
常備菜、変身させて時短かな 

  

温かい時だけではなく、冷めても、温め直しても美味しい「作り置き料理」の料理本は、本屋さんに

溢れています。共働きの約 20 年間とシングルマザーのフルタイム勤務の約 20 年間とを合わせておお

よそ 40 年間、休日に月曜日から金曜日までの料理を作り、主に冷蔵庫に保存し、毎日の食事作りを省

略してきた経験者です。この種の料理のレシピは頭の中に詰まっていますので、これらの本は、特に必

要はありません。 

35年前までは六人家族でしたが、一人ずつ独立などして家族数は減少して、19年前には一人になり

ました。更に 15年前に定年退職してからは、時間的余裕ができ、作り置きなどしないでその都度一人

分を作れば良い身分になりました。ところが、大家族用の買い物をしてしまい、作り置き料理を作って

しまう習慣からなかなか抜け出せないでいます。一方、スーパーマーケットには、一人用小包装の野菜

コーナーや、調理済みの惣菜コーナーもあることは知っていますが、どうしも親しみが持てません。ス

ーパーだけではなく専門店でも、食品の販売単位は標準家族用です。使い残して劣化などさせてはもっ

たいないと思って使い切ると、４、５人分の料理が自然に出来上がってしまいます。そして、一人家族

の私は、同じ料理を繰り返して食べることになります。1回目美味しかった料理も、２回目、３回目と

なるとだんだんに美味しいと感じられなくなります。 

 

冷蔵庫の無かった時代、たけのこやごぼうの煮物の残り物は、腐らせないために天ぷらにして食べき

ったと、おばあちゃんから聞きましたが、何時の頃からか、香川県では、たけのこやごぼうのてんぷら

を作るときは、下ごしらえとしてわざわざ煮付けて、その後で天ぷらにするのが普通になっていまし

た。このことが、身についてしまった癖と、販売単位の多すぎへの解決策のヒントの一つになりました。  

２回目以降は、作り置き料理にひと手間を加えて、見た目や味を変化させて、別の料理に変身させるよ

うになりました。そうしていると、変身させることを前提にして、4から 5人分の料理を作って、変身

を楽しむようになっていました。このお蔭で私の買い物や、下ごしらえや、後片づけのための時間が、

相当に短縮できています。 

 

近年、癌予防になる、血管の若さを保つために良い、免疫力をアップさせる、血圧、コレステロール

が高めの方に適している、血中中性脂肪が気になる方に適している、骨、歯の健康維持に役立つなど、

食品の機能性を強調した情報が氾濫するようになりました。 

古くは、健康のために「一日３０品目の食品をとりましょう」でしたが、今は「主食、主菜、副菜を

基本に食事のバランスを取りましょう」との食生活指針が出されています。また、これを基にした「“ま・

ご・わ・や・さ・し・い”を毎日少しでもいいから食べましよう。」との啓発情報も出されています。

栄養学を習得していない者でも、何となく説得されます。自分の食生活にできれば取り入れて、生活習

慣病予防、ストレス解消、アンチエイジング、認知症予防などしたくなります。ところが、少人数家族

では、多種類の食品を毎日作って食べるのは相当難しいです。 

(注：ま(大豆、黒豆、豆腐、納豆など)、ご（ごま等の種子類、くるみ、アーモンドなどのナッツ類）、

わ(わかめ、ひじき、昆布などの海藻類)、や(緑黄野菜、淡色野菜、根菜などの野菜類)、さ(魚類)、

し(椎茸、しめじ、えのき茸、舞茸などのきのこ類)、い(さつまいも、じゃがいも、さといも、こん



にゃくなどのいも類)を指します。) 

 

ここにファイルした料理(目次参照)は、一回で消費する作り置き料理ではなく、単なる伝統的な常備

菜でもない、「変身させられる常備菜」です。10年くらい前から自分なりに、楽しみながら改良してき

たレシピばかりです。昨年秋、ちょっとしたきっかけで、頭の中から情報の一部を取り出して月一回一

品メモを作り始めていました。ところが、2月になって新型コロナウイルスの感染症が伝染し始め、持

病持ちの高齢者の私は自主的に外出を自粛した生活を始めることになりました。突然に手に入った自

由時間の使い道として、頭の中にある関連情報をこの機会に取出し、全部文字化することにしました。

素原稿が出来たところで、栄養学科卒の娘の経験と知恵の助けも借りて、3月末に完成させることがで

きました。 

料理にあまり時間を割けない働く女性の方や、一人か二人家族の高齢女性の方に活用して頂ければ

と思います。なお、料理の常識的な、下ごしらえ、だし取り、火加減などは特別な場合(味噌汁の出汁

など)を除いてほとんど省略しました。特に味付けについては調理する方の好みにお任せするなど、時

短のために、字短表記しました。 

今後このレシピファイルを充実させてゆきたいと思っています。17種以外のレシピをお持ちの方や、

活用メニューの項に例示した変身料理と見た目や味による変身以外の活用メニューに気付かれた方は、

教えて頂けませんか。このファイルのバージョンを皆でアップさせませんか。 

2020年 5 月  外出を控えた山本芳子(記) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 レ シ ピ 目 次  (改訂 2) 

 

１．ワンオールハンバーグステーキ (トマトソース煮込みハンバーグ、変わりハンバーグ、手創りハ

ンバーガー、ミートソース、ミートボール、メンチカツ、コロッケ、スコッチエッグ、れんこ

んはさみ揚げ、ロールキャベツ、チーズグラタン、ドライカレー、麻婆用ソースなど） 

２．ハイカラオムレツ (即席ポテトサラダ、ポテトサラダ） 

３．ミックスナッツといんげんなどの炒め物 (ミックスナッツをおやつなどに） 

４．塩茹で豚＜からポッサム、豚角煮、焼豚へ大変身＞ (ごま和え、中華風スープなど） 

５．ひじきの煮物 (巾着煮、巾着焼き、白和え、自家製がんもどき、コロッケ、ひじきご飯、ひじき

おこわ） 

６．きんぴら＜ごぼう、たけのこ、れんこん、じゃがいも及び大根の皮＞ (五目きんぴら、パワフル

きんぴら、巣籠もりきんぴら、豪華きんぴらごぼう、即席野菜カレー） 

７．きのこのオリーブ油炒め (巾着焼き、春巻き、即席きのこカレー、きのこクリームシチュー、き

のこトマトシチュー、きのこスパゲッテイ） 

８．切り昆布と豆の煮物 (トッピングによる見た目変身など） 

９．にんじんソフトふりかけ、たけのこソフトふりかけ (炒めにんじんナムルなど） 

10．レモンの蜂蜜漬け (レモンマーマレイド、鶏肉のレモン煮、カジキマグロのレモン煮、さつまい

ものレモン煮、なすのレモン煮、なすジャム、新しょうがのレモン煮、最強の寿司酢） 

11．具沢山味噌汁 (追加食材による変身）(味による変身） 

12．味噌玉 (玉ねぎ味噌スープ、オニオングラタン味噌スープ、味噌汁、おかず味噌汁、肉味噌、ご

ま味噌、酢味噌、手前味噌ドレッシング、手前味噌マヨドレッシングなど） 

13．トマトソース(トマトスープ、肉のトマトソース煮込み、炒り卵のトマトソース炒め、サンマ・

イワシのトマト煮など) 

14． プラットホームカレー＜から第 2のマイカレーライスへ変身＞(スープカレー、夏野菜冷やしカ

レーライス、秋カレーライス、オムカレーライス、なすとトマトの山盛りカレーライス、ポパ

イカレーライス、カレードリアン、下関港焼きカレー、横須賀海軍カレーライスなど) 

 

付録１．冷凍カット食材 

付録２．栄養素等の復習と整理 

  

(注１：括弧内は主な変身メニューです。厚焼き玉子や焼飯等の具、焼魚等の付け合せ、各種トッピングなどは

レシピ各条を参照下さい) 

(注２：改訂 2でもって、レシピ各条には 13及び 14 を、付録には 2を、括弧書きには活用レシピ例を、それぞ

れ追加しました)                          2020 年 11月 山本芳子(記)(改訂 2) 



ワンオールハンバーグステーキ  (改訂 2) 

材料：1）合挽きミンチ肉 800～1,000g 

2) きのこ類 ２種類各１袋・トレー (椎茸、しめじ、舞茸、えのき茸など) 

3) ピーマン類 ２種類各１袋・個（赤ピーマン及び緑ピーマンは袋単位、パプリカの赤、オ

レンジ、黄及び緑は個単位） 

4) 玉ねぎ Ｍサイズ３個 

5) にんじん Ｌサイズ１本 

6) 卵 １～２個(事前に良く溶いて置く) 

7) 食パン  １/２～１/３斤 及び牛乳又は豆乳 少々(100ml 弱)(食パンは、耳の部分は細

かく、その他は 1.5 ㎝程度のサイコロ状に切り、牛乳又は豆乳に軽く浸す) 

(ピーマン類を 3 種類に、きのこ類も 3種類にするために、その他材料も全部 5割増しにす

ることをお勧めする。なおこの場合は、約 150g のものが 20個出来あがる） 

(きのこ類、ピーマン類、玉ねぎ及びにんじんは、いずれも可能な範囲のみじん切りにする) 

生ハンバーグの調理： 

   1）フライパンに、オリーブオイルを取り、塩、ガーリック及びコショウを加えてから、玉ね

ぎを弱火で十分に(黄色くなるまで)炒める。その後、きのこ類、ピーマン類及びにんじん

(事前に電子レンジで、半煮えにしたもの)を加えて、更に中火で炒めつつ、薄味に塩・コ

ショウで調味する。粗熱が取れた後、牛乳又は豆乳に浸したパンとよく混ぜる。 

   2）大型容器でミンチ肉は、塩(小さじ 1～1.5 杯)及びコショウ適量で調味し、味見をして味

を調えた後、溶き卵を加えて手でよく混ぜる。(生肉の味見の後はうがいをお勧めする) 

   3) 上記 1)を 2)に混ぜた後、更に手でよくこねる。 

   4) 自分好みのサイズ(150ｇ前後)に小分けする。手にオリーブオイルをつけて一個分を丸め

ると同時に、両手間でキャッチボールをして空気を抜き、小判型にして、一個ずつラップ

で包む。当日焼かないものは、必ずチルドか冷凍保存する。 

ハンバーグステーキの調理： 

   1）適量のオリーブオイルでもって、常法で焼く(最初は強火で両面を少し焦がし、その後は

弱火でアルミホイルをかぶせて蒸し焼きにする)。 

2）出てきた肉汁を使って自分好みのソースを作る。 

(私は、面倒なデミグラスソースを作らず、塩分控えめで、そのままか、しょう油少々とレモンをか

けることもある。おろし大根で和風にして食べても良い) 

活用メニュー：21メニューなど 

◇原則、自然解凍して(急ぐときは電子レンジで軽く解凍して) 

①そのままオリーブオイルで焼いたハンバーグを、薄めた「13.トマトソース」で煮込むと、

「トマトソース煮込みハンバーグ」に 

②ピーマン(半切)(又は椎茸の傘の裏側)につめて焼くと、弁当用の「変わりハンバーグ」に 

③焼いた後、レタスやチーズと一緒にパンに挟むと、「手創りハンバーガー」に 

④「13.トマトソース」、ケチャップ及び又はトマトと煮込むと、「ミートソース」に、更に

一手間加えると、「ミートソーススパゲッテイ」、「ドリアン」、「リゾット」、「オムライス」、



「ピザトースト」、「野菜のミートソース煮」にも 

 ⑤団子状にして、片栗粉をまぶして焼いても揚げても、「ミートボール」に 

 ⑥そのまま又はマッシュポテトと混ぜてからフライ用の衣を付けて揚げると、「メンチカツ」

又は「コロッケ」に 

 ⑦茹で卵を中に入れて丸め、フライ用の衣を付けて揚げると、「スコッチエッグ」に 

⑧れんこん 2枚で挟んで揚げると、「れんこん挟み揚げ」に 

⑨軽く茹でたキャベツで包んで煮込むと、「ロールキャベツ」に 

⑩焼きほぐして、チーズと焼くと、「チーズグラタン」に 

⑪バターとカレー粉を加え、炒めると、「ドライカレー」に 

⑫白ねぎとラー油等で調味し直して、「麻婆用ソース」に、更に、なす炒めに加えると「麻

婆なす」に、豆腐炒めに加えると「麻婆豆腐」に 

⑬そのまま(生)又はバラバラに焼きほぐして、焼売(生)、餃子(生)、焼飯、ピラフ、春巻

き、オムレツ、厚焼き卵などの具に 

⑭焼きほぐして、とろみをつけて、かぼちゃの煮物やふろふき大根などのトッピングに 

など、千変万化する。 

健康情報など： 

１．◇玉ねぎとミンチ肉だけの本物ハンバーグに比べ、きのこ類(2～3 種類)、ピーマン類(2～3

種類)、にんじん及び卵まで追加して含まれています。盛り合わせが充実しているレストランの

ハンバーグより栄養バランスが良く、これ一品（ワン）に全ての栄養素（オール）が含まれて

いるので、“ワンオール”です。 

 ◇メイン材料のミンチ肉については「4.塩茹で豚」の、玉ねぎについては「2.ハイカラオムレ

ツ」の、きのこ類については「7.きのこのオリーブ油炒め」の、にんじんについては「9.にん

じんソフトふりかけ」の健康情報などの項をそれぞれ参照。 

◇ピーマン類の、ピーマンはビタミン C 及びβ-カロテン(体内で必要な量だけビタミン A にな

る)を、パプリカはβ-カロテン、ビタミン C 及び E を含んでいますが、それぞれの含有量は、

色の違いによって、季節等でいろいろです。(例えば、オレンジパプリカでは 6分の 1個で、 赤

パプリカでは 3 分の 1 個で、ビタミン C の一日必要量を賄えるとか、季節によってはその含有

量が 3 分の 1 にも減るとか、オレンジパプリカでは赤ピーマンの 30 倍ものβ-カロテンを含ん

でいるとか、の情報があります) 

