30％が

DIT として消費され、体温を上げます。  

糖質のみを摂取した場合は約 6％、脂質のみを摂取した場

合は約 4％のエネルギーを消費するといわれており、お肉

（たんぱく質）を食べることが一番エネルギーを消費する

ことが分かりますね。 

10g のたんぱく質のカロリーは、10×4kcal=40kcal ですが、

つまり、食べた分の 30％である 40kcal×0.3＝12kcal が消

化のためにエネルギーとして消費されるのです。このよう

に、食べるとエネルギーが消費されて代謝も上がるのです

から、「お肉は太る」は間違い。「お肉は痩せやすい食材」

なのです。 

 

食料自給率とは（別資料 1） 

【食料自給率とは】 

 

➡️我が国の食料供給に対する国内生産の割合を示す指標 

 

その示し方については、 

＊ 単純に重量で計算することができる品目別自給率 

 

＊ 食料全体について共通の「ものさし」で単位を揃えるこ

とにより計算する総合食料自給率 

 

この 2 種類があります。 

このうち、総合食料自給率は、 

熱量で換算するカロリーベースと金額で換算する生産額

ベースがあります。 

参考サイト 

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html 

 

☆日本で採用されているのが 

『カロリーベース』の総合食料自給率 

 

38%とはカロリーべースでの計算であり、食料自給率の算

出に、このカロリーベースを採用することについて問題が

あるような気がします。 

 

◉問題点 

・ 輸入された餌で育った 

牛や豚や鶏、卵などは、国内で育てられたものだとしても

算入しないのが、カロリーベースの食料自給率になってい

る。 

・ 食べられずに廃棄された食料も分母に含まれるため 

年間約 2000 万トンもの食品廃棄のある日本では、必然的

に自給率が低くなっているのではないか？ 

☆食べ残しや消費期限切れで捨てられる食料、食品ロスを

減らせば 

自給率自体のアップにつながるのでは？ 

 

 

⬇️食品ロス削減関係参考資料 

(令和 4 年 6 月) 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/in

formation/food_loss/efforts/assets/efforts_220614_0001.p

df 

 

☆ カロリーベースによる自給率の算出は、国際標準では

ない。 

日本のほか、韓国や台湾など、一部の国で採用されている

に過ぎない。 

主要先進国をはじめ、国際的に主流となっている算出方法

は、『生産額ベース』の食料自給率のようです。 

食料自給率とは何か（別資料 2） 

ー食料自給率とは何かー 

 

食料自給率とは、「食料」を「自分たち」で「供給」できる

能力のこと。たとえば、国内で必要な食料のうち半分を国

内で生産し、半分を海外から輸入していたとしたら、食料

自給率は 50%となります。 

日本は、先進国のなかでも「食料自給率」がとても低いこ

とで有名です。 

食料自給率が低い」とは、自分たちの食べ物を海外からの

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/assets/efforts_220614_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/assets/efforts_220614_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/assets/efforts_220614_0001.pdf
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輸入に頼っているということで、日本はもともと食料自給

率が低かったわけではありませんが、年々低くなっていま

す。 

 

ー38％はどのように計算されたのかー 

 

日本の食料自給率は先進国のなかでもかなり低く、 40%

を下回っています。つまり私たちが口にする食べ物の 60%

以上は、海外から輸入されたものということです。 

食料自給率は大きく分けて「カロリーベース」と「生産額

ベース」の 2 種類で計算され 

カロリーで計算された食料自給率を「カロリーベース」と

呼びます。日本の「カロリーベース」の食料自給率は約 38%

です。ちなみにカロリーとは、簡単にいうと「生きるため

に必要なエネルギー」のことをいいます。 

一方で、お金をもとに計算された食料自給率を「生産額ベ

ース」と呼びます。日本の「生産額ベース」の食料自給率

は約 65%です。 

なぜ、生産額ベースの食料自給率が高いのでしょうか？ 

例えば、同じ牛肉でも「安価な牛肉」と「高級和牛」では

値段が違いますよね。つまり、生産額が大きく異なります。

このように、国産の高級和牛やブランド食材が、日本の生

産額ベースの食料自給率を大きく押し上げているといわ

れています。 

 

＊「カロリーベース」「生産額ベース」ともに、日本の食料

自給率は 100%を下回っています。この状態でもし海外か

らの食料輸入が止まってしまったら、日本国内の人々が生

きていくだけの食料が足りなくなります。 

 

ー対策ー 

お米文化の推進・農業の担い手の開拓・地産地消の推進 

１つ目は「お米文化の推進」です。お米をもっと食べまし

ょうというものです。２つ目は「農業の担い手の開拓」。農

業を担う若者が減っていることに対する対策ですね。３つ

目は「地産地消の推進」。外国産の食べ物ではなく、地元で

とれたものを地元で消費しましょう、という働きです。 

日本の食料自給率が減ってしまった要因は、ひとことで言

うと食文化の変化によるものです。戦後、欧米型の食文化

が浸透した結果、日本人のお米の消費量が減少して 

 

お米の消費減少 

お米の消費量が減少してしまいました。代わりに、畜産物

（牛肉や豚肉や鶏肉）、油脂類（油分の多い食事）の消費量

が増えたんですね。このことが、食料自給率低下の大きな

要因であるといわれています。 

 

日本の食文化を見直し国内生産を中心とした農業を活性

化することが大切だと思います。 

 

ー参考ー 

食料の種類によって食料自給率が異なります。お米は大部

分が日本国内でつくられているので、お米の自給率はほぼ

100%です。 

多くを国内生産でまかなっているのは「野菜」「いも」「き

のこ」の３品目 

これらは鮮度が重視されるので、生産地から近いところで

消費される傾向が強くなる品目です。「地産地消」「近郊農

業」 

海外産と国内産が流通している「肉」「魚介」「果物」の３

品目は国内産だけでなく海外産も多く流通しているので、

食料自給率があまり高くありません。 

国内生産がほぼなく、ほとんどを海外に依存している物で

は「小麦」「大豆」「油脂」の３品目は自給率が低くなって

います。 

参考 URL 

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html
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フードコンパス 

「フードコンパスとは」 

2021 年に米国心臓協会が人生の全ての段階で心臓病や脳

卒中のリスクを減らす 10 の健康な食事スタイルを提唱し、

米タフツ大学研究チームが様々な食品の健康度を栄養素

などに基づき 1〜100 までの数値で評価する手法を考案し

たものを言う。 

食品 8032 品目をデータベース化し、全てを一貫してスコ

アリングしている。数値が高いほど健康度が高く小さくな

ると健康度が低い。 

研究チームの推奨の目安として、 

70 以上 「おすすめ」 

69〜31   「適度に」 

30 以下 「控えめに」 

との事である。 

ちなみに、人気食品では 

野菜カレー 90 

ツナサラダ、コーヒー 73 

鶏胸肉のグリル 61 

チキンバーガー 50 

チーズバーガー 8 

即席麺、プリン 1 

 

参考文献 URL 

https://tokuteikenshin-

hokensidou.jp/news/2021/010589.php 

 

https://www.47news.jp/7163372.html 

 

フードコンパスの点数表では無いですが、 

フードコンパス豆類の 100 点は大豆など 

・果物の 100 点はオレンジ、レモン、イチゴなど 

・野菜の 100 点はアボガド、人参、ほうれん草など 

・魚介類の 100 点は生魚、生牡蠣、調理した巻貝 

・調味料の 100 点は生唐辛子とパプリカだけ 

・飲み物の 100 点はミックス野菜ジュース、セロリジュー

ス、減塩 100%トマトジュース 

あなたが食べている食品は体にいいのだろうか？ 

100 点満点のうちで、何点くらいなのだろうか・・・気に

なりますよね。 

参照 URL 

https://www.gentlemans-topic.com/food-8000/ 

https://news.infoseek.co.jp/article/lbr_139803/ 

バランスのとれた食事とカロリー 

ー体をつくる元になる食費ー 

6 つの基礎食品群を必ず 1 日 1 回はメニューに取り入れま

しょう 

       6 つの栄養素を取り入れた食事例         

ごはんは約 150g・パンは約 90g ぐらいが目安 

* 主食…おもにエネルギー源となる料理で、ごはん・麺・

パンなど 

* 主菜…おもにタンパク質や脂質で、魚介・肉・卵・大豆

製品などのおかず 

* 副菜…おもにビタミン・ミネラル・食物繊維などで、野

菜・いも・海藻・きのこなどのおかず 

* もう 1 品…汁・飲み物・果物など 

どれが欠けても多くても、栄養的に過不足が生じます。 

6 つの基礎食品 

     6 つの基礎食品の役割       

 

* 基礎食品 第 1 群タンパク質が多く、おもに筋肉や血液

になります。主な食べ物：肉類・魚類・卵・豆類 

* 基礎食品 第 2 群カルシウムが多く、骨や歯をつくりま

す。主な食べ物：乳製品・小魚・海藻類 

* 基礎食品 第 3 群色の濃い野菜で、体の調子を整え、ビ

タミンとミネラルが多いです。主な食べ物：緑黄色野菜 

* 基礎食品 第 4 群色の薄い野菜や果物で、体の調子を整

え、ビタミンとミネラルが多いです。主な食べ物：淡色野

菜と果物 

* 基礎食品 第 5 群穀類やイモ類で、エネルギーのもとに

なり、炭水化物が多いです。主な食べ物：穀類・イモ類・

砂糖 

* 基礎食品 第 6 群油脂製品やナッツなどの種実で、エネ

ルギーのもとになり、脂質が多いです。 

主な食べ物：油脂・種実 

https://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2021/010589.php
https://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2021/010589.php
https://www.47news.jp/7163372.html
https://www.gentlemans-topic.com/food-8000/
https://news.infoseek.co.jp/article/lbr_139803/
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6 つの基礎食品表 

 

7 大栄養素 

       

非栄養素食品因子 がプラスされた 

7 大栄養素とは？ 

 

非栄養素食品因子とは、栄養素に似た働きをする食品因子

で、食物繊維やファイトケミカル・ポリフェノールなど、

抗酸化作用や免疫力などを高める効果が期待され、研究も

進み注目されている分野です 

 

7 大栄養素の体内での主な働き 

 

栄養素摂取量目安 

     3 代栄養素を元に年齢別に 1 日に必要な摂取量の目安

表       
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接種カロリー表 

     年齢別一日に必要な摂取カロリー目安表       

 

 

和食の大切さ 

バランスの取れた食事をテーマに調べてみて 

大袈裟な様ですが、食事によって人生まで変わる気がして

ます。 

 

近代では食のグローバル化が進み、日本は飽食の時代。飽

食の時代によるデメリットとして栄養バランスの偏りや

高カロリーな食生活が習慣化し、生活習慣病などの病気が

発症している現代において和食を中心とした食事の見直

しの重要性を感しました。 

昔の人は様々な食材を保存食にして食事の度に箸休めな

どと言いながら多数の種類の食品を少しづつ食べていま

した。 

脇役になるような品目が実は丈夫な身体を育む源だった

のかも知れません。 

 

高齢者に向けた食事 
高齢者に向けた食事は、どの様にすればいいか？ 

・噛む事の重要性について 

最低限必要な摂取カロリーもわかれば記載をお願い致し

ます。 

 

咀嚼について 

★咀嚼回数の目安★一口『約 30 回』 

※現代人は一口「約 15 回」 

①現代人の咀嚼回数は、 

「620 回/食、食事時間は 11 分/食」 

②戦前の食事内容(麦飯や大豆などの豆類) 

「1420 回/食、食事時間は 22 分/食」 

〜『よく噛む』という刺激のメリット〜 

脳内の「情報伝達物質」を増やして、 

脳を活性化することが報告されている。 

①認知症予防 

②味覚の発達 

③肥満予防 

④ガンの予防 

⑤子供の脳の発達を促進 

⑥虫歯や歯周病の予防 

アルツハイマー型認知症では、大脳皮質に「アミロイドβ

蛋白」という物質が沈着することが原因の一つといわれて

おり、「老人斑」と呼ばれるシミのようなものが大脳皮質に

発生し、情報伝達を妨げます。 

脳内の『アセチルコリン』という情報伝達物質を増やすこ

とでシミを減らし、記憶や学習能力をつかさどる 

海馬への刺激も増え、脳が活性化される。 

人の味覚は、乳幼児が一番敏感といわれており、約 3 歳に

なるまでに色々な食材の味になれることで、豊な味覚が形

成され、口の中の唾液の分泌を盛んにし、虫歯や歯周病の

予防につながる。 

唾液の中に含まれる「酵素」により、発がん物質の働きを

抑える。 

 

咀嚼は無意識に 

     咀嚼は意識をするよりも、 

無意識に行ったほうが上手くいく       

      ゆっくり噛んで、味を楽しむことで、 

良いホルモンが分泌され、良い記憶が残されて、 

体にも良い影響を与える        

『令和元年国民健康・栄養調査報告』では 

「何でも噛んで食べることができる」と回答した割合は

75％で、年々増加傾向。 

「左右両方の奥歯がしっかり噛みしめられない」と回答し

た人の割合は、 

60 代で 45.8％、70 歳以上で 43.3％ 

つまり、4 割以上の高齢者が 

咀嚼に何らかの問題を抱えている      

〜咀嚼には、２つの過程〜 
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①どのようなものが入ったかがわかり 

②食物を細かく砕く処理をする。 

〜『硬い食物』を食べるメリット〜 

「食物を細かく砕く処理をする」過程に入ることで、砕く

処理をしている間は、下顎が「リズミカルな動き」と、舌

や頬との協調運動で「複雑な動き」をします。 

      美味しいと感じる範囲で楽しんで咀嚼することが、結

果として脳にも良い記憶として残ります。 

そうすると、次に同じものを食べたときに、その記憶がよ

みがえることもあります。食欲が出てきたり、楽しい気持

ちになったりし、良いホルモンが分泌され、体にも良い影

響をもたらすことが期待される        

    歯とともに義歯が合っていなかったりすると咀嚼が不

十分になる可能性があります。口腔ケアがとても大切にな

ります。 

     味のある食物を噛んでいるときは、 

「脳の循環がわずかに増加」 

    咀嚼に問題が起きると、柔らかいものを好んで食べる

ようになり、筋肉をつくるタンパク質が不足したり、筋力

低下にもつながる可能性がある。 

以上のことから、 

『柔らかく炊いた玄米』は高齢者におすすめできる食材で

あると思いました      

 