また、ピーマン類は、含んでいるビタミン C のキレート作用によって、一緒に調理される牛

肉に含まれる鉄や亜鉛などのミネラルの吸収を促進します。これ等のことから、良いところを

万遍なく摂取するためには、ピーマン類は 2種類と言わずに 3種類は使いたいものです。 

２. 千変万化に変身する常備菜です。これだけは作ってみませんか。私の自慢の万能レシピです。 

 

２．ハイカラオムレツ   （改訂 2） 

材料：1) じゃがいも Ｍサイズ３～５個(品種を問わないが、ポピュラーな男爵か、最近のキタア

カリなどポテトサラダ用品種が良い。メークイン、インカのメザメなど煮物用品種は不向

き)(1～1.5㎝のサイコロ状に切る) 



2) 鶏肉 約２５０ｇ(肉は適当にたたいた後で、1～1.5 ㎝のサイコロ状に(せせり肉の場合

はそのまま約 1.5 ㎝に)切り、しょう油をまぶして下味をつけておく(1時間以上前に)) 

   3) 玉ねぎ(春の新玉ねぎは水分が多くて不向き) Ｍサイズ３～４個(1～1.5 ㎝平方の板状

に切る、じゃがいもと同量が無難） 

(以上は、オムレツ 10個分の量） 

   4) 卵 適量(オムレツ 1個分に卵 1～1.5 個を溶き、塩又はしょう油で薄味をつける） 

調理：1) じゃがいもは、極薄い塩味で 15分間程度茹で、ザルに打ち上げる。 

鶏肉と玉ねぎを塩・コショウのみで適当な油で炒める。玉ねぎが軟らかくなったところで、

湯切りをしたじゃがいもを加え、焦がさないようにとろ火で更に炒めながら水分を飛ばす。

じゃがいもは好みで少しつぶしても良い。 

なお、多めに作ったオムレツの具は保存用の容器に取り分けて、活用メニューにする。 

2）卵焼き用長方形のフライパンを用いる。オムレツ 1個分の溶き卵を入れ、弱火で半熟にな

った時、上記 1)の炒めた具を中心から手前に置き、もう片方の卵を折り返す。外側３辺を

おさえて接着させる。 

卵の量が多くて、片面(下側)だけでは卵が煮えにくい場合は、フライ返しで上下を返す(卵

焼き用のフライ返しでないと失敗するので念のため)。 

3) 当日食べないものはラップに一個ずつ包み、チルドか冷凍保存する。 

活用メニュー：2メニュー 

◇夏場は、冷たいまま(電子レンジの無かった時代、冷たいのが当たり前、電子レンジで解凍・

加熱しても、卵の食感が少し違うだけなので可)、野菜やサラダを付け合せて主菜に 

なお、「13.トマトソース」やケチャップをかけると、目に美味しくなる。 

＜オムレツ用の具＞の活用メニュー： 

◇オムレツ用の具をそのまま小鉢に盛り付けて、ポテトサラダ風の副菜に 

◇サニーレタス、レタス、フリルレタス、サラダ菜などを添えて「即席ポテトサラダ」に、 

また、きゅうり、にんじんなどを加え、好みのドレッシングやマヨネーズで味をサラダ風に

調えると、本物の「ポテトサラダ」に変身する。 

健康情報など： 

１．◇じゃがいもを含めてさつまいもや、さといも(里芋)や、長いもなどのいも類は、総じて①

炭水化物を多く含み(さつまいも(100ｇ中に 32ｇ含有で一番)＞じゃがいも＞長いも＞さといも

(13ｇ含有))カロリーは多いが、②ビタミン B1(さつまいもが一番)、ビタミン C(じゃがいもが

一番)、カリウム(さといもが一番)、食物繊維(さといもとさつまいもが一番)なども含んでいる

他、③水分も 60～70％含むことから、カロリーの多さを気にせずに野菜とし活用できます。 

また、じゃがいもの皮の部分にはクロロゲン酸を、さつまいもには(品種によっては)アント

シアニンやβ-カロテンやビタミン Eを、さといもにはぬめり成分のムチンを、やまいもにはコ

リン及びムチンを含むなどの特徴もあります。ポリフェノールの一種のクロロゲンサンは抗酸

化作用が強く、脂肪の蓄積を抑制する働きが注目されています。 

◇いも類の中でもヘルシー食品？と言われているこんにゃくは、水分(95～97％)と、体内では

消化できない食物繊維のグルコマンナン(2.2～2.9％)しか含んでいないため、100ｇの総カロリ



ーが 5～7カロリーしかありません。 

◇玉ねぎには、ビタミン C を除いて五大栄養素はいずれもあまり含まれていません。その代り

に調理する人を何時も泣かせてしまうあの辛み成分の硫化アリル、並びにポリフェノールの一

種のケルセチンがたっぷり含くまれています。 

硫化アリルは、殺菌性が強く、調理では肉の臭みを消し、食べてはビタミン B1の吸収を助け、

また、血液をサラサラにし、血流を改善する働きがあるとされています。 

一方のケルセチンは、抗酸化作用のほか、抗炎症作用や降圧作用も報告されています。 

 ◇鶏肉については、「4.塩茹で豚」の健康情報などの項を参照。 

２．料理本のオムレツではなく、大正生まれの母たちの食生活改善運動で生まれた、卵も肉も野

菜も一度に食べられる戦後のハイカラな料理です。定期的に食べたくなります。美味しいもの

は身体に良いと思いつつ、70数年間受け継いできた昔懐かし田舎のレシピです。 

 

３．ミックスナッツといんげんなどの炒め物  (改訂 2) 

材料：＜ミックスナッツの材料＞ 

1) 必須の素煎のナッツなど：①くるみ(３)、②アーモンド(1.5～２)、③くこの実(1.5～２)、

④松の味(1)、⑤かぼちゃの種(1.5～２) 

2) お勧め追加の素煎のナッツなど：①カシューナッツ(1.5～２)、②ひまわりの種(1) 

(以上の括弧内は、ミックスする目安。包装単位があまりにも多様なため適宜に) 

3) 好みで追加しても良い素煎のナッツなど：ピスタチオ、ピーナッツ、ヘーゼルナッツ、マ

カダミアナッツ 

4）甘系に変化させても悪くないもの：干しぶどう、干しカットフルーツ、干しブルーベリー

のうち手に入るものを適宜(ナッツ類は賞味期間が 3ケ月間以上あるので問題はないが、甘

系は賞味期間に要注意) 

    (くるみ、アーモンド、カシューナッツなどの粒が大きい材料は、3～6片にキッチンハサミ

で事前にカットしてから、ナッツなどのすべての材料をミックスする。これをナッツなど

が入っていた袋に小分けし、冷蔵又は冷凍保存し、活用メニューにもする。 

なお、1週間分程度はインスタントコーヒーの空き瓶などに小出しして、活用する) 

＜炒め物の主材料＞ 

①いんげん、モロッコインゲン、アスパラガス又はブロッコリー 適量 

    (いんげん、モロッコインゲン、アスパラガスの場合は、0.5～2㎝幅の斜め切り。ブロッコ

リーは適当にカットする) 

②鶏肉 適量(肉は軽くたたいた後で、1.5～2 ㎝のサイコロ状に(せせり肉の場合はそのまま

1.5～2㎝に)切り、しょう油で下味をつけておく(１時間以上前に)) 

調理：1）大きめのフライパンに、オリーブオイル(又は好みでごま油)を取り、塩・コショウ少々(好

みで七味唐辛子、ガーリックなども)を入れ、炒め物の主材料(①のみ、①＋②、又は②の

み)を常法で炒める。なお、ブロッコリーは茹でないで、事前に電子レンジで少し軟らかく

させてから、炒めることをお勧めする。しょう油で塩味を調えた後、ミックスナッツを適

当量加えて、更に 2～3分間(ナッツの香りを楽しみたい場合は１分間弱)炒める。 



2）当日食べないものは、適当な容器に入れチルドか冷凍保存する。 

(鶏肉の部位では「せせり肉」（こにく、と呼称する店もある）が、野菜ではモロッコインゲ

ン(ジャンボインゲン、と呼称する店もある)が、ミックスナッツとの相性が何故か良い) 

活用メニュー：1メニューなど 

◇そのまま、レタス、サニーレタス、フリルレタス又はサラダ菜を添えて主菜に 

◇焼飯、ピラフ、ナシゴレン(インドネシア焼飯)などの具に 

◇自然解凍後、レタスやきゆうり系の野菜サラダのトッピングに 

＜ミックスナッツ＞の活用メニュー： 

◇おやつ、お茶請けに(長寿世界一の香港のおばさんたちの 3時のおやつは、ナッツ類) 

◇無糖ヨーグルトのトッピングに（私は、5～７ｇトッピングして、ほぼ毎日食べている） 

◇お粥、シリアル、ポテトサラダ、かぼちゃサラダ、大根・きゅうり・にんじんの千切りサラ

ダ、各種和え物、各種ナムルのトッピングに 

◇「30～20品目サラダ」の原材料のうちの 5～10 品目分がこれでカバーできる。 

健康情報など： 

１-1)＜必須材料＞ 

◇くるみは、多価不飽和脂肪酸(オメガ 6(ｎ-6 系とも表記される)のリノール酸とオメガ 3のα

-リノレン酸)及び 1 価不飽和脂肪酸(オメガ 9 のオレイン酸)、並びにビタミン(E、B1、B6、葉

酸)、ミネラル、食物繊維、蛋白質などを含み、①栄養バランスの良さはナッツ類の中では一番

です。また、②含有脂質の組成(オメガ 6及びオメガ 3のバランス)の良さ、③α-リノレン酸の

含有量の多さ(えごま油などの食用油を除くと食品の中でダントツ一番)、及び④抗酸化値 (ビ

タミン E及びクルミポリフェノール(カテキン、タンニン、エラジ酸など)を含むため)の強さも

ナッツ類の中では一番です。 

更に、天然のメラトニン(通常はトリプトファンから作られる神経伝達物質)の供給源です。 

◇アーモンドには、オレイン酸、ビタミン E(含有率は食品の中で一番)、ビタミン B3(ナイアシ

ン)、ビタミン B2、バランスの良いミネラル(カルシウム、リン、鉄、カリウム、マグネシウム、

亜鉛、銅など)、食物繊維、蛋白質などが含まれています。 

◇くこの実は、中国で“不老長寿の薬”と言われ(生薬としては肝・腎の機能を高める作用など

が認められ、滋養強壮、疲労回復などに)、薬膳料理にも古くから使われてきました。 

くこの実にはミックスする他の材料とは異なって、糖(65％)が多く含まれています。この他

にはビタミン A、ビタミン B群、カルシウム、鉄、食物繊維、蛋白質なども含まれています。特

にカロテノイドの一種ゼアキサンチンは、目に対する機能性が注目されています。 

◇松の実には、リノール酸及びオレイン酸、鉄、亜鉛、必須アミノ酸のバランスが良い蛋白質

などが含まれています。この他、ピノレン酸(リノール酸の異性体、必須脂肪酸ではないが同様

の働き)やパルミトレン酸(オメガ 7)も含まれていて、その機能性が注目されています。 

◇かぼちゃの種には、オレイン酸、鉄、マグネシウム、亜鉛、食物繊維、蛋白質などが含まれて

います。なお、ポリフェノールの一種のリグナンの女性の頻尿及び男性の前立腺肥大の抑制な

どの機能性が注目されています。 

１-2)＜お勧め材料＞ 



◇カシューナッツには、アーモンドに似た成分(鉄、亜鉛、銅、ビタミン B1 及び糖質の含有量

では勝っている)が含まれています。 

◇ひまわりの種には、リノール酸、ピノレン酸、ビタミン、アーモンドに似たバランスの良い

ミネラル(リン、マグネシウム、亜鉛及び銅の含有量では勝っている)などが含まれています。 

２．ナッツ類(種子を含めた種実類)には、美容と健康などに良い成分が、それぞれいろいろに含

まれていて、ランキングは難しいので、“ナッツ類の、良いとこ全部取り”するために考え出し、

改良してきた“私の準自慢のレシピ”です。 

 

４．塩茹で豚＜からポッサム、豚角煮、焼豚へ大変身＞ （改訂 2） 

材料：1) 豚バラ肉 ２～３㎏(5 ㎝幅くらいでカット販売されているブロックが無難） 

   2）香味野菜 白ねぎ 1 本及びしょうが２～３かけら(1かけらは 10～15g、1かけとも言う) 

調理：1）豚バラ肉のブロックに塩(適量)をすり込み、ラップで包む。冷蔵庫に 1～2日間(チルドで

は 1～3 日間)置いた後、大鍋にブロック肉及び香味野菜を入れ、これがかぶるほどの水を

加え、中火で浮いてきたあくと油分を取り除きつつ茹でる。約 30 分間茹でたら、ブロック

肉の上下を入れ変えて、更に約 30分間茹でる。鍋のままで冷やす。 

2）当日食べないものは、ブロックのままラップに包んで冷蔵又は冷凍保存する。 

茹で汁は、適当な容器に入れて冷やし、白く固まった脂を除き、活用メニューにする。 

活用メニュー：5メニューなど 

◇薄切りにした塩茹で豚は、付け合せ野菜と一緒に、マヨネーズ、ポン酢、出汁しょう油など

好みのたれにつけて刺し身風に 

◇太めの千切りにした塩茹で豚を、食べやすい大きさのたたききゅうりと、塩、ごま及びご

ま油で和えて、「ごま和え」に 

◇茹で汁は、「中華風スープ、韓流わかめスープ、及び豚汁」のスープ部分に活用する。 

＜ポッサム＞に変身： 

1)材料：①塩茹で豚肉ブロック(適量)、②葉物（サニーレタス、リーフレタス、レタス、サン

チュウ、えごまの葉などから２種類、ゆで豚の 2 倍量以上がお勧め)、③きゅうり(適量)、

④白ねぎ(適量)、⑤キムチ(適量) 