噛むメリット 

〜5 つの噛むメリット〜 

★20 分噛むとセロトニン増加★ 

噛むことで脳内の血流が増え、脳の運動野や感覚野、前頭

前野、小脳などが活性化。 

※前頭前野は判断、感情、行動、記憶、コミュニケーショ

ンに関わる重要な部分。 

うつ病になると、この前頭前野の機能が低下することが指

摘されていますが、 

噛むことで前頭前野の血流が増え、 

①脳の機能がアップ       

「海馬」は、すべての情報が一時的に保存される、脳の記

憶庫のようなところですが、わざと「噛み合わせ」を悪く

したマウスでは、この海馬の細胞が消失、記憶力が低下し

たという実験結果があります       

噛むことは海馬を刺激し、活性化するため 

②記憶力を高められる可能性があります       

研究によると、ガムを『20 分間しっかり噛み続ける』こと

で、脳のセロトニン神経が活性化し、血液中のセロトニン

濃度が増加したそうです。 

セロトニン神経が活性化すると、ストレスを緩和し幸福感

を高めるセロトニンの分泌が増え、 

③うつなどの改善にも効果があるといわれています。 

また、セロトニンは、睡眠ホルモン・メラトニンを作り出

す材料でもあります。セロトニンがたくさん出ると、 

④夜ぐっすり眠れる効果もあるそうです      

噛むと脳からα波が出ることもわかっています。α波とは

脳波の一種で、 

⑤集中力や記憶力を高めてくれます      

噛むと「覚醒しながらリラックス」できるという独特な状

態を作り出すことができます。 

※スポーツ選手が、積極的にガムを噛んでいることもある

そうです。 

 

高齢者の三大栄養素の注意点 

 

1.炭水化物の取りすぎは血糖値の上昇を上昇させ「肥満の

原因」となる。 

2.脂質は細胞膜の原料となったり脂溶性ビタミンの吸収を

高めるなど生きていくために必要な栄養素。 

3.タンパク質は高齢者が不足しやすい栄養素で、不足する

と低栄養の原因となる。 

４.ビタミン・ミネラルは皮膚の健康や免疫機能、体の調子

を整えるうえで必要な栄養素。 

5.カルシウム不足で骨粗しょう症を進行の可能性があると、

一般的にいわれている。 

6.水分管理の重要性。 

寝たきりの方や高齢者は、のどの渇きを感じにくいため、

水分が欲しいことを自分で伝えることが出来ない場合も

多いですし、排尿を少なくするために意識的に水分を控え

てしまう場合があります。 

〜誤嚥を起こさないためのポイント〜   

①食事を取る際の姿勢 

ベッドで食事をする際は本人の希望も考慮して、リクライ

ニングで 45 度〜80 度くらいまでに体を起こすなど。 

②嚥下能力に合わせた食事形態にする。 

味噌汁などの液体状のものはとろみがあると、誤嚥せずに

飲み込みやすくなります。 

〜重度の寝たきりの場合のポイント〜 

きざみ食、極きざみ食、ミキサー食など 
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高齢者に向けた食事 

   高齢者に向けた食事とは     

▪️高齢者の痩せすぎに注意 

高齢者は普段から体重の変化や BMI などにも注意し、栄養

バランスの良い食事を摂るようにしていきます。高齢者で

は肥満よりも痩せすぎの方の方が、死亡率が高くなってい

ます 5)。 

 

▪️高タンパクの必要性 

肉、魚、卵、乳製品などの動物性たんぱく質は人の体の筋

肉や血液など身体をつくる役割があります。たんぱく質の

摂取不足により、血液中のアルブミン量が減少し、低栄養

状態を招きます 4)。 

 

▪️不足な物は間食で補う 

高齢者になると 1回の食事量が少なくなるため、栄養素の

不足によって低栄養を引き起こします。1 回の食事で不足

する栄養素は、間食で摂るようにしましょう。たんぱく質

が含まれるのを積極的に摂るようにします。 

 

   しっかり噛んで食事をすることは、認知症の予防など健

康寿命の延伸にもつながりますので無理なく咀嚼出来る

固さに気を配りながら、やきざみやとろみを取り入れて美

味しく食べられる料理を工夫する 

参考サイト 

高齢者にとってのぞましい食事とは何か？ 

https://www.caremanagement.jp/ad2/y15_kewpie/intv01 

高齢者食事注意点 

   高齢者の 

  身体の変化と食事注意点     

身体機能は、加齢に伴い低下する傾向にあります。身体の

器官を構成する細胞が老化し、臓器の機能も低下していく

のです。加齢によって「歯が抜ける」「筋肉量の減少」「筋

力の低下」などが起き、噛む力や飲み込む力といった食べ

る機能も弱くなっていきます。食べる量が少なくなる・栄

養が偏るなどの問題に加え、胃腸での消化吸収機能や味覚

の衰えにより、食欲不振や低栄養を引き起こすこともあり

ます。低栄養状態になると、免疫力や認知機能の低下にも

つながり、病気にかかりやすくなるため注意しなければな

りませんが⬇️ 

 

 

    「そもそも高齢者にとって望ましい食事とは？」 

(人間総合学大学教授の熊谷先生の講座より) 

「高齢者には粗食がよい」しかしこの考えは誤りです。 

生活習慣病をはじめとする病気に対応した抑制的な食事

をとっていれば、生涯を健康に過ごせるという思い込みが

もとになっているようです 

高齢期を迎えた人に、病気のみに着目した食事を当てはめ

ることは適切ではないのです。まして、人は高齢になるほ

ど様々な病気にかかります。そこで個別の病気をコントロ

ールする食事ではなく、様々な病気にも対応できる食事が

必要になるのです 

 

高齢者病気に対応食事 

    高齢者に適した、様々な病気に対応できる食事とは「老

化を遅らせるための食事」です。老化は、骨と筋肉が衰え

ることです。骨と筋肉は、主にたんぱく質で構成されてお

り、骨と筋肉の衰えは、からだのたんぱく質が失われるこ

とを意味しています。「老化」という変化そのものが、身体

の栄養状態が低下していく変化と理解しなければなりま

せん。粗食になってはならないのは自明の理なのです。 

 

筋肉をつけるための食事例 

高齢者が筋肉をつけるためには、運動に加えて、栄養の摂

取、特にたんぱく質を摂取することが重要です。たんぱく

質はアミノ酸に分解されて、筋肉をつくる働きをします。

運動は、筋肉量と筋力を改善する効果がありますが、空腹

時など、体内のアミノ酸が不足した状態で運動をすると、

筋肉をつくる量よりも分解する量のほうが多くなってし

まい、筋肉がやせてしまいます。一方で、たんぱく質の摂

取を組み合わせると、運動のみを行うよりも、筋肉量と筋

力が増加します 1)2)。高齢者のたんぱく質の摂取推奨量は、

男性 60g/日、女性 50g/日と設定されているので、1 食あ

たりのたんぱく質摂取の目安は 20g 程度です。 

たんぱく質は、肉や魚、豆、卵、乳製品に豊富に含まれ、

特に魚や肉に多く含まれています 3)。20 種類のアミノ酸

から構成され、その構成は食品ごとに異なるので、さまざ

まな食品を組み合わせてバランス良く食べることが大切

です 2)4)。 

 