2)自然解凍後、塩茹で豚肉ブロックの水気と油分をキッチンペーパで取り、薄切りにする。

葉物は大きめに切る。きゅうりは細め(1 ㎝弱)の拍子木切りにする。白ねぎは長さ 4～5 ㎝

で細切りにする。キムチは小さめに切る。 

   3)レタスなどの葉っぱに、薄切りにした豚肉、キムチとその他の野菜を取り、包んで食べる。 

＜豚角煮＞に変身： 

1)材料：①塩茹で豚肉ブロックを 4～6cm 立方に切ったもの(適量)、②大根（2㎝厚みの輪切

り、豚肉カット数の 2倍個数）、③にんじん(5～7 ㎜厚みの輪切り、豚肉カット数の 2倍個

数）、④ねぎ（長さ 5㎝のぶつ切り、適量）、⑤だし昆布(適量、美味しい甘塩昆布煮になる)、

⑥香味野菜（ねぎの青い部分、しょうが、にんじん切れ端、好みでニンニクや玉ねぎなどを

だし袋に入れたもの）、⑦好みの甘塩調味液(砂糖、しょう油(一部を味噌に置き換えること

をお勧めする)、及び焼酎(又は酒)(肉 1㎏に１合の割合)） 



2)大鍋に、香味野菜と昆布と塩茹で豚を入れ、これらがかぶるほどの調味液を加えて、中火

で煮る。煮立ったら浮いてきたあくと油分を取り除き(調味液と水を適宜補充)、弱火で１

時間(好みで 1.5 時間)煮込む。煮汁を別鍋に取り、にんじん、大根及びねぎを入れて、味

を補正しながら 30 分間(好みでこれ以上でも可)煮る。これを大鍋に戻し、焦げない程度の

火力で 10分間煮つめる(時短したい場合は、最初から野菜 3種類も大鍋で一緒に煮る)。 

当日食べないものは、適宜、冷蔵又はチルド保存する。 

＜焼豚＞に変身： 

1)材料：①塩茹で豚肉ブロック(横長過ぎる場合は半切、適量)、②香味野菜（ねぎ、しょう

が、にんじん、セロリなどをだし袋に入れたもの、好みでニンニクや玉ねぎも）、③調味液

(しょう油、塩、隠し砂糖及び酒(肉 1㎏に１合の割合)) 

2)大鍋に、香味野菜と塩茹で豚ブロックを入れ、これらがかぶるほどの調味液を加えて、中

火で煮る。煮立ったら浮いてきたあくと油分を取り除き(水を適宜補充)、弱火で１時間(好

みで 1.5 時間)煮込む。煮汁を別鍋に取り、焦げない程度の火力で 10 分間煮つめる。煮詰

まった煮汁を大鍋に戻し、焼豚表面に数分間煮からめる。 

当日食べないものは、ブロックごとにラップに包んで冷蔵又は冷凍保存する。 

◇＜焼豚の活用メニュー＞ 

手間暇かけて美味しくした焼豚を、生肉代わりにはもったいなくて使えない。しかし、ここ

に焼豚が山のように出来あがったら、 

①そのまま薄切りにしておつまみ風に 

②インスタント及び自家製のラーメン、冷麺、うどん、冷やし中華など麺類のトッピングに 

③和え物、サラダ、サンドイッチ、焼豚丼に 

④一手間加えて、野菜炒め、天ぷら、春巻き、焼飯、ピラフ、パスタに、活用したい。 

（私は、下線を付したものへ活用してきた。なかでも焼豚丼は最高） 

健康情報など： 

１-1)＜肉類(鶏、豚、牛)＞ 

◇健康志向と価格の関係からか、国内の鶏肉の消費量が増加して、2013 年にはついに 1位にな

りました。2位は豚肉、3位は牛肉です。 

◇これら三種の肉の栄養的特徴は、次のとおりです。 

 鶏肉は、①消化吸収が良く、低カロリーです。②ビタミンでは B群のパントテン酸の他ビタミ

ン Aを、またコラーゲンやカルシウムも含みます。 

 豚肉は、ビタミン B群を豊富に含みます。特に糖質代謝に必要なビタミン B1を他の肉の 5～10

倍も含有するので、夏バテ防止に活用したいものです。 

 牛肉には、①８種類もの必須アミノ酸がバランス良く含まれています。②ミネラルの亜鉛が他

の肉の 2 倍(豚)から 3 倍(鶏)含まれています。鉄分は吸収率の良いヘム鉄で含まれています。 

１-2)＜豚バラ肉の脂肪分は調理でどれだけ抜けるか？＞(ためしてガッテンなどより) 

 ◇1時間茹ると 13％(2時間では更に 5%、3時間では更に 3％など)抜け、1 時間調味液で煮ると

21％抜けるとのことです。本レシピの角煮及び焼豚では調味液煮の時間が、どちらも 1～約 1.5

時間(21～21+約 3％)ですので、合せて 34～約 37％の脂肪分が抜けていると推定できます。 



 ◇塩茹で豚を経ない一般的な角煮の作り方は、ご存じのように、カットした豚肉を、多めの油

で少し焦げ目が出来るほどに炒めます。（煮くずれ防止とうま味を閉じ込めるためです）。次に

水で洗い、その後で、調味液で 2～2.5時間煮込みます。 

この調理法の場合の脂肪の抜け具合はどうか、別のデータで調べました。最初の数分の油炒

めだけで 29％の(炒めている状態の油の温度は、茹でている時の 100 度とは違って、天ぷら油

より高温のために)脂肪が抜け出るとのことでした。その後の 2～2.5 時間調味液煮でのデータ

は有りませんが、上のデータを用いて推定すると、約 26～約 28％ (21+5～21+5+約 2％)となり

ます。これらを合わせると、約 55～約 57％の脂肪分が抜けていると推定できます。 

角煮の調理法は、季節により、身体の状態により、選ぶことをお勧めします。 

２． 味付けで、辛くも(ポッサム)、甘くも(角煮)、塩っぱくも(焼豚)変身させられるレシピです。 

 

５．ひじきの煮物  (改訂 2) 

材料：1) 乾燥ひじき ３０～５０ｇ 

(「芽ひじき」より、質感がある「長ひじき」(ひじきの茎の部分)、又は長ひじきを事前に

カットして「ひじき」として売られているものの方が、良い） 

   2) 油揚げ ３枚 

3) 水煮又は蒸煮大豆 ２～３種類、各１袋(「8.切り昆布と豆の煮物」の材料の項を参照) 

4) にんじん Ｌサイズ１本～Ｍサイズ２本 

   5) こんにゃく 1 枚 

6) しめじ及び椎茸 各 1袋・トレー 

(この他に、細焼きちくわを追加しても良い) 

(材料かられんこん及びごぼうを外してあるのは、活用メニューで食感が違い過ぎるため) 

調理：1) 乾燥ひじきは水で戻す。(長ひじきは適当な長さにカットする。水で戻し過ぎないこと。

戻し汁は必ず捨て、再度水洗いすること) 

にんじん、油揚げ及び椎茸は太めの千切りにする。大き過ぎるしめじは、適宜裂くか切る。

こんにゃくは縦六つ切りにし、2～5 ㎜くらいの厚さで薄切りにする(あく抜きが必要な場

合はあく抜きをする)。 

(細焼きちくわは半切して、2～3 ㎜くらいの厚さで薄切りにする) 

2) 自分風の出汁((出汁の取り方は「11.具沢山味噌汁」の調理の項を参照)を、自分好みの味 

(甘さ控えめの薄味がお勧め）に調味する。これに材料を入れて、ひたひた状態で落し蓋を

して(又はアルミホイルをかぶせ)20～30 分間煮る。なお、にんじんは電子レンジで半煮え

にして途中で加えるのもよい。(ひじきは昆布と違って、水から煮ると煮崩れるので要注意) 

3）当日食べないものは、小分け容器等に入れ、チルドか冷凍保存する。 

(こんにゃくを使っている場合には、冷凍するとこんにゃくが変質してゴムのようになるの

で、この場合はチルドに保存し、適時に煮立てて殺菌する) 

活用メニュー：7メニューなど 

   ◇そのまま、好みの小鉢に、好みの量を取り分け副菜に 

◇半切して開いた油揚げに包み、好みの煮汁で煮ると「巾着煮」に、また、煮汁をよく切って



油揚げに包み、トースターで焼くと「巾着焼き」に、それぞれ変身して主菜になる。 

   ◇水切りした木綿豆腐にひじきの煮物を混ぜると、「白和え」に 

   ◇水切りした木綿豆腐にひじきの煮物と少量の片栗粉を混ぜ、スプーンで形を整えて、好み

の油で揚げると、「自家製がんもどき」に 

   ◇電子レンジで軟らかくしたじゃがいも又はかぼちゃと混ぜ合せてから、フライ用の衣を付

けて揚げると、「コロッケ」に 

◇厚焼き玉子やオムレツの具に、野菜サラダのトッピングに 

◇煮汁又は梅肉で炊き上げたご飯に、これを混ぜ合わせると「ひじきご飯」に、 

また、梅肉で半日漬け置いて、小さめのいちょう切りしたにんじんを米粒が隠れるくらい

にのせて、炊飯器で炊き上げたおこわ(うるち米と餅米の等量混合)(ひたひたの水加減が重

要)に、これを混ぜ合わせると「ひじきおこわ」に、それぞれ変身する。 

いずれの場合も、ひじきの煮物だけでなく、ちりめん雑魚及び皮むきごま、をも一緒に混ぜ

合わせて、大変身させることをお勧めする。 

健康情報など： 

１．◇主役のひじきには、カルシウム(牛乳の 12 倍)、食物繊維(ごぼうの 7 倍)、マグネシウム

(アーモンドの 2倍)、ヨウ素、ビタミン B2、葉酸などが含まれています。 

なお、最近のステンレス釜による加工法では鉄分の含有量が、鉄釜による加工法の場合の 10

分の 1 以下とのことです。 

 ◇その他のメイン材料の大豆については「8．切り昆布と豆の煮物」の、にんじんについては「9．

にんじんソフトふりかけ」の、こんにゃくについては「2.ハイカラオムレツ」の、しめじ及び

椎茸については「7.きのこのオリーブ油炒め」の健康情報などの項をそれぞれ参照。 

２．海の幸、野の幸、山の幸を含み、更に七変化させられる常備菜の王様です。 

活用メニューの「ひじきご飯」や「ひじきおこわ」には、“ま・ご・わ・や・さ・し・い”食

材が全て含まれています。栄養バランスが取れた完全食品です。これ一品で、“まごわやさしい”

を達成させた“私の自慢のレシピ”です。 

 

６．きんぴら＜ごぼう、たけのこ、れんこん、じゃがいも及び大根の皮＞  (改訂 2) 

材料：＜きんぴらごぼうの材料＞ 

1）ごぼう 適量 

2) にんじん ごぼうの１/２～１/３量、又は１本 

3) 皮むきごま 適量 

＜きんぴらたけのこの材料＞＜きんぴられんこんの材料＞＜きんぴらじゃがいもの材料＞＜き

んぴら大根の皮の材料＞ 

  1）たけのこ、れんこん、じゃがいも、及び大根の皮 適量 

2）その他材料は、きんぴらごぼうの 2)及び 3)に同じ。(じゃがいもの場合は黒ごまがお勧め) 

調理：＜きんぴらごぼうの調理＞ 

1) ごぼうは大きめのささがきにし、最長で 10 分間(1～10 分間)あく抜きする。そのままで

も良いが、更にさっと茹でることをお勧めする。にんじんはスライサー(幅 3 ㎜程度)でス



ライスするか、手切りで千切りにする。 

2) 大きめのフライパン又は中華鍋に、ごま油を多めに取り、茹でたごぼうとにんじんとを中

火で 10 分間程度炒める。砂糖、しょう油、酒(普通はみりん)、及び七味唐辛子(好みで一

味唐辛子、輪切り唐辛子又は食べるラー油(例えば「ラオガンマー」)を使用しても可)で調

味し、仕上げに皮むきごまを加える。 

3) 当日食べないものは、小分け容器等に入れ、チルドか冷凍保存する。 

 ＜きんぴらたけのこの調理＞＜きんぴられんこんの調理＞＜きんぴらじゃがいもの調理＞＜きん

ぴら大根の皮の調理＞ 

1）たけのこ、れんこん、じゃがいも、及び大根の皮も、ごぼうの場合と同様に調理する。 

2）茹でたけのこの場合は、適当な千切りにする。 

れんこんの場合は、いちょう切りにし、10 分間程度あく抜きする。 

じゃがいもの場合は、皮をむき 3～4mm の厚さの千切りにし、10 分間程度水にさらした後、

よく水気を切って、冷蔵庫で表面を乾かす。 

大根の皮の部分の場合は、長さ 4～5cm 幅 3～5㎜の千切りにする。 

3) たけのこの場合は、ごぼうの場合よりも多めの砂糖で味付けすると、冷凍後の食感が良い。 

活用メニュー：5メニューなど 

◇そのまま副菜に、また、何れかのきんぴら 2～3種類を混ぜ合わせるか、及び又は斜め切り

したいんげんやアスパラガスのごま油炒めを加えると、「五目きんぴら」に変身する。 

◇豚肉又は鶏肉を炒め、きんぴら風に味付けしたものに、解凍・加熱した何れかのきんぴら

を追加すると、若い人向けの「パワフルきんぴら」になり、主菜に変身する。 

◇何れかのきんぴらを土手にして、その中央に卵を落として焼くと、「巣ごもりきんぴら」に 

◇＜きんぴらごぼうの活用メニュー＞ 

①好き焼き用牛肉を炒め、すき焼き風に味付けし、解凍・加熱したきんぴらごぼうを加えて

軽く炒める。更に火を止める前に、焼きのりを大きくちぎって、贅沢すぎると思えるほどに

加え、混ぜるだけで火を止めると、「豪華きんぴらごぼう」になり、主菜に変身する。 

②溶かしたカレールーに加えて煮込むと、「即席野菜カレー」に 

③サンドイッチ、焼飯、ピラフの具に 

健康情報など： 

１．◇各種きんぴらに共通の材料のごま及びにんじんについては、「9.にんじんソフトふりかけ」

の健康情報などの項を参照。 

◇ごぼうは、食物繊維(水溶性のイヌリンと不溶性のリグニンをバランスよく含有)を豊富に含

む他、アルギニン(必須アミノ酸ではないが成長ホルモンの合成を促進すると言われている)、

ミネラル(カリウム、カルシウム、マグネシウムなど)、ポリフェノール(ケルセチン、クロロゲ

ン酸及びカテキン)なども含み、美容と健康に良い食べ物とされています。 

その中でもイヌリンは血糖の上昇を抑え、整腸作用が期待されています。リグニンは腸内の

発がん物質を吸着し、大腸がん予防効果が期待されています。なお、ケルセチン及びクロロゲ

ン酸については、「2.ハイカラオムレツ」の健康情報などの項を参照。 

  ◇れんこんは、澱粉が主成分ですが、ビタミン Cを多く含み(ビタミン Cの一日必要量の大半が



賄える)、この他にもビタミン B1 及びビオチン、ミネラル(カリウム、鉄、亜鉛、銅)、食物繊

維、ポリフェノールの一種のタンニンなどを含みます。 

 ◇じゃがいもについては、「2.ハイカラオムレツ」の健康情報などの項を参照。 

２．食欲のない時でもこれが少しあるとご飯が進みます。塩分控えめの食生活者にとっては、ほ

んの一口でも、食事の締めに食べると、塩気の満足感が味わえます。 

 