 

 

 

https://www.caremanagement.jp/ad2/y15_kewpie/intv01
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たんぱく質表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の食事 

    「高齢者にとって望ましい食事とは？」 

(人間総合学大学教授の熊谷先生の講座より) 

 

「高齢者には粗食がよい」 

この考えは誤りです。 

生活習慣病をはじめとする病気に対応した抑制的な食事

をとっていれば、生涯を健康に過ごせるという思い込みが

もとになっているようです。 

病気のみに着目した食事を当てはめることは適切ではな

く、高齢になるほど機能が低下して様々な病気にかかりや

すいので様々な病気にも対応できる食事が必要になるの

です。 

    「老化を遅らせるための食事」です。骨と筋肉の衰えは、

からだのたんぱく質が失われることを意味しています。

「老化」という変化そのものが、身体の栄養状態が低下し

ていく変化と理解しなければなりません。 

 

 

   注意点 

咀嚼は認知症の予防など健康寿命の延伸にもつながるの

で無理なく咀嚼出来る固さに気を配り 

やきざみやとろみを取り入れてタンパク質を豊富に取り

入れた料理を工夫する 

高齢者接種カロリー計算方法 

 

80歳の例 

80 歳の例 
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たんぱく質表            食事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筋肉づくりに必要な栄養素と食品一覧 

すべてのアミノ酸に筋肉をつくる働きがあるわけでなく、

必須アミノ酸がたんぱく質の材料となり、筋肉をつくる反

応を活性化させる作用があります 2)。必須アミノ酸とはか

らだの中でつくりだすことができない 9 種類（ロイシン、

イソロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、

スレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジン）のア

ミノ酸のことです 4)。なかでも、ロイシン、イソロイシン、

バリンは分岐アミノ酸（BCAA）と呼ばれ、筋肉のたんぱ

く質中の必須アミノ酸の約 35％を占めます 4)。特に、ロ

イシンは筋肉のたんぱく質の合成を促進する働きを持っ

ており、筋肉をつくる上で重要な栄養素と考えられていま

す 2)4)。 

ロイシンは、さまざまな食品に含まれていますが、特に、

肉類や乳製品、魚卵、魚類、豆類、卵に多く含まれます 3)。 

ロイシンを多く含む食品 3) 

  豚肉（ひれ、もも） 

  鶏肉（むね、ささ身、もも） 

  牛肉（かた、もも、ひれ） 

  いわしやあじの干物 

  まぐろやかつおなどの赤身魚 

  さけ 

  さば 

 

高齢者に向けた食事を調べるうち高齢食に関して多くの

勝手な思い込みがあった事に気付きました。例えば 

高齢者は粗食で薄味が良い。と思い込んでいた部分です。 

実際はタンパク質中心に、しっかり栄養を摂取する事で病

気に対応できる身体を育むことが重要だという事。 

そして何より高齢になっても食事は楽しみの一つで 

美味しく食べる食事こそ身体の糧となる。という事を思い

出させてくれました。 

 

抑えた食事とは？・粗食・まごわやさしい 

必要糖質量 

〜生きるのに最低限必要な糖質量は？〜 

食べ物も水分も口にしないで生きられる期間は 3〜5 日。 

水だけは摂取していれば 

2〜4 週間は生きられると言われています。 

1 日の糖質/最低摂取量(目安の一例) 

【70~130g】 

(例)玄米 100g＝糖質約 35g 

糖質 35g✕2〜4 食＝糖質 70g 

➡️炊いたご飯 150g＝糖質 57.15g 

※日本人の食事摂取基準に沿った糖質のエネルギー比 50

〜65%が最善といわれている？ 

〜長寿の秘訣は粗食〜 

〜事例①一日一食(玄米食 500kcal)〜 

朝食のみで 93 歳まで健康を維持した。 

✿人が何も食べなくても数日間生きられるのは、ケトン体

のおかげといわれ、ケトン体を発生させることで、逆に寿

命を伸ばすのではないかともいわれています。 

※実際、長寿に関わる遺伝子が 

「ケトン体の産生を制御する酵素」の活性に影響している

ことも報告されています。  

➡️ケトン体が分泌され始めるのは、【2 週間後】が目安。 

    ケトーシス状態を維持することが重要！ 

※1 週間だと体内の水分だけが出る。 

「始めて→止めて→また始める」は NG! 

ケトン体が分泌されにくくなります      

✿ケトン体は「出ていれば脂肪が減っている証拠」と持ち

上げられることも多く、実際に癲癇（てんかん）やアルツ

ハイマー病、心疾患などに対する療法として用いられてき

た背景もあります。※実際の医療現場では、ケトン体を熱

量源として提供するケトン食で対応する食事療法が認め

られています。 
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江戸時代ムキムキ 

江戸時代の人はタンパク質が少なくても筋肉ムキムキ？ 

「江戸時代の人々はパワフルなベジタリアン肉、魚、卵を

あまり摂らなかった」 

なぜタンパク質を摂らずにいられるのか？ 

⇒大豆と牛のタンパク質は同量          

大豆は悪玉コレステロールがない。 

『身体が酸化しない⇒老化しない』 

『オートファジー＝再利用』 

体内で合成⇔分解を繰り返す 

    スポーツ選手 

(一日一食) 

タンパク質は「熱」や「酸化ストレス」によって簡単に変

性し、体内に蓄積する。 

〜体内で再利用される量と流れ〜 

①食事から摂るタンパク質量 

一日 70g 

⬇️ 

②再利用されるタンパク質量 

一日 200g 

⬇️ 

③タンパク質の排せつ量 

一日 70g 

 

『タンパク質⇔アミノ酸(再利用)』  

※体内循環する量のほうが多い。 

 

最低限カロリー 

最低限の必要なカロリー目安 

〜18~49 歳〜 

男性⇒1500 

女性⇒1100(一食あたり 350kcal) 

 

食べ物も水分も口にしないで生きられる期間は 3〜5 日。

水分だけは摂取していれば 

2〜4 週間は生きられると言われています。 

【基礎代謝／表】 

年／男/体重／基礎代謝／女/体重/基礎代謝 

1~2 歳／11.5kg／700kcal／11.0kg／660kcal 

3~5 歳／16.5kg/900kcal／16.1kg／840kcal 

6~7 歳／22.2kg／980kcal／21.9kg／920kcal 

8~9 歳／28.0kg／1140kcal／27.4kg／1050kcal 

10~11／35.6kg／1330kcal／36.3kg／1260kcal 

12~14／49.0kg／1520kcal／47.5kg／1410kcal 

15~17／59.7kg／1620kcal／51.9kg／1310kcal 

18~29／63.2kg／1520kcal／50.0kg／1110kcal 

30~49／68.5kg／1530kcal／53.1kg／1150kcal 

50~69／65.3kg／1400kcal／53.0kg／1100kcal 

70 歳以上／60.0kg/1290kcal／49.5kg／1020kcal 

 

【人の組織・臓器別／基礎代謝量】 

臓器／エネルギー代謝(kcal／日)／比率(％) 

筋肉／370kcal／22％ 

肝臓／360kcal／21％ 

脳／340kcal／20％ 

その他／277kcal／16％ 

心臓／145kcal／9％ 

腎臓／137kcal／8％ 

脂肪組織／70kcal／4％ 

 

最低糖質量 

1 日の糖質/最低摂取量 

70~130g            

 

(例)玄米 100g＝糖質約 35g 

35g✕おむすび 2 個分＝『70g』 

 

〜主食の糖質量〜 

お茶碗 1 杯のご飯（150g）…57.15g 

乾燥パスタ（100g）…73.4g 

生うどん（100g）…63.0g 

食パン 6 枚切り（1 枚 63g）…30.3ｇ 

 

〜豆類・穀物の糖質量〜 

大豆／8.0g    白米／77.1g 

木綿豆腐／0.4g        玄米／71.3g 

絹ごし豆腐／1.1g    あわ／66.4g 

納豆／5.4g                キビ／69.3g 

生おから／2.3g        小麦粉／73.3g 

こんにゃく／0.1g 片栗粉／81.6g 

きな粉／10.4g    キヌア／62.8g 
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〜野菜の糖質量〜 

トマト／3.7    さつまいも／30.3 

えのき／3.7    西洋かぼちゃ／17.2 

大根／2.9     トウモロコシ／15.5 

キャベツ／2.6   じゃがいも／15.3 

ピーマン／2.8   レンコン／13.8 

きゅうり／1.9   ニンジン／6.3 

白菜／1.5     玉ねぎ／5.6 

しいたけ／1.5 

ぶなしめじ／1.3 

ブロッコリー／0.9 

ほうれん草／0.4 

 

〜果物の糖質量〜 

スイカ／9.2      バナナ／21.4 

グレープフルーツ／9.0    マンゴー／15.6 

レモン／7.6      ブドウ／15.2 

いちご／7.1      柿／14.3 

ラズベリー／5.5    りんご／14.3 

アボカド／0.8     みかん／11.0 

 

〜魚介類の糖質量〜 

はまぐり／1.8g   桜でんぶ／80.2 

めざし／0.5g    みりん干し／20.4g 

あさり／0.4g    うに／15.6 

イワシ／0.3      さつま揚げ／13.9g 

かつお／0.1      ちくわ／13.5g 

アジ／0.1       はんぺん／11.4g 

〜調味料の糖質量〜 

みそ／16.5    蜂蜜／81.9 

醤油／7.9      みりん／43.2 

酢／2.4       ソース類／30 

油／0        砂糖／99 

 

長寿の秘訣は粗食 

日本人の食事摂取基準に沿った糖質のエネルギー比 

50〜65%が最善といわれますが、一日一食主義(玄米食

500kcal)朝食のみで 93 歳まで健康を維持した事例もある

そうです     糖質制限を始めると、脂肪がエネルギーとし

て消費される際に「ケトン体」という物質が生み出され、

血液中のケトン体の濃度が上昇して「ケトーシス」と呼ば

れる状態になります。 

人が何も食べなくても数日間生きられるのは、このケトン

体のおかげです。 

ケトン体を発生させることで逆に寿命を伸ばすのではな

いかともいわれています。実際、長寿に関わる遺伝子がケ

トン体の産生を制御する酵素の活性に影響していること

も報告されています。 

体内に存在する「グルコース（ブドウ糖）」の量が減ると、

肝臓に蓄えられている「グリコーゲン（グルコースが結合

した高分子）」がグルコースに分解されて利用されるよう

になります。  

しかし、グリコーゲンは 24 時間ほどで枯渇してしまうた

め、その後は筋肉中のたんぱく質や脂肪細胞に蓄えられて

いる脂肪酸がエネルギーとして使われる仕組みです。 

中性脂肪のケトン体への変換は肝臓で行われ、アセチル

CoA という物質にまで分解されます。 

アセチル CoA から作られるのがケトン体で、ケトン体に

はアセト酢酸、β-ヒドロキシ酪酸といった種類がありま

す。肝臓で作られたケトン体は、肝臓から放出されて血液

の流れに乗り、エネルギーを作り出すための材料として使

われます。 

ケトン体が分泌され始めるのは、2 週間後が目安で、ケト

ーシス状態を維持することが重要。1 週間程度で体内の水

分が出る。 

「始めて→止めて→また始める」を繰り返すとケトン体が

分泌されにくくなってしまいます。 

ケトン体は「出ていれば脂肪が減っている証拠」と持ち上

げられることも多く、実際に癲癇（てんかん）やアルツハ

イマー病、心疾患などに対する療法として用いられてきた

背景もあります。 

実際の医療現場でも、ケトン体を熱量源として提供するケ

トン食で対応する食事療法が認められています、 

過剰制限の副作用としては、急性症状にはむかつき、吐き

気や無気力、慢性的には LDL-コレステロール値の増加、

微量ミネラルの欠乏、アシドーシス（酸塩基平衡異常）、尿

結石などが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 



26 

おかあさんやすめ？ 

和食の基本となる食材の頭文字「まごわやさしい」は積極

的に取り入れる事で「歯」や「身体」が【健康に向かう】

低カロリーな【食材】です。 

あまり聞きなれない「おかあさんやすめ」は、子どもたちが

喜ぶ【メニュー】になります。 

お→オムライス 

か→カレーライス 

あ→アイスクリーム 

さん→サンドイッチ 

や→焼きそば 

す→スパゲティ 

め→目玉焼き 

一言で言えば、あまり噛まずに食べられる高カロリー食で、

口にする機会も多いのではないでしょうか。 

核家族化・外食産業の進出・時短といった「食と向き合う

時間」や「昔ながらの調理を受け継ぐ文化」から遠ざかっ

てしまったことが大きな原因の様に感じます。 

その結果 虫歯や歯並びに影響が出ている子どもが増え

ているのではないでしょうか。 

この悪循環から抜けるには、1 人 1 人が【食とは本来、空

腹を満たすモノではなく、健康に向かう為のモノ】という

事に、先ずは気づく必要があると思います。 

参考サイト 

https://g-kdp.com/nutrition/magowayasashii/ 

 

食べない生き方 

森美千代さんの「食べない生き方」という本を読みました。 

ほとんどの病気は、食べない事で治るというものです。 

西式甲田療法というやり方で、森さんは指導を受けて、神

経難病を克服しました。 

現在の森さんは、1 日に自作の青汁と水分のみの生活を 20

年以上続けています。食べない方が調子が良いとの事。そ

して痩せ細った感じがありません。よく働きます。 

無農薬の野菜に感謝して青汁を作ります。料理は、 

「命を移しかえる行為」とのこと。 

命をいただき、私たちの命になるということでした。 

今の私たちは食べることで病気になり、病気を治すための

栄養不足になっている。 

最初から食べ過ぎなければ病気にならない。 

森さんの腸は、牛のようだそうです。野菜からタンパク質

を作ることができるそうです。 

このような話を読むと、栄養とは何か？と思います。本か

ら引用します。 

「愛と慈悲」に込められた深い意味 「愛と慈悲の少食」と

は、どういう意味ですか？ とよく訊かれます。  ここに

は、二重の意味が込められています。一つには、少食にす

ればたんに食べ物にする動植物の殺生を少なくすること

ができる、ということ。そしてもう一つは、少食によって、

自分自身の細胞や意識、心というものも、大切にしなけれ

ばならないという「愛と慈悲」の気持ちが湧いてくる──

そうした意味も含まれているのだと、甲田先生はおっしゃ

っていました。 

 