７．きのこのオリーブ油炒め  (改訂 2) 

材料：1) きのこ類 最低４種類各 1袋・トレー(常法でカットする) 

(なめこを除いて、舞茸(場合によってはあく抜きが必要、包装単位が小さいものは 2 トレ

ー)、椎茸、しめじ、えのき茸、エリンギ、マッシュルーム、ひら茸など好みで適宜) 

   2) 豚肉又は鶏肉 １５０～３００g(1 人 1 食分約 30～60g)(いずれの肉も薄切りにして小さ

めに切る。肉には 1 時間前にしょう油をまぶして下味をつけておく） 

調理：1) 大きめのフライパンに、オリーブオイルを多めに取り、コショウ、七味唐辛子、ガーリッ

ク、及び塩をそれぞれ少々加え、次にフライパンの 3 分の 1 から半分に肉、残り部分にき

のこ類を入れて、混ぜ合せないでそれぞれ別々にゆっくり炒める(最初強火で素早く、きの

こが 60～70℃の状態になると、肉は片隅に寄せ、火を弱めて温度を維持しながら、約 10分

間炒める。その後は普通に炒めることをお勧めする)。炒まったところで、味をしょう油及

び塩で調え、更に 2 分間から好みで 5分間炒める。 

2) 小さいフライパンしかない場合や、肉を多めにしたい場合は、肉ときのこ類は別々に炒め

(きのこはゆっくり炒め、肉は常法炒め)、かさ張りが少なくなった段階で混ぜ合わせる。 

3）当日食べないものは、適当な容器に入れ、チルドか冷凍保存する。 

活用メニュー：6メニューなど 

◇そのまま副菜に、肉を多めに使った場合は主菜に 

◇レタスやきゅうり系の野菜サラダのトッピングに（この場合、きのこから出た熱々の炒め

汁が濃厚なドレッシングとして活用できる） 

◇油揚げに包みトースターで焼くと、「巾着焼き」に 

◇春巻きの皮で包んで揚げると、「春巻き」に 

◇溶かしたカレールーに加えて煮込むと、「即席きのこカレー」に 

一方、溶かしたクリームシチュールーに加えて煮込むと、「きのこクリームシチュー」に 

◇トマトや「13.トマトソース」と煮込むと、「きのこトマトシチュー」に 

◇バター又はオリーブオイルを加えて味を濃厚にして、「きのこスパゲッティ」に 

◇好みでカットして、焼飯、ピラフ、スペイン風オムレツ、厚焼き卵、雑炊、味噌玉で作るみ

そ汁などの具に、あるいはねぎ・大根・にんじん・こんにゃくなどと一緒に豚汁の具に 

健康情報など： 

１-1)＜きのこ類＞ 

◇きのこ類は総じて、水分を多く(90％前後)含み、三大栄養素は含みません。 

しかし、①ビタミン D を多く含むので骨粗しょう症予防が期待できます。また、②100ｇで 20

カロリー前後(エリンギの 24 カロリーからマッシュルームの 11 カロリーまで)と低カロリーな



がら、ビタミン(B1、B2、B3、葉酸、パントテン酸など)及びミネラル(カリウム、リンなど)を豊

富に含むことからダイエット効果が期待出来そうです。更に、③食物繊維が豊富に(エリンギの

4.4ｇからマッシュルームの 1.8ｇまで)(乾燥状態換算では 30～50％)含まれているので便秘予

防になります。一方、④うま味成分としては、グルタミン酸が豊富に含まれています。 

◇生椎茸を 3.5 分間でも、30 分間でも、1 時間でも、日光浴(傘の裏側を天日干し)させると、

ビタミン Dは約 10倍になるとのデータがあります。(干し椎茸にすると、約 30 倍です) 

◇椎茸が特異的に含むエリタデニン(レンチナン、レンチシンとも呼称されていた)には、血漿

中の総コレステロール量を低下させる作用等が報告されています。 

◇舞茸が多く含む水溶性食物繊維の一種のβ-グルカンには、免疫力を活性化して、抗ウイルス

や抗腫瘍等の機能性が注目されています。 

１-2)＜うま味成分＞ 

◇うま味の三大成分は、アミノ酸の一種である①グルタミン酸、並びに核酸の一種である②イ

ノシン酸及び③グアニル酸です。 

この他にもうま味成分として、貝類に多く含まれる有機酸のコハク酸や、アスパラガス、大

豆、鶏肉、豚肉、鰹節などに含まれるアミノ酸のアスパラギン酸などがあります。 

◇①グルタミン酸含有野菜(100g 中)を、出汁用の食品と比較しながらランキングすると、1 位

は(真昆布等 1,610～3,200㎎等)、2 位は干し椎茸(1,060 ㎎)、3位(野菜では 1位)はトマト(150

～250 ㎎)、4 位以下(野菜では 2 位以下)はグリンピース、れんこん、とうもろこし及びじゃが

いも(110 ㎎以上)、白菜、にんじん、春菊、大豆、そら豆、ほうれん草(90 ㎎以上)と続きます。

②グアニル酸含有食品(100g 中)をランキングすると、ダントツ 1 位は干し椎茸(150 ㎎)、2 位

は干し編み笠茸(40 ㎎)、3位は干しホタテ貝柱(14 ㎎)、後はドライトマト、乾燥海苔、ボルチ

ーニで終わりです。③イノシン酸含有食品(100g 中)をランキングすると、1 位グループは、鰹

節(470～700㎎)及び煮干し(350～800 ㎎)、2 位グループは、アジ、ハマチ、マグロなど(130～

270 ㎎)、3位グループは豚肉及び鶏肉(150～230 ㎎、なお牛肉は 80㎎と少ない)と続きます。 

◇アミノ酸の一種のグルタミン酸は、核酸の一種のグアニル酸又はイノシン酸と合わせて使う

と、相乗作用・効果によってうま味はより強くなります。 

◇①椎茸などのきのこ類では、生の状態では含まれていないグアニル酸が、冷凍すると、壊れ

た細胞壁から有離してくるとのことです。これを更に 80℃以下の 70℃前後に加熱すると酵素が

働いて、溶け出したグアニル酸が増加するとのことです。 

◇椎茸では、生で 70 ㎎含有のグルタミン酸は乾燥させると計算値以上の 1,060 ㎎(生椎茸の水

分含量は 91％)に増加するとのことです。また、生でほとんどゼロのグアニル酸は乾燥させる

と､(上記のとおり、ダントツ 1位の)150 ㎎にも増加します。 

この干し椎茸を 5℃の水に(冷蔵庫内で)一晩漬けて戻すと、グアニル酸は更に 10 倍にも増える

とのデータもあります。 

◇美味しさに係るこれら情報は、日常の調理で活用したいものです。まず手始めに、生椎茸の

場合、①ビタミン Dのために、調理の半日前に 10分間の日光浴をさる。②その後でグアニル酸

を作るために、一緒に調理する他のきのこと冷凍庫で凍らせておく。更にそれを炒める時は、

③グアニル酸を増やすために上記調理の項でお勧めした“ゆっくり炒め”をしたいものです。 



２．きのこを 4 種類以上用いることで、“きのこの良いとこ及びうま味の全部取り”レシピです。 

 

８．切り昆布と豆の煮物  (改訂 2) 

材料：1) 生の切り昆布 ２トレー(幅 2～3㎜に切って魚屋さんやスーパーで販売されている） 

2) 水煮又は蒸煮大豆 ２種類又は３種類(130～200g)(大豆、サラダ豆及び黒豆などとして

「フジッ子」「カネハツ」など数社から種々の内容量で発売されている) 

（好みで油揚げ 1～2枚を加えても良い） 

調理：1）昆布を長さ 3～７㎝程度に切り、ゴシゴシと水洗いし、一度茹でこぼした後、もう一度水

洗いする(海藻に特有な臭いを少なくするため)。その後で、自分風の出汁(出汁の取り方は

「11.具沢山味噌汁」の調理の項を参照)でもって、常法で昆布を煮る。20～40分間煮た後、

自分好みの薄味の煮物風に調味する。(油揚げを使用しない場合はごま油少々を入れること

をお勧めする) 

2）次に豆類を(油揚げを使用する場合は、これも一緒に)入れ、更に 10～20 分間煮る。 

出来あがる直前に、もし、作り置きの椎茸煮(干し椎茸を寿司の具程度に切り、煮つけたも

の)があれば、加えて栄養バランスとうま味をより良くする。 

3）大量にできるので、当日食べないものは、小分け容器等に入れ、冷蔵、チルド又は冷凍保

存する。夏場の冷蔵庫保存の場合は、薄味なので適時に煮立てて殺菌する。 

活用メニュー： 

◇そのまま、好みの小鉢に取り分け副菜に 

白ごま、あるいは、季節によっては茹でた、枝豆、グリンピース、そら豆、落花生又はとう

もろこしをトッピングすると、見た目を少し変身させられる。 

◇各種煮物に少し付け合せると、黒い昆布がメインの煮物を引き立ててくれる。 

◇昆布の部分だけを更に短く切り、これ等を合わせて厚焼き玉子やオムレツなどの具に 

健康情報など： 

１-1)＜豆類、大豆＞ 

◇豆類には、炭水化物(大豆と落花生以外は 60％前後含有)、蛋白質(大豆と落花生以外は 20％

前後含有)、不足しがちなビタミン B 群(B1、B2、B6、葉酸)及びミネラル(カリウム、カルシウ

ム、鉄、亜鉛など)、不溶性食物繊維(20％前後含有)などが含まれています。 

米食やパン食に豆類を合わせて食べると、不足しがちなビタミン B 群や、アミノ酸組成の欠

点が補え、食物繊維が摂取可能となり、栄養学的にも、新しくは生活習慣病予防の視点からも

有意義です。 

◇大豆は“畑の肉”と言われ、良質な蛋白質(30％)と脂質(20％)が豆類の中では一番多く含ま

れています。 

大豆に含まれるイソフラボンについては、女性ホルモン様作用(①糖尿病の改善、②骨粗しょ

う症の予防、及び③脂質代謝の改善)の機能性が注目されています。 

特に、黒大豆には、視力改善作用があるとされるアントシアニンも含まれています。 

1-2)＜昆布＞ 

昆布には、糖質の他、水溶性食物繊維(アルギン酸、フコイダン(10％))、及びその他食品に



比べ消化吸収率の高いミネラル(カルシウム、鉄、ナトリウム、カリウム、ヨウ素など必須ミネ

ラル 16 種類中の 15 種類)が含まれています。また、アミノ酸系のうま味成分のグルタミン酸

(「7.きのこのオリーブ油炒め」の健康情報などの項を参照)も含まれています。 

２．乾燥された豆類は、水に長時間漬けて戻し、下茹でする手間が必要なため、家庭料理では敬

遠されがちな食品でした。ところが最近、そのまますぐ食べられ、かつ調理もできる、水煮や

蒸煮したパック詰め製品が、店頭に並ぶようになりました。非常に便利なので、早速に 30品目

サラダやカレーに活用し始めました。ところが、包装単位が大きくて(65ｇ～180ｇ)、一人家族

で数種類の豆をサラダに使おうとすると、残りの豆の使い道に困ってしまいます。残り豆の活

用のために考え出したレシピです。（お蔭で豆類を、手間いらずで、美味しく食べることができます） 

 

９．にんじんソフトふりかけ、たけのこソフトふりかけ  (改訂 1) 

材料：＜にんじんソフトふりかけの材料＞ 

1) 切干しにんじん ５～７本分(必ず皮をむき、4～5㎝の長さに輪切りにした後、スライサ

ー(幅 1.5 ㎜×厚さ 1.0 ㎜)で千切りにし、1(夏)～3 日間(冬)、天日で乾燥させたもの) 

2) ちりめん雑魚 １００～１５０g 

3) ごま(皮むきごまがお勧め) ちりめん雑魚の重量の１/２～１/３ 

 ＜たけのこソフトふりかけの材料＞ 

1) たけのこの煮物の残り物(根元の固めの部分が最適) 適当量 

2) ちりめん雑魚及びごま 上記 2)及び 3)と同様の割合で、適当量 

調理：＜にんじんソフトふりかけの調理＞ 

1）切干しにんじんは良く洗い、20～30 分間かけて水で戻した後、良く絞って水気を切る。フ

ライパンにごま油を炒め物の時より多めに取り(不足の場合は途中で追加）、塩、コショウ

及び七味唐辛子をほんの少々加えて、にんじんを常法で油炒めする。にんじんの色が少し

変化したら、日本酒をひたひたになるまで入れ、市販の出汁しょう油及びかくし砂糖で調

味し、落し蓋をして(又はアルミホイルをかぶせ)、中火で 10分間煮る。落し蓋をとって味

と食感を確認する。その後はごまを加え、水分を飛ばすために混ぜながら炒め煮する。（天

日干しにんじんは煮崩れせず、煮え過ぎも起きないが、トータルで 30分間以内が目安） 

なお、多めに作ったものは、保存用の容器に取り分け、冷蔵又は冷凍保存する。 

2) 別のフライパンか中華鍋にゴマ油を少量取り、とろ火で軽くちりめん雑魚を炒めた後、日

本酒を上記 1)の場合より少なめに入れ(多く入れると調理時間が長くなる)、市販の出汁し

ょう油と市販の「粉末昆布だし」1本・スティック(5g)(「12．味噌玉」の材料の項を参照)

で自分好み(薄味がお勧め)に調味する。中火で水分を飛ばすために混ぜながら炒め煮する。 

3) 上記 1)に 2)を加え、焦がさないように炒めながら混ぜ合わせる。 

当座用を除いて、熱いうちにジップロックなどの保存容器に取り分け、冷凍保存する。 

(1人家族の場合は、100g単位が適当) 

＜たけのこソフトふりかけの調理＞(たけのこの煮物の残り物の活用メニューでもある)  

1）たけのこの場合は、出来るだけ小さめのみじん切りにし、ごま油少々でごまと一緒に炒め

ながら水分を飛ばす。 



2）にんじんの場合の 2)と同様にちりめん雑魚を炒め、3)と同様に調理する。 

活用メニュー：1メニューなど 

   ◇そのままご飯のソフトふりかけに(解凍後も食感が変わらず、口の粘膜にやさしい) 

◇「むすび」や「焼きむすび」の具に(焼きむすびの場合は、焼き塩鮭、醤油おかか、梅干し

などの具よりも、焼いて美味しく、電子レンジで解凍して美味しい) 

◇レタスやきゅうり系の野菜サラダ、ポテトサラダ、かぼちゃサラダ、大根・きゅうり・にん

じんの千切りサラダなどのトッピングに 

   ◇お粥、冷やっこ、各種和え物、ほうれん草・小松菜等の各種お浸しなどのトッピングに 

   ◇にんじんの場合の調理の 1)を取り分けると、「炒めにんじんナムル」が出来あがる。 

健康情報など： 

１. ◇ごまには、脂質(多価不飽和及び 1価不飽和の脂肪酸(リノール酸及びオレイン酸))が 54％、

アミノ酸バランスが良い蛋白質が 20％、食物繊維が 12.9％、ミネラル(カルシウム(0.12％)、

鉄、マグネシウムなど)、ビタミン B1、ビタミン E などが含まれています。また、微量成分に

は、強い抗酸化力を持つゴマリグナン(セサミン、セサモリン、セサミノールなど)が含まれて

いることから、美容と健康に良いと喧伝されています。 

皮むきごまを使用することで、消化吸収率は、すりごま及びペースト状ごまと同程度になる

ばかりか、見た目がきれいに出来あがります。 

◇にんじんには、糖質、β-カロテン(ほうれん草やかぼちゃの約 2 倍含まれていて、にんじん

1本でビタミンAの 1日の必要量を賄ってくれる)、及びカリウムがずば抜けて含まれています。 

なお、金時にんじんには、体内でビタミンＡには変わらないがβ-カロテンより 2 倍の(ビタ

ミン Eより 100倍の)抗酸化力のリコピンが含まれています。 

◇ちりめん雑魚には、蛋白質、脂質(多価不飽和、飽和及び 1価不飽和の脂肪酸)、カルシウム、

ビタミン Dなどが含まれています。 

◇ごま、にんじん及びちりめん雑魚をごま油で炒めることによって、これらに含まれる脂溶性

の栄養(カルシウム、β-カロテン、ビタミン D、E等)を無駄なく消化吸収することが出来ます。 

２. 水は使わずにお酒を水代わりにして煮詰めることによって、日本酒に含まれる(アルコール分

以外の)栄養とうま味をもこれ等材料に添加して食べるレシピです。お酒の好き嫌いにかかわら

ず、きっと、“最好の 酒の魚か、食べる酒”になります。 

老・若・男・女が毎日繰り返して食べても飽きない、“私の一番自慢のレシピ”です。 

 

１０．レモンの蜂蜜漬け   （改訂 2） 

材料：1) 国産レモン(産地により、その年の気候により苦み成分含有量が異なるので事前に要チエ

ック、苦みが強いものは不向き)、又はメイヤーレモン(レモンと、オレンジをかけ合わせ

た種、国産レモンの端境期の 6月～9月に利用） ２～４個 

   2) 蜂蜜 カットしたレモンの重量の１/３量以上 

（レモン 2個の場合は 200ｇ前後のため、最低で 70ｇ程度、好みで等量まで可） 

調理：1) よく水洗いしたレモンは、縦四つ切り(又は半分)にし、固い中心部分は、斜めに切って取

り除く。楊枝で種を完全に取り除いた後、2～3 ㎜の厚さ(メイヤーレモンの場合は 5 ㎜で



も可)に切る。 

2）液漏れのしない容器に、レモンと蜂蜜を入れて冷蔵庫で保存する。上下を毎日交換しなが

ら 1週間後(メイヤーレモンは 4日後)くらいから食べ始める。更に 10日後又は食感が好み

のところで、保存をチルドに変更する。 

3) レモンを切るときの包丁やまな板及び保存容器の清潔・清浄に気を付けている関係からか、

蜂蜜には殺菌力があるためか、レモンの酸性度が強いためか、夏場で 1 ヶ月間保存しても

変質や腐敗は一度もない。蜂蜜漬けは 6 ケ月間大丈夫との情報も散見されるが、食感が柔

らかくなり過ぎるので、製造後 3～4週間程度での食べきりをお勧めする。 

活用メニュー：8メニューなど 

◇箸やすめ(小皿や小鉢）に、レモンティーに、紅茶請けに、あるいはホットレモン水に 

◇レタスやきゅうり系の野菜サラダ、ポテトサラダ、かぼちゃサラダなどのトッピングに 

◇無糖ヨーグルトのトッピングや、シロップ部分は甘味付けに 

◇白身魚の刺身(平目、鯛など)のつまや、焼魚、鮭のムニエル、生ハムなどの付け合せに 

◇フライや天ぷらの付け合せや、シロップ部分はソースや天つゆに 

◇水を少し追加して 10～20分間煮ると、「レモンマーマレイド」になる。 

ジャムにする場合は、これを焦がさないように弱火でゆっくりと混ぜながら更に煮詰める。 

◇しょう油漬けの鶏肉やカジキマグロのオリーブオイル炒めの付け合せに、 

あるいは、これらをそれぞれ一緒に、お酒(又は白ワイン)としょう油(又は塩)少々で 2～7

分間煮ると、酸味の効いた「鶏肉のレモン煮」や「カジキマグロのレモン煮」に変身する。 

◇＜蜂蜜を等量使って作った場合のシロップ部分の活用＞ 

夏のレモネードや、レモンスカッシュに 

◇＜レモンを食べきった後に残ったシロップの活用＞ 

①秋には「さつまいものレモン煮」 

400ｍｌの水でシロップ適量を薄め(甘味不足の場合は蜂蜜又は砂糖で調整する）、白ワイン

100ｍｌと塩極少々を加えた調味液を 25 ㎝フライパンに入れる。皮つきさつまいも(2 本約

500ｇ)は、1 ㎝厚さで輪切りにしてよく水洗いしたものを(10～20 分間水に漬け置いても良

い)、二段重ねで入れ、アルミホイルをかぶせて約 20 分間煮込む。好みで煮る時間を長く

しても、酸味や香りを強くするためにレモン適当量を加えても良い。 

②③夏には「なすのレモン煮」、「なすジャム」 

400ｍｌの水でシロップ適量を薄め(甘味不足の場合は蜂蜜又は砂糖で調整する）、好みで塩

少々を加えた調味液を 25㎝フライパンに入れる。なす(4本約 400g)は、皮をむき 1㎝厚さ

で輪切りにして水で 10分間くらいあく抜きしたものを、二段重ねで入れ、アルミホイルを

かぶせて約 30分間煮込む。好みでレモン適当量を加えても良い。 

ジャムにする場合は、これを焦がさないように弱火でゆっくりと混ぜながら更に煮詰める。 

    ④夏から秋には「新しょうがのレモン煮」 

新しょうが(約 100ｇ)は、薄くスライスし、1～3回茹でこぼして、辛みを確認後使用する。

シロップ(20ml)、常用の酢(30～50ml)、砂糖(30g)及びしょう油少々を、水で薄めて好みの

調味液を作る。鍋にしょうがを入れ、調味液をひたひたになるまで加えて、弱火で 20～60



分間煮る。 

⑤一年中「最強の寿司酢」：(5合の寿司用)(アスコルビン酸(ビタミン C)、クエン酸及び酢

酸が一品で摂れる最強・最高の組合せ) 

    シロップ(50ml)、常用の酢(50ml)、砂糖(大匙約 3杯(27g前後)から好みで 4杯(36g前後))、

及び塩(小匙 3 杯(15g～18g)(塩分控えめの場合は 2 杯に減量))を合わせて、甘味不足の場

合は砂糖で調整し、沸騰させないように加温して砂糖及び塩を溶かす。粗熱を取ってから

使用する。なお、当日用以外はチルドで保存し、各種の「酢の物用の合せ酢」としても活

用できる。 

健康情報など： 

１．◇レモン全体では、クエン酸、ビタミン C、カルシウム、フラボノイド(エリオシトリン、ヘ

スペリジン)、クマリンなどの栄養成分等が豊富で、かんきつ類の中では栄養優等生です。とこ

ろが、これら成分の内のビタミン C、カルシウム、フラボノイド、クマリンなどは、主に皮の部

分に(果汁部分の 5～20倍)含まれています。 

 ◇活用メニューでのしょうがは、古くから漢方で活用されてきています。薬効成分はショウガ

オールとジンゲロールとジンゲロンで、“健胃、食欲増進、発汗、鎮吐作用”が認められていま

す。食品としても、血流や消化を良くして、新陳代謝を高め、冷え症も改善してくれます。 

また、なすについては「14.プラットホームカレー」の、さつまいもについては「2.ハイカラ

オムレツ」の健康情報などの項をそれぞれ参照。 

２．果汁だけを使い皮の部分を捨ててしまう、数切れ使っただけで腐らせてしまう、このことを

反省して、レモン全体を食べるために考え出したレシピです。（私は、毎日、毎日、食べています） 

 

１１．具沢山味噌汁   (改訂 2) 

材料：1) 根菜類：大根、かぶ、にんじん、玉ねぎ、ごぼう、さつまいも、じゃがいも、さといもの

うち最低２種類、適量(ごぼうはささがきにし、最長 10 分間(1～10分間)あく抜きする)  

2) 葉物野菜類：白菜、キャベツ、レタス、小松菜、チンゲン菜、水菜、ほうれん草のうち最

低２種類、適量(ほうれん草は軽く茹でてあくを抜く) 

3) きのこ類：しめじ、椎茸、えのき茸、なめこ、ひら茸、舞茸、エリンギのうち最低２種類、

各１袋・トレー 

4) 豆腐１丁及び油揚げ１～2枚、(又は生(厚)揚げ 1～2枚) 

(以上は、4～5 食分の量) 

(以上の材料は、常法で味噌汁用に切るなど下ごしらえする） 

5) 味噌(２種類の合せ味噌) 1食分は大匙１．５杯弱 

6) 煮干し(伊吹島産の大羽煮干しの頭と内臓を除いたもの) １食分は１～２匹 

(煮干しが日常的でない場合は、削り節を常法にて使用) 

7) 出汁昆布(真昆布を約 1.5㎝平方にカット) 1食分は５～１０片(日高出汁昆布では倍量) 

◇以上の他、みそ汁の具に適したものには、野菜類(白ねぎ、分葱、万能ねぎ、三つ葉、菜花、

もやし、かぼちゃ、なす(あく抜きが必要)、オクラ、カイワレダイコン、ブロッコリー、豆

苗など、好みで春菊・ニラ・セロリなども)、海藻類(生)(わかめ、もずく、ふのり)、貝類



(シジミ、アサリ、ハマグリ)、加工食品(はんぺん、つみれ)、肉類(鶏肉、豚肉)などいろい

ろある。できるだけ野菜中心に、季節と、好みと、味噌との相性で選びたい。 

調理：1) ＜出汁の取り方＞ 

冷蔵庫保存ができる形と容量の鍋を専用として用いる。その鍋に、半日前から作る人数分

×約 150ml の水に煮干しと出汁昆布を入れ、水出しする(冷蔵庫をお勧めする)。 

2) 煮干しは、火にかける前に取出し、煮え易い葉物野菜と豆腐以外の材料を鍋に入れて煮る。

ある程度煮えたら、次に残りの葉物野菜と豆腐を入れる。全ての材料が煮立ったら、味噌

で調味して火を切る。味は食べる時よりも少し濃めに調味すると何かと都合が良い。 

3) 当日分(塩分控えめの場合)は、汁椀にポットのお湯を少し入れたのち味噌汁を注ぎ分ける。

残りは冷ました後に鍋ごと冷蔵庫に保存する。(夏場でも 5日間は十分保存できる) 

活用メニュー：(追加材料と味による変身) 

   ◇人数分を小鍋に取り分け、温めて具沢山味噌汁に(塩分控えめの場合は、お湯を少し入れた

小鍋に取り分ける) 

＜追加材料＞による変身： 

1)材料：①乾燥品(カット野菜、カットわかめ、水戻し不要の細切ふ・高野豆腐、とろろ昆布、

焼き海苔、湯葉、青海苔、あおさ、ふのり、桜エビ及び又は削り節)、②冷凍品(わかめ、白

ねぎ又は万能ねぎ)(付録「１.冷凍カット食材」を参照)、③茹で小豆、④溶き卵又は卵、⑤

チーズ、⑥ごま、⑦その他好みの材料 

2)調理：事前に煮た方が良い材料及び乾燥品は、人数分の必要最小限の水(1 人分、50ml 弱)