粗食とは 

粗末な食事＝粗食という意味ではありません。 

お坊さんの一汁一菜のような精進料理をイメージ。肉を摂

らずに穀類と野菜を主にした食生活のことを言います。 

例えばこんな感じの献立です。ご飯（玄米など）、味噌汁、

煮物（炒め物）、魚、これに漬物 

 

粗食のメリット 

“ 粗食にすると体内の消化器官が栄養を吸収しようとし

て一生懸命働き出します。栄養不足だと体が弱るように思

うかもしれませんが、それはちがいます。栄養を摂りすぎ

ると逆に体は、弱くなるものなのです。” 

 

粗食は生活習慣病予防や改善効果が大きいのです。消化さ

れやすい食事なので内臓や血管に負担がかかりにくいの

です。 

 

地産地消、お米について、食べ方について 

その 1. 

野菜は旬のもの。地産地消で 

野菜は出来るだけ新鮮で旬の物を選びましょう 

 

その 2. 

お米をしっかり食べる！白米よりは玄米や雑穀米で 

玄米は白米と同じカロリーなのに含まれる栄養素は数倍

にもなります。例えば食物繊維なら３倍以上、ビタミン B

１なら５倍以上、他にもビタミン E や亜鉛、葉酸なども白

米の倍以上含まれています。 

白米より固いのでよく噛まなければいけないので、しっか

り咀嚼を習慣にできます 

https://g-kdp.com/nutrition/magowayasashii/
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その 3. 

腹八分目がちょうどいい 

お腹いっぱい食べることは、体内に入った食べ物を消化す

るために内臓に過度の負担をかけてしまうので腹八分目

に止めることで満腹感を得やすくなりますし、満腹状態だ

と内臓の消化活動に使われてばかりだった血液が、腹八分

目で筋肉にの血液が行き渡ることになり基礎代謝が上が

ります。 

 

その 4. 

たんぱく質は魚や豆腐、大豆で摂取しよう 

たんぱく質は私達の身体を作る最も重要な栄養素です。体

内では作れないので外から充分な量を摂取していくこと

が重要です。肉や魚が動物性たんぱく質、植物性たんぱく

質は豆腐や大豆が代表選手。 

日本で古来から営まれてきた食事に乗っ取って動物性た

んぱく質を魚で、植物性たんぱく質を豆腐などの大豆製品

でしっかり摂取しましょう。 

 

その 5. 

乳製品、加工食品は控えよう 

便秘の予防にヨーグルトなどの乳製品やカルシウム補給

の為に牛乳を毎日摂られている方がいますが、これも粗食

の観点で言えば、毎日のように摂る必要は無いでしょう。

日本人はもともと牛乳を飲むことはありませんでしたし、

ヨーグルトなどの乳製品も食べられていませんでした。ご

ぼうなどの食物繊維の多い野菜やカルシウムが豊富な小

魚などを常時しっかり食べることで補えるはずです。同じ

ようにインスタント食品などの加工食品も昔はありませ

んでしたので、これも控えましょう。 

 

納豆、漬物、揚げ物？ 

その 7. 

納豆、漬物、味噌汁・・・発酵食品を進んでとろう 

和食にも発酵食品が実はたくさんあります。代表的には味

噌、納豆、漬物など。これらには腸の働きに欠かせない乳

酸菌に代表する善玉菌がたくさん含まれています。腸は侵

入した病原菌を退治するところでもあり、善玉菌を増やし

て悪玉菌を抑えることで病気をしない健康な体を作りま

す。腸内活動を整えることは健康維持にとても重要です。 

話題の甘酒も発酵食品であり腸の環境を整えます。無加糖

の米麹の甘酒がおすすめです。 

その 8. 

やっぱり食べたい揚げ物！せめて油にこだわろう 

油を一切とらないダイエットが流行ったこともありまし

たが、これは絶対にダメです。油をとらないことで身体の

表面では肌や髪のパサつきが見られ、血管が弱くなり神経

機能も衰えます。またビタミンの吸収の妨げにもなります。

健康を損ねることが粗食では無いので、油を適度に摂りま

しょう。どのような油が良いのかというと生活習慣病を引

き起こす恐れがあるトランス脂肪酸が入ってないものを

選びます。トランス脂肪酸はマーガリンやショートニング

に多く含まれます。生命活動維持に欠かせない必須脂肪酸

を含む亜麻仁油やオリーブ油などの植物油または米油が

おすすめです。特に加熱以外でドレッシングとしても使え

るオリーブ油は優秀です。風味も良いですし、抗酸化作用

や白髪予防などのアンチエイジングにも効果が期待され

ます。たまには揚げ物が食べたい方は特に使う油にこだわ

りましょう。加熱し過ぎなければオリーブ油をから揚げに

米油を天ぷらなどに使えばより食感を増しますよ。 

 

その 9. 

よく噛んで時間をかけてゆっくりと食事 

おなかを満たすだけの食事になっていませんか？身体に

良いものを食べれば健やかな身体と心が育まれます。 

 

まごわやさしい 

          「まごわやさしい」メニューを摂りいれてみよう！ 

 

日本の伝統的な食事というと、かつて飽食ではない時代の

一般的な家庭では「何を食べるか」ではなく「何が取れる

か」でした。旬のものがやはりおいしく、理にかなってい

るのです。 

 

1 日に摂取したい必要な「まごわやさしい」食材とは？ 

 

古くから言われる「まごわやさしい」が粗食の基本です。 

日本には大豆製品が本当にたくさんあります。豆腐や納豆、

そして醤油・味噌などの調味料など取り入れる機会も多い

ものです。 

ゴマ 

「まごわやさしい」の「ご」はゴマ。白ゴマより黒ゴマを

選びましょう。ビタミンやミネラルなど、必要な栄養素が

豊富です。 
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海藻 

「まごわやさしい」の「わ」はワカメのこと。ワカメやひ

じき・もずく・昆布・海苔など、日本には時期に応じて様々

な海藻が楽しめます。ドレッシングなど使わず、塩と天然

オイルだけでもおいしいですね。 

 

野菜 

「まごわやさしい」の「や」は野菜のこと。緑黄色野菜を

バランス良く摂りましょう。また旬のものを摂取すること

も大事。 

 

魚 

「まごわやさしい」の「さ」は魚のこと。近年肉よりも魚

の方が高価ですが、海に囲まれた日本は魚を食べ続けてい

ます。DHA など多く含まれる青魚は定期的に摂取したい

もの。 

 

キノコ類 

「まごわやさしい」の「し」は椎茸のこと。椎茸や舞茸・

エノキやしめじなど日本には多くのきのこがあります。ミ

ネラルや食物繊維・ビタミンを豊富に含みます。 

 