で煮る。煮えたら、作り置きの味噌汁を人数分だけ取り分けて加える。その他材料は適時

に加え、沸騰直前まで温める(味噌の香りを気にしない場合は沸騰させる)。薬味、チーズ

及びごまは、注ぎ分けた汁椀に直接加える。好みの材料の場合は適宜。 

 ＜味＞による変身： 

1)材料：①無糖ヨーグルト(乳酸菌は 100 度では死なない)、②ハマグリやアサリの酒蒸し残

り汁、又はくず野菜の煮出しスープ、③えごま油、オリーブ油又はごま油、④七味唐辛子な

どスパイス、⑤柚子、⑥酒粕(粕汁になる)、⑦豆乳 

2)調理：人数分だけの味噌汁に、①のヨーグルトは温め途中で 1 人分大匙山盛り 1 杯を加え

て温める。②の残り汁などは適量を加えて同時に温める。③、④及び⑤は注ぎ分けた汁椀

に適量を直接加える。⑥の酒粕は味噌汁の煮汁を別容器に取り、一人分約 10g を溶かして

から、鍋に戻して一緒に温める。⑦の豆乳は沸騰直前に 1人分 30～50ml を加えて、火を止

めるか、見た目を気にしない場合は弱火にして更に温める。 

健康情報など： 

１. ◇野菜等の分類には、公的なものとして、文部科学省の「日本食品標準成分表」を除いても、

1つ目「生産・出荷の統計」、2つ目「食糧需給表」(いずれも農林水産省)、3つ目「家計調査」

(総務省)、及び 4 つ目「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)の 4種もあることが解かりました。 

生活者感覚で材料の項で書き分けたグループ分けは、4つ目の「国民健康・栄養調査」による

分類にほぼ一致していたことも解かりました。 

(なお、気がかりになった材料の①玉ねぎは、3 では葉茎野菜ですが、4 では“根菜類”でした。②さつま



いもとじゃがいもは、1 ではさつまいもが普通作物でじゃがいもは野菜に、2 ではいも類全部でもって野

菜とは別の区分に、3 ではいも類全部で逆に生鮮野菜の中の根菜でしたが、４では“根菜類”でした。③

きのこ類は、1 では野菜ではなく特殊林産物に、3 では生鮮野菜の中のその他野菜でしたが、4 では野菜

類ではない別の区分の“きのこ類”でした) 

◇最新の「国民健康・栄養調査」から解析されたところによると、野菜類の摂取総量及び平均

摂取量ともに、1位は大根、2位は玉ねぎ、3位はキャベツと発表されています。(摂取総量で 4

位以下は、白菜、にんじん、ほうれん草、トマト、きゅうり、かぼちゃ、レタス、もやし、ねぎ、

ブロッコリー、ピーマン、ごぼう、なす、小松菜、かぶ、れんこん、チンゲン菜と続きます) 

◇メイン材料の味噌については、「12.味噌玉」の健康情報などの項を参照。 

２．“五菜三根”が徳川家康の長寿の秘訣だったそうです。現代人は、一日一回一杯は具沢山(で

きれば、二菜二根二きのこ二豆)味噌汁を食べましょう。そして、“野菜を一日 350g 以上摂りま

しょう(健康日本 21(第二次))”を、無理なく達成しましょう。 

 

１２．味噌玉  (改訂 2) 

材料：1) 赤味噌 100g、別の産地の赤味噌 100g、及び白味噌 50～100ｇ(1 食分は 12.5～15g) 

(常用の合せ味噌に別の産地の味噌 1種類をプラスすることをお勧めする) 

2) 玉ねぎ ２～３個(春の新玉ねぎは水分が多くて不向き) 

3) 粉砕した煮干し(又は粉末鰹節) ２０～３０匹分(約 50ｇ) 

(伊吹島産の大羽煮干しの頭と内臓を除きミルサーでもって粉砕したもの) 

4) 市販の「粉末昆布だし」 ５本・スティック(5g 入り、理研製品がお勧め) 

(以上は、20食分の量) 

調理：1) 玉ねぎは可能な限り小さなみじん切りにし、電子レンジである程度軟らかくした後、フラ

イパンにオリーブオイルを少量取り、中火であめ色になるまで十分炒める。 

（生の玉ねぎをそのまま味噌に入れるレシピもあるが、炒めることを強くお勧めする) 

2) 味噌 3種類をすり鉢で固形物はすりつぶし、そこに全材料を入れてよく混ぜる。 

3) これを 20等分(塩分控えめの場合)に分けて冷凍保存する。保存方法は、製氷皿(10 個用)2

枚に詰めるか、薄型のプラスチック容器に平坦に詰めるか(羊羹程度の硬さ、20個に包丁で

分割しておくと便利)、あるいは家族人数分ずつラップで丸く包み輪ゴムでとめる。 

 (ラップで丸く包んだ場合の味噌の取り出し方は、球の頂点に包丁で×印を入れ、輪ゴムの

部分を手で持って湯の中で上下左右にしゃぶしゃぶさせる) 

活用メニュー：10メニューなど 

◇そのまま弁当のお供など、具を切らしていても、出汁をとる時間や煮る時間が無くても、

何時でも、何処でも、お湯を入れるだけで簡単に「玉ねぎ味噌スープ」が出来あがる。 

家では、スライスしたバゲットにチーズ適量をのせ、コショウ少々をふってからトースト

しものを、玉ねぎ味噌スープに浮かべると、たちまち和洋折衷の「オニオングラタン味噌ス

ープ」に変身する。 

更に、作った玉ねぎ味噌スープを「11.具沢山味噌汁」の活用メニューの項の味及び追加材

料による変身と同様に調理すると、市販の即席みそ汁以上の「変身味噌スープ」になる。 



◇作る人数分の水の量(１人分 150～200ml)で、準備した味噌汁用の野菜等の材料(「11.具沢

山味噌汁」の材料の項及び付録の「1.冷凍カット食材」をそれぞれ参照、並びに市販の味噌

汁用乾燥カット野菜など)を煮る。煮えたところに、人数分の味噌玉を入れてよく混ぜると、

本格的な「味噌汁」が出来あがる。 

あの味噌玉から、この味噌汁が。見た目も味も大変身する。あまり手間をかけずに、その都

度好みの具材で美味しい味噌汁を楽しむことが出来る。 

◇少し多めの水の量(１人分約 200ml)で、例えば、①常法より大きめに切った葉物野菜類、き

のこ類、及び肉類(ベーコン、ソーセージ、豚バラ肉、鳥ささみ又は肉団子)の組合せ、②一

口大に切った根菜類及び豆腐(又は生揚げ)の組合せ、③一口大に切ったねぎ、かぼちゃ、

及び肉類(又は鮭など魚介類)の組合せ、いずれかの組み合わせパターンで、好みの具材を

たっぷり用いて常法で煮る。煮えたところに、人数分の 1.5 倍量の味噌玉を入れてよく混

ぜると、栄養価の高い「おかず味噌汁」が出来あがり、主菜に変身する。 

◇豚バラ肉 200g を 0.5～1 ㎝のサイコロ状に切り、適当にたたいてからオリーブオイル及び

ごま油(等量使用)で炒め、次に細かく砕いたミックスナッツ 50～100g を加え、砂糖で味付

けした後、味噌玉を 50～100g 加えて、焦がさないように弱火からとろ火で更に約 10 分間

炒めると、「肉味噌」になる。当座用以外は冷凍保存する。 

◇すりごまを加えると「ごま味噌」に、酢を加えると「酢味噌」に、オリーブオイルと酢(又

はマヨネーズ)を加えると「手前味噌ドレッシング」又は「手前味噌マヨドレッシング」に

それぞれ変身する。 

◇雑炊、サバの味噌煮、石狩鍋などの調味用の味噌として 

健康情報など： 

１．味噌には、米味噌、麦味噌及び豆味噌の三種類がありますが、使用した麹の種類が、米麹か、

麦麹か、大豆麹かの違いだけで、主原料はいずれも大豆です。ところが発酵によって大豆には

無いか又はあっても少量のアミノ酸などが、多量に生成され、栄養価は大豆より更に優れたも

のになっています。(大豆については「8.切り昆布と大豆の煮物」の健康情報などの項を参照) 

２．“みそは医者いらず”“味噌汁は不老長寿の薬”“味噌汁は朝の毒消し”“味噌汁一杯三里の力”

など言い伝えられてきました。 

これがあれば、一日一回一杯の味噌汁が可能になります。ところで味噌汁の中身の具を決め

るのは作る人ですか。食べる人ですか。 

 

１３．トマトソース   (改訂 2 で追加) 

材料：1) トマト Ｌサイズ７個（約 1.5 ㎏） 

2) オリーブオイル 大匙２～３杯 

3) ローリエ ２～５枚、及び赤唐辛子(種抜き) 1本 

調理：1) トマトは熱湯にさっと通し、冷水につけて皮をむく。果肉部分は種も含めて乱切りにし、

皮部分は可能な限りみじん切りにする。(ミキサーがあれば用いることをお勧めする) 

2) 大きめのフライパン(又は厚底鍋)に、オリーブオイル、赤唐辛子、ガーリック(適量)、及

び塩・コショウ少々を入れて炒める。香りが出てきたところで、皮部分を入れさっと炒め、



赤唐辛子を取り除き、続けて果肉部分を入れて中火で炒める。 

3) ローリエを加え、弱火で約 30分間煮た後、自分好みの味に、塩及び砂糖(好みでレモン汁)

で調味し直す。その後は弱火からとろ火で、当初の 3分の 1～4分の 1の量になるまで煮詰

める。当座用以外は、保存用の瓶等に詰めて、冷蔵、チルド又は冷凍保存する。 

活用メニュー：6メニューなど 

◇夏場は冷水で、冬場はお湯で、好みのところまで薄めて、「トマトスープ」に 

 好みのトッピング(例えばモッツアレチーズなど)をして、「リッチなトマトスープ」に 

◇各種の肉を炒め、トマトソースと水で煮込むと、それぞれの「肉のトマトソース煮込み」に 

◇炒り卵にトマトソースを加えて軽く炒めて、「炒り卵のトマトソース炒め」に 

(逆もまた真なり。トマトと卵の相性は、うま味的にも栄養的にも最高。トマトソースを切

らしている時などには、トマト(１個)を八つ切りにし、オリーブオイルと塩だけで軽く炒

め、しょう油調味の溶き卵(1個分)を入れて軽く炒めると、「炒りトマトの卵炒め」になる) 

◇「サンマ・イワシのトマト煮」に 

材料は、①サンマ 10匹又はイワシ 20匹(内臓、頭及びしっぽを取り除き、サンマの場合は

三等分にぶつ切り)、②出汁昆布(約 5 ㎝平方)10～20 枚、③しょうが 1 かけら(1 かけとも

言う、10～15g)、④トマトソース適量。 

調理は、薄いしょう油味の調味液で、魚、しょうが及び出汁昆布を、中火で約 1時間煮る。

背骨が煮えたところで、トマトソース、しょう油及び砂糖で薄めの好みの味に調味し、弱火

で水分を飛ばしながら 20～30分間煮る。(好みで、翌日水を少し足して、弱火で 10～30分

間焦がさないように煮て、背骨をより軟らかくしても良い) 当座用以外は冷凍保存する。 

(トマトソースを切らしている時は、トマト L サイズ 3 個(皮ごと適当な乱切り)で代用し

て、最初から煮込むと良い) 

◇ミートソース、パスタ、ペンネ、チキンライス、ブイヤベースなど洋風の調味に 

◇トマトケチャップやトマトピユレの代用として、減塩用の調味料として 

健康情報など： 

１．◇“トマトが赤くなると、医者が青くなる”“トマトは医者いらず”とのことわざが、西の国

(ヨーロッパ)にはあるようです。他方、東の国(わが国)でも、「健康のために積極的に食べてい

る食品について」医師へのアンケート調査によると、1 位はトマトだったそうです(なお、2 位

はヨーグルト、3位は納豆です)。洋の東西で事ほどさようです。 

◇トマトは、β-カロテン(体内で必要な量だけビタミン A になる)、ビタミン B6、ビタミン C、

ビタミン E、リコピン、ルチン、カリウム、食物繊維、グルタミン酸などがバランスよく含まれ

ている、栄養たっぷりの食品です。また、リラックス効果や血圧降下作用が注目されている神

経伝達物質とされるギャバ(GABA)を、野菜の中では一番多く含んでいます。(グルタミン酸につ

いては「7.きのこのオリーブ油炒め」の健康情報などの項を参照) 

◇ミニトマトもほぼ同様な栄養成分をバランスよく含んでいます(ミニトマトの方が、β-カロ

テンでは 1.7 倍、ビタミン Cでは 2倍、リコピンでは 3倍、及び食物繊維では 1.4 倍多く含み、

勝っています)。なお、ミニトマトの色素成分については、色の違いによって、例えば、赤はリ

コピンを、オレンジはβ-カロテンを、黄はルチンを含み、それぞれ異なっています。 



２．夏になり、露地物の真っ赤なトマトが店頭に並ぶ頃になると、手創りしたくなる料理です。 

 

１４．プラットホームカレー＜から第２のマイカレーライスなどへ変身＞ (改訂 2 で追加) 

材料：1) 鶏肉及び豚肉 各１００ｇ(いずれの肉も約 1㎝のサイコロ状に切り、軽くたたいて、塩・

コショウをして下味をつけておく(1時間以上前に)) 

2) 玉ねぎ Ｍ～Ｌサイズ２個(カット後の重量、350～400ｇ)(大きめのみじん切り) 

3) にんじん Ｓサイズ２本(同、約 150ｇ)(大きめのみじん切り) 

4) じゃがいも Ｓサイズ２個(同、約 150ｇ)(約 1㎝のサイコロ状に切り、良く水洗い) 

5) なす  Ｍ～Ｌサイズ２本(皮をむき約 1㎝のサイコロ状に切り、10分間あく抜きする) 

6) トマト Ｓサイズ２個(皮と種を除き、小さめの乱切り又は大きめのみじん切り) 

(以上は作る最小単位、5食分の量) 

7) 市販の固形カレールー 常用のルー２食分及び別会社のルー1食分(合計 3食分) 

(例えば、H 食品のバーモントカレール―中辛を常用している場合はこれを 2 食分、これと

は別会社の S 食品のゴールデンカレールー中辛を 1 食分、それぞれの表示に従って使用す

る。ルーは少なめにし、後で自分好みに調味し直す) (3 回分以上作ることをお勧めする） 

調理：1) カレー用の厚手の鍋に、オリーブオイル大匙 1.5 杯、ガーリック(適量)、塩・コショウ(適

量)を入れて中火で熱し、鶏肉及び豚肉を炒める。肉表面に焦げ目がついたら、玉ねぎとに

んじんを加えて炒める。数分後になすとじゃがいもを加えて、更に 2～3分間炒める。 

2) 次に、約 750ml の水(約 150ml×5食分)、ローリエ 2枚、及びトマトを加えて、強火で煮

る。沸騰してきたらあくと油分を取り除き、弱火で 30分間煮る。 

3) 火を止め、カレールーを加えてよく溶かす。その後は焦がさないようにとろ火で 10～15

分間煮る。味見をし、常用のカレールー、カレー粉、しょう油、バター、各種ソース、ター

メリック、コショウ、しょうが汁などを適宜用いて、自分好み(又は家族好み)のカレー味

に調える。ローリエを取り除き、更に数分間煮る。 

4) 当日分を除いて、保存用のジップロック又は容器に家族人数分ずつ詰め、冷蔵、チルド及

び又は冷凍保存する。 

活用メニュー：(7+20=)27 メニューなど 

◇そのまま温かいご飯にかけると、プラットホームカレーライスに 

◇お湯で 2～3 倍に薄めると、「スープカレー」に、更には、下記の、味又は追加材料による

変身と同様に、好みのものをトッピング等すると、「マイスープカレー」にも変身する。 

＜味＞による変身で第 2のマイカレーライスなどへ： 

1）材料：①無糖ヨーグルト、②豆乳又は牛乳、③和風出汁(出汁の取り方は「11．具沢山味噌

汁」の調理の項を参照)、及び④マヨネーズなど好みのもの 

2）調理：人数分のカレーにそれぞれ、①のヨーグルトでは、1 人大匙 2杯加えて温めると、

「ヨーグルト風味カレーライス」に、②の豆乳又は牛乳では、1 人大匙 2 杯加えて温める

と、「ミルクカレーライス」に、③の和風出汁では、1人 50～100ml 加えて温め、更に斜め

切りした白ねぎなどをトッピングすると「カレーうどん」や「カレーそば」に、焼豚をトッ

ピングすると「カレーラーメン」に、④は好みのものを適宜に。 



＜追加材料＞による変身で第 2のマイカレーライスなどへ： 

(インドで生まれ、イギリスで育ち、日本に渡って来てからは独自に変身を重ね、日本の国民食

になっているカレーライス。老も若きも年間約 80 回(週 1 回以上)食べるカレーライス。日本

中、家庭には定番のマイ(マイハウス)カレーライスがあり、地域によってはご当地カレーライ

スもある。ここでは、関東在住の家庭調理で簡単に作れる各種カレーライスを列記したので、

第 2、第 3 の「マイカレーライス」を見つけて下さい。追加材料は、適量を常法で調理する。） 

①「夏野菜冷やしカレーライス」：なす、ズッキーニ、トマト、アスパラガス、にがうり、オ

クラ、かぼちゃ、ピーマン、パプリカなどの夏野菜の中から好みのもの 5 種類以上を、素

揚げ、素焼き又は薄塩味油炒めして、冷やしたプラットホームカレーライス(以下では「プ

ラットホームカレー」を「カレー」と略記する)にトッピングする。 

②「野菜カレーライス」：いんげん、モロッコインゲン、セロリ、ししとう、ブロッコリー、

カリフラワー、さつまいも、オクラ、かぼちゃ、ピーマン、パプリカ、玉ねぎ、にんじんな

どの通年入手出来る野菜の中から好みのもの 3 種類以上を、素揚げ又は素焼きして、カレ

ーライスにトッピングする。 

③「秋カレーライス」：しめじ、舞茸、エリンギ、椎茸、マッシュルームなどのきのこ類の中

から好みのもの 2 種類以上を、オリーブ油又はバター炒めして、あるいは「7.きのこのオ

リーブ油炒め」を温めて、カレーライスにトッピングする。 

④「根菜カレーライス」：れんこん、ごぼう、大根、かぶ、にんじん、玉ねぎなどの根菜類の

中から好みのもの 2 種類以上を素揚げして、あるいは「6.きんぴらごぼう等」を温めて、

カレーライスにトッピングする。 

⑤「豆カレーライス」：市販の水煮又は蒸し煮大豆等(「8 切り昆布と豆の煮物」の材料の項を

参照)、あるいは茹でた、とうもろこし、枝豆、グリンピース、そら豆、小豆などの中から

好みのものを温めて、カレーライスにトッピングする。 

⑥「ポテトリッチカレーライス」：手創りしたゴロゴロのフライドポテトを(又は市販のフラ

イドポテトを温め)、カレーライスにトッピングする。 

⑦「ナッツカレーライス」：「3.ミックスナッツといんげんなどの炒め物」又は同メイン材料

のミックスナッツ(あるいは市販のミックスナッツを軽く砕いて)を、カレーに加えて数分

間煮ると、ナッツカレーライスになる。 

⑧「キャベツカレーライス」：豚ひき肉とキャベツをさっとオリーブ油で炒め、カレーに加え

て数分間煮ると、キャベツカレーライスになる。 

⑨「白菜キムチカレーライス」：白菜キムチをごま油で炒めて、らっきょや福神漬けのように

カレーライスに付け合せる。 

⑩「玉子カレーライス」：温泉卵、目玉焼き又は炒り卵を作って、カレーライスに見た目よく

盛り付ける。 

⑪「オムカレーライス」：好みのオムレツを小さめに作って、あるいは「2.ハイカラオムレツ」

を温めて、カレーライスに盛り付ける。 

⑫「なすとトマトの山盛りカレーライス」：トマト及びなすを 1㎝弱の輪切りにし、オリーブ

油でステーキ風に焼いて、熱々のカレーライス一面に盛り付ける。 



⑬「ポパイカレーライス」：茹でほうれん草とベーコンをバター炒めして、カレーライスに好

みの形で盛り付ける。 

⑭「フルーツカレーライス」：グラタン皿にバターを塗り、盛ったカレーライスに、バナナ、

りんご、パイナップル及び又はキューイフルーツなどをトッピングし、250℃トースター(又

はオーブン)で 10 分間焼くと、フルーツカレーライスになる。 

⑮「カツカレーライス」：手創りした豚カツを(又は市販の豚カツを温め）、適当にカットして、

カレーライスに盛り付ける。 

⑯⑰「カレードリアン」、「下関港焼きカレー」：グラタン皿にバターを塗り、温かいご飯と温

めたカレーを良く混ぜ合わせ、皿の中央を窪ませて盛る。その窪みに生卵を割り入れ、周

りにピザ用チーズをトッピングして、250℃トースター(又はオーブン)で約 10 分間(チーズ

に焦げ目が出来、卵が半熟になる程度まで)焼くと、「カレードリアン」になる。 

一方、グラタン皿に、ご飯、生卵、カレー、チーズの順に重ねて同様に焼くと、ご当地カレ

ーで有名な「下関港焼きカレー」になる。 

⑱横須賀海軍カレーライス：カレーライスに、①千切りキャベツ等の各種のサラダを盛り合 

わせるなどし、②薬味に市販のチャツネを付け合せ、③コップ 1杯の牛乳をセットすると、

これまたご当地カレーで有名な「横須賀海軍カレーライス」になる。(規約では、カレーに

①、②及び③をセットすると、呼称できるとのこと) 

⑲「ビーフ等お好みカレーライス」：例えば、牛肉の好みの部位(1人分 40～100g)を、好みの

味付けで調理し(焼く、炒める、揚げる)、カレーライスに好みの形で盛り付けると、「ビー

フお好みカレーライス」になる。鶏肉、豚肉、羊肉、合鴨、「1.ワンオールハンバーグステ

ーキ」、ホタテ、エビ、イカ、カキなどの中から好みのものを、同様に調理すると、それぞ

れの「お好みカレーライス」になる。 

⑳以上の他、残り物の各種フライ・コロッケ等、又は有り合せの惣菜を、カレーライスに適宜

トッピング等すると、「残り物カレーライス」又は「有り合せカレーライス」になる。 

健康情報など： 

１．◇メイン材料の鶏肉及び豚肉については「4.塩茹で豚」の、玉ねぎ及びじゃがいもについて

は「2.ハイカラオムレツ」の、にんじんについては「9.にんじんソフトふりかけ」の、トマト

については「13.トマトソース」の健康情報などの項をそれぞれ参照。 

 ◇残るメイン材料のなすには、三大栄養素も、ビタミン類(ビタミン K を除いて)及びミネラル

類(モリブデン及びカリウムを除いて)もあまり含まれていません。 

ところが最近になって微量成分のコリンエステル(アセチールコリン)が注目され、2020 年の

夏には“血圧が高めの方の血圧を改善する”との機能性表示届出が受理されたようです。一日 2

本のなすでもって、その有効量(5.5 ㎎×2=11 ㎎)を摂取できるとのことですから、今後、生鮮

食品の“機能性なす”とか、“機能性なす加工品”とか、いろいろ出て来そうです。また、血圧

降下作用、精神安定作用、リラックス効果などの機能性も期待されています。 

一方、皮の部分には、抗酸化作用が認められているアントシアニン(ナスニン)やクロロゲン

酸も含まれ、これら成分の機能性も注目されています。 

◇メイン材料の 1 つになすを選んだ理由は、栄養でも機能性成分の機能でもありません。市販



のカレールーとなすとの相性が、野菜類の中では一番良いと思っているからです。 

 (将来、両者のうま味の相乗作用・効果を、誰かが証明してくれるのではないかと期待しています。今は、

“ナスの入っていないカレーライスなって・・・”と呟くのみです) 

２．市販のカレールーには、“カレー粉(パウダー)”、“香辛料”と表示されていますが、ターメリ

ック、コリアンダー、クミン、フェンネル、チリペッパー、カルダモン、ガーリック、コショ

ウ、シナモン、ジンジャーなど 20～30種類のスパイス等がブレンドされているようです。 

これら配合されているスパイス等の多くが薬用成分を含んでいる関係から、“市販のカレール

ーだけの具なし(肉も野菜も入っていない)で作ったカレーは食べる漢方薬”と言えます。市販

のカレールーに、鳥・豚肉、玉ねぎ、にんじん、じゃがいも、なす及びトマトまでも加えて美味

しく作った“「14．プラットホームカレーライス」は、薬膳料理”と言っても言い過ぎではなさ

そうです。                       2020 年 11 月 山本芳子記(改訂 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付録１．冷凍カット食材 

材料と下ごしらえ： 

1)万能ねぎ及び白ねぎ:万能ねぎは水気を切った後、3～4 ㎜の小口切りにし、白ねぎも水気を

切った後、1～2㎜の小口切りにし、それぞれジップロックで冷凍保存する。 

2)油揚げ:トースターで軽く温め、余分な油を取り、幅半分にしたものを 3～5㎜の細切りにし、

一枚分ずつ、かさ張らないようにラップで圧縮しながら包んで冷凍保存する。 

3)わかめ:水で戻し、茎を除いた部分を好みの大きさ(1.5～3 ㎝平方程度)にカットし、一回分

ずつラップに包んで冷凍保存する。（好みで一度湯通ししても良い） 

4)しょうが:千切り又はみじん切りなどにし、一回分ずつラップに包んで冷凍保存する。 

活用メニュー：(1)、3）及び 4）は、市販の乾燥品より手作り冷凍品の方が安くて美味しいので活用したい) 

◇1)の場合:味噌汁、豚汁、すまし汁、麺類、冷奴、及びポン酢の薬味に、雑炊に 

◇2)の場合:味噌汁の具に、酢の物に、小松菜などの野菜との煮物に 

◇3)の場合:味噌汁、すまし汁、及び韓流わかめスープの具に、酢の物に 

◇4)の場合:麺類、冷奴、及びかつおのたたきの薬味に 

 

 

付録２．栄養素等の復習と整理  (改訂 2 で追加) 

１．栄養素 

1)三大栄養素 

①蛋白質は、20 種類のアミノ酸が様々に組み合わさってできている。20 種類の内の 9 種類は、

体内で必要量を作ることが出来ないために、日々の食事から摂取する必要がある。これら 9 種

類のアミノ酸が「必須アミノ酸」である。 

また、必須アミノ酸を適切な割合で含む蛋白質を「良質な蛋白質」とも言う。牛乳、卵及び肉類 

はそれだけで良質な蛋白質である。一方、主食の米飯及びパンは一部の必須アミノ酸の含有量

が少なくて質的に劣るが、これは味噌、豆腐及び又は納豆で補える。(例えば、「5.ひじきの煮物」、

「8.切り昆布と豆の煮物」、「11.具沢山味噌汁」及び又は「12.味噌玉」で補うことをお勧めする) 

◇必須アミノ酸 

(トリプトファン、フエニルアラニン、スレオニン、メチオニン、バリン、ロイシン、イソロイ

シン、リジン及びヒスチジンである) 

②脂質(狭義)の構成要素である脂肪酸は、「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」に分けられる。飽

和脂肪酸は肉や乳製品のあぶら(脂)で、融点が高く、常温では個体である。不飽和脂肪酸は植

物や種実や魚のあぶら(油)で、融点が低く、常温では液体の場合が多い。この不飽和脂肪酸は

一価と多価とに更に分けられ、その多価の不飽和脂肪酸の内のｎ-6系(“ω—6”又は“オメガ 6”