芋類 

「まごわやさしい」の「い」は芋のこと。里芋やこんにゃ

く・じゃがいも・さつまいも・長芋など多くの種類があり

ます。糖質や食物繊維・ビタミンなどを豊富に含みます。 

参考サイト 

「まごわやさしい」とは？ 

https://g-kdp.com/nutrition/magowayasashii/ 

カロリー平均値 

ー平均値ー 

男性の場合は、18 歳以上 69 歳未満、かつ運動レベルが普

通の方で 2000〜2400 キロカロリー。 

女性の場合は、18 歳以上 69 歳未満、かつ運動レベルが普

通の方で 1400〜2000 キロカロリー。 

 

粗食について調べるうち 

粗食とは旬の食材そのものの美味しさを活かし身体に必

要な栄養素を無駄なく取り入れることのできる最高の日

本料理だと思いました。 

 

昔は米、野菜、調味料、手作りする家が殆どで化学肥料、

農薬、添加物とは無縁だったと思います。 

 

余談になりますが日本の食生活が崩れていった背景とし

て 

米軍統治が終わった昭和 29 年から日本は高度成長期に入

ります。 

日本中が忙しくなり、家でゆっくり食事を取る時間がなく

なってきました。 

この時代背景が、ファーストフードチェーンを流行らせる

土壌を作りました。 

健康に関する知識の疎い貧困層ほど食事に占めるファス

トフードの比率が高く、その為に肥満になりやすい事が報

告されています。また調理に時間がかからず、安価な点か

らファストフードを選ばざるを得ない事情があるという

データーが有ります。 

 

1985 年に成立した男女雇用機会均等法は、女性の社会進

出の大きなきっかけになり 

さらに 2015 年には女性活躍推進法が施行。 

 

女性が才能を活かし社会で活躍、貢献する事は素晴らしい

事と思っていますが女性が忙しくなった事と食生活は繋

がっている気がします。 

食生活と生活の乱れも繋がっていると思います。その頃か

らでしょうか？核家族化が進み孤食という言葉が誕生し

たのは？ 

若者の自殺が増加をたとる中 

身体や心を育む食生活の見直しの重要性をひしひし感じ

ました。 

食生活だけでなく価値観の見直しが必要なのかも知れま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g-kdp.com/nutrition/magowayasashii/
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江戸時代の食事は 
江戸時代の食事は、どの様なモノだったのか？ 

最低限必要な摂取カロリーもわかれば記載をお願い致し

ます。 

 

江戸時代 7 つの主菜 

〜江戸時代の 7つの主菜〜 

菜の葉、青果、山菜、茸、豆、大豆、海藻、穀類(米、麦)      

 

●農民の主菜は葉物野菜が多かった      

●根菜類、ごぼう、人参は豊富なミネラル源      

●腸は第二の脳と言われる大事な部分であり 

食物繊維はナチュラルキラー(自然治癒力が強くなる)細胞

を支えている       

①ふき、わらび、たんぽぽ、セリ 

②さや豆、はじき豆、えんどう豆、いんげん豆、 

③大根、根菜類 

④さつまいも類、里芋(保存食) 

⑤干大根(乾物)、豆腐、こんにゃく、油揚げなどの加工食

品(通年食べていた人気食品) 

⑥はまぐり、しじみ、あさり、タニシなどの貝類 

⑦クジラ、さば、あじ、たら 

(塩物、干物、鮮度が保てる魚類) 

※まぐろ、さんま(江戸時代後期) 

 

江戸時代の食事(別案) 

江戸時代は階級により食事内容や回数が違っていたよう

です。 

ー野菜は家庭菜園でー 

階級関係なく家庭菜園し野菜は漬物にするなど生で食す

事が多かったようです。 

    庶民食と農民食の比較と 

農民食の栄養とカロリー 

庶民の食事→ 

●白米を中心とした一汁一菜 1 日 2 食 

●必要なエネルギーは全てお米から摂取) 

農民の食事→ 

●少量の米に雑穀、穀類を混ぜた物  

農民食中心の雑穀米を玄米に置き換えてカロリー計算す

ると 

 

 

1 日 2 食 100g の玄米＝165 カロリ 

165 カロリ×2=330 カロリー 

プラス野菜類の副食 と考えると 

1 日の必要カロリー500 カロリー未満と推定できます。 

 

ー参考ー 

農民食メニューと基本となる食材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

江戸時代の寿命 

江戸時代の寿命 

 

貝原益軒 

儒学者・医師／貝原益軒 

「養生訓」より 

 

①食べる量は腹八分目が適量 

「ものたりないくらいがよい」 

②食べ過ぎで「腹の中を戦場としてはならない」 

③「五味」（酸、苦、甘、辛、塩辛）のバランスをとる  

④夜遅くの飲食を禁じる 

⑤調子が悪いときの絶食の推奨 

『穀は肉に勝つべし、肉は穀に勝たしむべからず』 

 

●主食を米として動物性たんぱく質を控えることを勧め

ている。 

●素材の味を活かした淡白であっさりした味付けを心が

ける。 

●味が濃い物や脂っこい物、古く臭く、色や香りがあせた

物は避ける。 

●生ものや冷えた物など体を冷やすものを摂りすぎるの

は好ましくない。 

●野菜などでも偏ったものを食べ過ぎると体に滞って害

となる。 

●食事と運動を重視。 

●滋養強壮⇒山芋、自然薯 

●「流水は腐らず」として運動することで血の巡りをよく

することが消化をよくし、健康な体を作る。 

 

「長寿十訓」 

1.少肉多菜 

2.少塩多酢 

3.少糖多果 

4.少食多齟 

5.少車多歩 

6.少衣多浴 

7.少煩多眠 

8.少怒多笑 

9.少欲多施 

10.少言多行 

 

●おむすび、酢飯、冷えたごはんが多かった。 

※難消化性デンプン⇒腹もちがよく急激な血糖値上昇を

防ぐ。 

●お粥や雑炊などは、胃腸が弱った際には消化よくいただ

ける形に変えられるのが米食の利点。 

●五白(食生活の基礎)⇒白菜、大根、豆腐 

(ウナギ、白魚は頻繁には食べなかった) 

※ビタミン B1⇒大根の糠漬け、ウナギ 

 

和食文化豆知識 

●こうじ菌「ニホンコウジカビ/アスペルギルス・オリゼ」

は日本にしか生息しない       

気候風土にあった菌が共存する中で、食品の個性や様々な

風味を作り出している。 

日本醸造学会によって、“国の菌”にも指定されている。甘

酒や日本酒、漬け物や糠漬けにも様々な健康効果が確認さ

れている            

●山海の幸を用いた『一汁一菜』の献立は、室町時代に確

立され、江戸期に洗練されてきた。一汁二菜、一汁三菜な

ど「味噌汁を基本」にバリエーションを楽しめる。 

●外国人から見た日本人の印象 

「野菜や山菜を多く食べ、魚や米、麦を時々食べる程度な

のに、この国の人達は不思議なほど達者であり、まれに高

齢に達するものも多数い」 

●非常食⇒松(戦国時代に植えた)、松皮餅 

※松は様々な部位を食べることができる。 
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●徳川家康は食事へのこだわりが強かった？ 

麦飯、八丁味噌、浜納豆、食物繊維や発酵食品を積極的に

摂っていたという話も。 

●「和食文化」はユネスコ村の「無形文化遺産」として 2013

年に登録されている。 

和食文化は保存食の知恵と「菌との共存」 

●江戸時代は白米食で脚気、夜盲症に。 

必須ビタミン類⇒以前は雑穀も食べた。 

 