とも表記されるが、ここでは“ｎ-6 系”で統一)のリノール酸及びｎ-3 系のα-リノレン酸は、

体内で必要量を十分作ることが出来ないために「必須脂肪酸」(狭義)とされている。 

なお、必須脂肪酸ではあるがｎ-6 系の多価不飽和脂肪酸は、ｎ-9系の一価不飽和脂肪酸と同様

に、油・脂を含む食品にはほとんど含まれているので、日々の食事で不足することは希である。

日常的には、もう一つの必須脂肪酸のｎ-3 系の多価不飽和脂肪酸(一日必要量 2.2ｇ)のみを、



意識して摂取すると良い。(例えば、少なくとも週 2、3 回の魚料理と、毎日の「3.ミックスナッツと

いんげんなどの炒め物」のメイン材料のくるみを沢山ミックスしてあるミックスナッツの活用と、時々の

「11.具沢山味噌汁」のえごま油の味変身とで、賄うことをお勧めする) 

◇飽和脂肪酸 

(ラウリン酸(ヤシ油などに含有)、ミリスチン酸(ヤシ油、バターなどに含有)、パルミチン酸(ブ

ラックチョコレート、キングサーモン、バターなどに含有)、ステアリン酸(ブラックチョコレ

ート、ココアバターなどに含有)などである) 

◇不飽和脂肪酸 

(ｎ-9系(一価不飽和脂肪酸)は、オレイン酸(オリーブ油、キャノーラ油、アーモンド、ピーナ

ッツ、アボガドなどに含有)である) 

(ｎ-6 系(多価不飽和脂肪酸)(広義の必須脂肪酸)は、狭義の必須脂肪酸のリノール酸(ごま油、

大豆油、コーン油、紅花油、ひまわり油、くるみなどに含有)、γ-リノレン酸(豚ロース、卵黄

などに含有)、及びアラキドン酸(牛赤身肉などに含有)である)  

(ｎ-3 系(多価不飽和脂肪酸)(広義の必須脂肪酸)は、狭義の必須脂肪酸のα-リノレン酸(えご

ま油、亜麻仁油、しその実油、くるみなどに含有)、ドコサヘキサエン酸(DHA)(マグロ、カツオ、

鮭、サバ、秋刀魚など青魚に含有)及びエイコサペンタエン酸(イコサペンタエン酸とも表記す

る)(EPA)(青魚などに含有)である) 

③炭水化物は、糖質と食物繊維であるが、ときには、食物繊維を除いた糖質を意味している場

合もある。 

◇糖質は、「単糖類」、「二糖類」、「多糖類」などに分けられる。この他にも少糖類のオリゴ糖な

どがある。 

(単糖類は、ブドウ糖、果糖、及びガラクトースである)  

(二糖類は、ショ糖、乳糖、及び麦芽糖である) 

(多糖類は、でんぷんである) 

◇食物繊維は、「水溶性食物繊維」と、水に溶けない「不溶性食物繊維」とに分けられる。いず

れも消化吸収はされにくく、エネルギー源にはならないが、腸内環境を整える。 

(水溶性食物繊維は、アルギン酸(昆布などに含有)、フコイダン(昆布などに含有)、ペクチン(野

菜、りんごなどに含有)、グルコマンナン(こんにゃく、山芋などに含有)、β-グルカン(舞茸な

どきのこ類の一部に含有)、イヌリン(ごぼうなどに含有)などである) 

(不溶性食物繊維は、セルロース(ごぼう、れんこん、大豆、キャベツ、たけのこ、玄米などに含

有)、ヘミセルロース(穀類、大豆などに含有)、リグニン(ごぼうに含有)、キチン・キトサン(動

物性食物繊維で、甲殻類などの殻に含有)などである) 

 2)ビタミン類 

①水溶性ビタミンは、ビタミン B群(B1、B2、B3(ナイアシン)、B6、B12、葉酸、パントテン酸、

ビオチン(古くはビタミン Hと呼称))、及びビタミン Cである。 

②脂溶性ビタミンは、ビタミン A、ビタミン D、ビタミン E、及びビタミン Kである。 

 3)ミネラル類 

必須ミネラル 16種類は、次のとおり 



①多量ミネラルは、ナトリウム(Nａ)、カリウム(K)、マグネシウム(Mｇ)、カルシウム(Cａ)、

リン(P)、硫黄(S)及び塩素(Cl)である。 

②微量ミネラルは、鉄(Fe)、亜鉛(Zn)、銅(Cｕ)、マンガン(Mn)、ヨウ素(I)、セレン(Se)、クロ

ム(Cr)、モリブデン(Mo)及びコバルト(Co)である。 

このうち不足しがちなミネラルは、カルシウム、鉄及び亜鉛である。 

  以上、1)の三大栄養素に 2)のビタミン類及び 3)のミネラル類を加えると「五大栄養素」となる。

ときには、食物繊維を別に数えて、これらを「六大栄養素」と言う場合もある。 

 

２．よく見聞きする「機能性成分」、「フィトケミカル」 

＜本編のレシピで材料として主に用いた、野菜、いも、豆、きのこ、海藻、種実、レモンなどの植

物性食品に含まれる栄養素以外の“色素”“苦み”“渋み”“辛み”“香り”などの成分(フィトケミカ

ル)について、簡単に整理する＞ 

1)抗酸化力から生活習慣病の予防等(活性酸素を除去し、アンチエイジングなど)の効果が期待さ

れているポリフェノール類には、 

①アントシアニンは、黒大豆、小豆、なす、さつまいもの皮などの紫色の色素で、ぶどう、ブ

ルーベリー、赤ワインなどにも含まれる。(「8.切り昆布と豆の煮物」を参照)  

②ケルセチンは、玉ねぎ、ごぼう、ブロッコリー、サニーレタスなどの黄色い色素で、柑橘類、

緑茶、そばなどにも含まれる。(「2.ハイカラオムレツ」を参照) 

③イソフラボンは、大豆、ひよこ豆などに含まれる女性ホルモン(エストロゲン)と分子構造が

似ている成分である。(「8.切り昆布と豆の煮物」を参照) 

④エリオシトリン(黄色い色素)及びヘスペリジンは、レモンの皮などに含まれる成分で、レモ

ンポリフェノールとかビタミン Pとも言われ、みかん、ゆずの皮などにも含まれる。  

⑤ジンゲロール、ショウガオール及びジンゲロンは、生姜に特異的に含まれる辛み成分である。

(「10.レモンの蜂蜜漬け」を参照)  

⑥ゴマリグナン(セサミン・セサモリン・セサミノールなど)及びリグナンは、ごま、亜麻仁、か

ぼちゃの種などに含まれる成分である。(「9.にんじんソフトふりかけ」及び「3.ミックスナッ

ツといんげんなどの炒め物」をそれぞれ参照) 

⑦タンニン及びカテキンは、野菜では、れんこん、ごぼうなどに含まれる渋み成分で、主には

緑茶に含まれる。(肌の引しめ効果や美白作用が注目されている) 

⑧クロロゲン酸は、野菜では、じゃがいもの皮、にんじん、なす、ごぼうなどに含まれる成分

で、主にはコーヒーに含まれる。(「2.ハイカラオムレツ」を参照) 

⑨ルチンは、野菜では、ほうれん草、アスパラガス、黄色いミニトマトなどに含まれ黄色い色

素で、ビタミン P とも言われ、主にはそば(特に韃靼そば)に含まれ、イチジクなどにも含まれ

る。(毛細血管の強化作用と血圧降下作用があることが認められている)  などがある。 

2)強力な抗酸化力が活性酸素を除去し、いろいろな効果が期待されているカロテノイド類には、 

①β-カロテン及びα-カロテンは、にんじん、パプリカ、赤ピーマン、トマト、かぼちゃなどに

多量に含まれる黄色～橙色～赤色の色素で、体内で必要な量だけビタミン Aになる。(「1.ワン

オールハンバーグステーキ」、「9.にんじんソフトふりかけ」及び「13.トマトソース」をそれぞ



れ参照)  

②リコピンは、トマト、にんじん、すいかなどの赤い色素で、β-カロテン、α-カロテン及びβ

-クリプトキサンチンとは違って体内でビタミン A にならない。しかし抗酸化力はβ-カロテン

の 2 倍、ビタミン E の 100 倍強い。(「9.にんじんソフトふりかけ」及び「13.トマトソース」

をそれぞれ参照)  

③ルテインは、かぼちゃ、とうもろこし、ブロッコリーなどに含まれる黄色い色素で、卵など

にも含まれている。(目の老化を予防して、加齢黄斑変性や老人性白内障のリスクを減らす効果

が期待されている)  

④ゼアキサンチンは、パプリカ、ほうれん草、くこの実などに含まれるオレンジ色の色素で、

卵、パパイヤ、マンゴーなどにも含まれている。(「3.ミックスナッツといんげんなどの炒め物」

を参照)  

⑤カプサイシンは、ピーマン、赤唐辛子などの辛み成分である。(外用の消炎鎮痛作用が認めら

れている、リコピンと同じ程度の抗酸化力がある)  

⑥アスタキサンチンは、海藻などに含まれる赤い色素で、主には鮭、エビ及びカニに含まれて

いる。(眼精疲労の改善や抗紫外線作用が期待されている)  などがある。 

3)その他の成分 (順不同) 

①エリタデニン(レンチナン、レンチシンとも呼称されていた)は、椎茸に特異的に含まれる成

分である。(「7.きのこのオリーブ油炒め」を参照) 

②硫化アリルは、玉ねぎ、ねぎ、わさび、ニラなどの辛みの素となる成分である。催涙成分とも

言われる。(「2.ハイカラオムレツ」を参照) 

③メラトニンは、くるみ、肉などに含まれる天然の神経伝達物質である。(「3.ミックスナッツ

といんげんなどの炒め物」を参照)  

④ギャバ(GABA、γ-アミノ酪酸)は、トマト、納豆、漬物などに含まれるアミノ酸の一種の神経

伝達物質である。(「13.トマトソース」を参照) 

⑤イソチオシアネートは、大根、キャベツ、ブロッコリーなどに含まれる辛みや香り成分であ

る。(抗酸化作用や解毒作用があり、癌を予防する効果が期待されている) 

⑥ビタミン Uは、キャベツ、レタス、セロリなどに含まれる成分である。(胃炎や胃潰瘍を予防

すると言われている) 

⑦コリンエステル(アセチールコリン)は、なすに特異的に含まれる成分である。(「14.プラッ

トホームカレー」を参照)  などがある。 

 

３．調理と消化吸収 

＜調理法で、栄養素が増えたり・減ったり、栄養素の吸収率が良くなったり・悪くなったりするこ

と、あるいは、食材の組み合わせや食べ合わせで、栄養素の吸収率が良くなることなどに、日々気

配りをして、広く情報収集をされている方もいるとは思われるが、ここでは家庭調理用に、ビタミ

ンとミネラルについてのみ、極簡単に整理する＞ 

 1)脂溶性ビタミン(A、D、E及び K)は、水に溶けにくく、油に溶け易い。水溶性ビタミンに比べて

熱に強いことから、これらを含む食品は油炒めや揚げ物に適している。また、油炒め等するこ



とによって含まれるビタミンの吸収率が良くなる。なお、ビタミン E だけは光、熱及び酸素に

よって壊れ易いので、熱調理後は早目に食べきると良い。 

(例えば、カロテンの調理法による吸収率は、油炒めで 80％あるが、煮物では 30％に、生食で

は 10％になるとのことなど) 

2)水溶性ビタミン(B群及び C)は、水に溶けやすく、熱に弱い。これらを含む食品は生で食べた方

が、効率よく摂れる。また、調理で水に晒したり、茹でたり、煮るときは、手早くする。 

なお、じゃがいも、さつまいも及びれんこんに含まれるビタミン C は、澱粉に守られているの

で比較的に熱に強くなっている。ピーマンのビタミン C もまた、他の野菜に比べて熱に強い。

じゃがいもなどこれら 4 食品は、油炒めしても、揚げても、ビタミン C は大丈夫なうえに、油

調理することで、一緒に含んでいる脂溶性のビタミン Eやカロテンの吸収率が良くなる。 

3)ミネラル (以下のミネラル以外は、特になし) 

①カリウム(K)は、水に溶け易い。また、腎臓でのナトリウムの再吸収を抑制し、その結果とし

てナトリウムの体外への排泄を促進する。 

(カリウムの摂取を意識する場合は、例えば、生野菜を沢山食べるか、或いは、カリウムを多く含む野菜

を具沢山に入れて、溶け出したカリウムをも汁ごと食べられる「11.具沢山味噌汁」を、念のために塩分

と水分控えめで作り、食べることをお勧めする) 

②カルシウム(Ca)は、油調理すると吸収率は良くなる。また、腸でのカルシウムの吸収はビタ

ミン Dで促進される。(「9.にんじんソフトふりかけ」を参照) 

骨の生成にはカルシウムだけではなく、ビタミン C 及びマグネシウムも一緒に摂取することが

大切である。 

③マグネシウム(Mg)は、カルシウムとは相互に協力して働く関係から、これら二つのミネラル

はバランス良く摂取することが大切である。 

(カルシウム及びマグネシウムの摂取を意識する場合は、専門家の指導を受けられることをお勧めする) 

④亜鉛(Zn)は、動物性蛋白質と一緒に摂取すると亜鉛の吸収が促進される。また、ビタミン C 

やクエン酸も一緒に摂ると、そのキレート作用によって亜鉛の吸収が促進される。(「1.ワンオ

ールハンバーグステーキ」を参照) 

⑤鉄(Fe)には、肉類に含まれている「ヘム鉄」と、ヘム鉄に比べて吸収率が低い植物性食品に

含まれている「非ヘム鉄」とがある。 

ビタミン C、ならびにクエン酸及びリンゴ酸などの果実酸は、どちらの鉄をも吸収されやすい状

態へ変化させるキレート作用があるので、一緒に摂るのが効果的である。(「1.ワンオールハン

バーグステーキ」及び「4.塩茹で豚」をそれぞれ参照) 

また、吸収率の低い非ヘム鉄でも、ヘム鉄と一緒に摂ると吸収率が良くなる。即ち、肉と野菜

を一緒に調理して摂取するのが、鉄の吸収には良い。   2020 年 11 月 山本芳子(記)(改訂 2) 