一汁三菜 

●和食の献立は一汁三菜（いちじゅうさんさい）が基本で

す。 

【一汁三菜の内容】 

・ごはんなどの主食 

・汁もの 1 品 

・タンパク質主体の主菜 1 品 

・野菜・海藻類の副菜 2 品 

●日本では仏教が広く信仰されているため、肉食を避ける

文化が過去に存在していました。その期間は約 1200 年。 

●675 年に天武天皇が「肉食禁止令」を発令し、1871 年に

明治政府が肉食を推奨するようになるまでの間、日本では

公式に肉食が禁止されていました。 

●そのため、日本人は豊かな海から獲れる魚からタンパク

質を摂取するため、魚を塩漬けにする技術が発達していき

ました。 

●世界どこをみても、日本ほど大量の発酵食品が存在して

いる国は存在しません。「味噌」や「醬油」などの基本的な

調味料から、「しょっつる」などの地域独自の発酵調味料ま

で合わせると【600 種類】を超えると言われています。 

●稲穂には日本の発酵文化を支えてきた麹菌や、納豆菌が

大量に生息しています。 

稲作を営むことで、日本人は発酵に必要な菌たちを自然な

状態で手に入れる事ができました。 

●「いただきます」という言葉は、命を頂く感謝の気持ち

を表す言葉でもあります。日本人は昔から「食物の命に対

する感謝の念」が非常に強い民族です。 

昔の伝統的な食事を忘れた私たちは、「食事は何のために

行うのか？」を考える時間が必要かもしれません。 

江戸時代に栽培されていた作物 

〜関東地方〜 

★大根／練馬大根、大蔵大根、亀戸大根、高倉大根、東光

寺大根、汐入大根 

★かぶ／品川かぶ、滝乃川かぶ、金町小かぶ 

★白菜／下山千歳白菜、ちりめん白菜 

★小松菜／城南小松菜、伝統小松菜 

★にんじん／磯村三寸にんじん、馬込三寸にんじん、滝乃

川大長にんじん 

★なす／寺島なす、雑司ケ谷なす 

★きゅうり／高井戸半白きゅうり、馬込半白きゅうり 

★うり／白岩うり、本田うり、小金井うり、東京大越うり、

鳴子うり 

★ねぎ／砂村一本ネギ、千住一本ネギ、拝島ねぎ 

★かぼちゃ／内藤かぼちゃ、各箸かぼちゃ、淀橋かぼちゃ、

雑司ケ谷かぼちゃ 

★ごぼう／谷乃川ごぼう、渡辺早生ごぼう 

しょうが／谷中しょうが、八王子しょうが 

★豆類／三河島枝豆、川口エンドウ、八丈オクラ 

★芋類／おいねのツル芋、治動芋、薬味類／奥多摩わさび、

内藤とうがらし 

〜関西地方〜 

★きゅうり／大阪きゅうり、毛馬きゅうり 

うり／玉造黒門越瓜、服部越瓜 

★かぼちゃ／勝間南瓜 

★にんじん／金時人参 

★菜っ葉／天満菜、高山真菜、大阪白菜 

★かぶ／天王寺蕪 

★大根／田辺大根、守口大根 

★なす／大阪なす、鳥飼なす、泉州水なす 

★うど／三島うど 

★くわい／吹田くわい 

★玉ねぎ／泉州玉ねぎ 

★ごぼう／高山ごぼう、八尾若ごぼう 

★ねぎ／難波ねぎ 

★豆類／磯井えんどう、八尾えだまめ 

★芋類／富田林えび芋 

★たけのこ／泉州白たけのこ 

★薬味類／堺鷹の爪 

〜全国〜 

あさつき、いわ茸、うど、えのき茸、かぶ、からし菜、き

くらげ、きゅうり、くわい、こまつ菜、こんにゃく、里芋、

紫蘇、生姜、白瓜、せり、ぜんまい、大根、高菜、たけの

こ、たで、冬瓜、なす、にら、にんじん、ねぎ、ひら茸、

ひょうたん、ふき、ほうれん草、まつ茸、山芋、柚子、わ

さび、わらび、れんこん 
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〜各時代に栽培され初めた作物〜 

【弥生時代】れんこん、里芋 

【飛鳥時代】大根、生姜、ねぎ 

【奈良時代】かぶ、ちしゃ 

【平安時代】にんにく、ごぼう、らっきょう 

【室町時代】じゃがいも、人参、さつまいも 

【江戸時代】ほうれん草、いんげん豆、えんどう豆、そら

豆、唐辛子、とまと 

【明治時代】アスパラガス、ブロッコリー、ピーマン、セ

ージ 

 

江戸時代 7 つの主菜 

菜の葉、青果、山菜、茸、豆、大豆、海藻、穀類(米、麦)      

●農民の主菜は葉物野菜が多かった      

 

腸は第二の脳と言われる大事な部分であり 

食物繊維はナチュラルキラー(自然治癒力が強くなる)細胞

を支えている       

 

①ふき、わらび、たんぽぽ、セリ 

②さや豆、はじき豆、えんどう豆、いんげん豆、 

③大根、根菜類 

④さつまいも類、里芋(保存食) 

⑤干大根(乾物)、豆腐、こんにゃく、油揚げなどの加工食

品(通年食べていた人気食品) 

⑥はまぐり、しじみ、あさり、タニシなどの貝類 

⑦クジラ、さば、あじ、たら 

(塩物、干物、鮮度が保てる魚類)※まぐろ、さんま(江戸時

代後期) 

江戸時代の食事(別資料) 

◎江戸初期  

・庶民の食事 

1 日 2 食が習慣 →午前中・夕 

☆一汁一菜 

ご飯、味噌汁、漬物の 3 点が基本 

(ときに 1 品追加) 

◎江戸中期〜 

・庶民の食事 

1 日 3 食が習慣に→朝・昼・夕 

☆一汁一菜  

ご飯、味噌汁、漬物の 3 点 

少し裕福な家庭では煮豆などのおかず(副菜)がついた 

☆漬物→梅干し、たくあん、ぬか味噌漬け、なすび漬け、 

らっきょう 等 

・町人、商屋、武士でも 

おかずは１皿程度 

☆いわし、ひじき、油揚げの煮付け、納豆、豆の煮物など

(＊魚は月に 3 回程度) 

☆主食が徐々に 玄米→白米へ 

◎江戸後期 

・庶民の食事 

米飯、味噌汁、香の物+おかず 1〜2 品つく 

庶民は白米が中心となる 

1 日 4 合〜5 合食べる事もあった 

参考サイト 

http://www.eonet.ne.jp/~shoyu/mametisiki/edo-

reference15c.html 

江戸時代の食事 

http://edo-era.web-contents.net/edo-meal/ 

江戸時代の人々は一汁一菜でも 

しっかり栄養が取れていたという事はお米、味噌、塩、な

どがどれだけ大切だったか          という事が分かりました

          

記事の調査には他、多数のサイトを参照させて頂きました 

http://www.eonet.ne.jp/~shoyu/mametisiki/edo-reference15c.html
http://www.eonet.ne.jp/~shoyu/mametisiki/edo-reference15c.html
http://edo-era.web-contents.net/edo-meal/

