
 甘エビは「ほっこく赤えび」の通称です。

 タラバエビ科のエビで、体色があざやかな赤紅色をしています。

 日本では富山湾以北と北海道沿岸に分布していて旬は冬です。

 独特の甘みはあることから、この名が名づけられました。

 ぼたんえび、たらばえび、赤エビ、南蛮えび、たむろえびなど

 いろいろな呼び名があります。



 産地は熊本や愛媛などです。

 甘夏の効能として、高血圧予防、風邪予防、美容効果、がん予防、

 老化予防などあります。

 栄養素はビタミンＣ、ナトリウムがいっぱいです。



 いかは高たんぱく質、低カロリーの健康食品です。

 最近はいかのすみのガンの予防効果も注目されています。

 いかはするめいかの仲間と、こういかの仲間と、

 やりいかの仲間に分けられます。

 日本近海で捕獲されるなかで、最も多いのはするめいかです。

 発光するほたるいかは富山湾での網上げが有名です。

 いかは消化の良い食品ですが

 火を通しすぎると固くなります。



 いよかんの歴史についてお話します。

 伊予という愛媛県の名前がついていますが、

 出身は長門国、つまり長州現在の山口県です。

 明治１９年に山口県萩市でみかん類とオレンジ類の自然交雑による

 新種を発見しました。

 愛媛県ではこの名前もない品種に目をつけ栽培したところ、

 鮮やかな赤みがかかった色に舌にとろっとする甘みのみかんがとれました。

 昭和五年にいよかんと命名されました。

 果物の中でも柑橘類はビタミンＢ群を多く含みます。

 いよかんはビタミンＣがたっぷりで１日１個で必要量が摂取できます。

 カリウムやクエン酸も豊富に含まれています。

 日本人には不足しがちな栄養成分なので常食するとよいです。



 梅は三毒（食物、血液、水の）を断つといわれるほど

 健康維持に良いとされています。

 クエン酸などの有機酸とカリウムなどのミネラル成分を含んでいます。

 梅の独特の酸味は、唾液や胃液の分泌を促進して

 消化吸収を助ける働きがあり

 体内の代謝を高め疲労の原因を燃焼させるので

 疲労回復にも効果的です。

 梅加工品の酸っぱさはクエン酸とリンゴ酸によるものです。

 クエン酸は胃腸の働きを促し

 食欲を増進してくれます。

 ビタミン類も含んでいるので、風邪予防や二日酔い解消が期待できます。



 枝豆は大豆の未熟豆のことで

 たんぱく質、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、カルシウム、食物繊維

 鉄分などが豊富に含まれています。

 大豆と栄養成分は似ていますが、ビタミンＣを含んでいることは

 枝豆の特徴といえます。



 おからは、すりつぶした大豆を加熱し、しぼった残りのもののことです。

 大豆は高たんぱくで、ミネラル分が豊富な食品です。

 コレステロールを低下させるリノール酸や

 新陳代謝をよくする成分も含まれています。

 またおからは、食物繊維が豊富で腸内環境を整えるのに適しています。



 「オクラの語源」

 オクラという言葉は日本語だと思う人がいると思いますが、

 実は英語です。

 そしてドイツ語も同じなんです。

 日本では「アメリカネリ」、「オカレンコン」

 という別名が残っています。

 原産地はアフリカ北東部で、ガーナ共和国の

 「ンクラマ」が語源とされています。

 「ンクラマ」が「オクラ」になり

 ドイツや米国などいくつかの国の言葉として定着したようです。

 日本には明治時代に栽培されるようになったそうです。



 お茶は中国が発祥の地ですが、

 日本では奈良時代から貴族や僧、武士などが薬効のある

 貴重な飲み物としてきました。

 一般に広まったのは江戸時代です。

 緑茶の渋み成分であるカテキンは、抗菌、抗ウイルス作用、

 コレステロールの上昇を抑える効果があるといわれています。

 お茶どころといわれるところは、ガンの発生率が低いという

 データがあるそうです。

 お茶は動脈硬化、糖尿病、風邪予防にもよいとされています。

 老化を促進させているのは

 体内でエネルギーが作られているときに発生する活性酵素です。

 ところが長寿な日たちは、活性酵素をコントロールして

 その害を最小限にしているのです。

 抗酸化成分の豊富なものを食べるのが上手なのです。それはお茶です。

 お茶は長生きといわれるように、脳や細胞に働き

 老化の進行を防いでくれます。

 お茶にはビタミンＣや若返りのビタミンＥも含まれています。

 脱水のための水分補給だけでなく、老化防止のためにもお茶はよいのです。



 日本の柿の種類は８００～１０００種類あり

 世界一種類が多いそうです。

 甘柿は富有、渋柿は堂上蜂屋などが有名ですが

 どちらも岐阜県産です。

 柿の語源は柿の赤色を表す「かがやき」からきたという説や

 あかつきから転じたものとか

 「実の赤き」から転じて柿になったとかいろいろあるようです。



 かつお節は、かつおの身をいぶして作られます。

 かつお節は江戸時代、勝男武士に通じるところから

 節が縁起を担ぎ、合戦の貴重な兵糧として

 出陣の際の引き出物に用いられました。

 元和元年の夏の陣では

 徳川家康が率いる兵の携帯食として活躍したという

 資料が残されています。

 それから縁起の良いものとして、祝儀に欠かせないものとなり、

 贈答品としても用いられるようになりました。

 栄養的には特にたんぱく質が多く

 脳卒中や皮膚の老化の予防効果が期待できます。

 かつお節にはたんぱく質が７７％も含まれています。

 さらに人間の体のなかで作ることができない

 必須アミノ酸がすべて含まれています。



 かににはアミノ酸の一種のタウリンという成分が

 豊富に含まれています。

 このタウリンは血圧を正常にし、

 心肺機能の強化、貧血の予防、悪玉コレステロールの減少に効果があるほか

 肝臓の強化、胆石や動脈硬化の予防、

 疲労回復や視力の向上、

 生活習慣病の予防にも有効です。

 このタウリンは栄養ドリンクにもよく含まれています。

 またかににはカルシウムが多く含まれています。

 このカルシウムは大脳なおで神経の興奮を調節すると考えられています。

 またアルコール障害や脂質代謝異常に効果があります。

 かにの殻から抽出できるキチン質には腐敗を防いだり、

 着色を良くするなどの特質があり

 食物の添加物や化粧品、シャンプーなどの保湿剤として

 利用されています。

 また人間の肌などにも馴染みやすく、副作用もないことから

 手術用の糸、人工真皮、人工腱、人工靭帯、人工血管、コンタクトレンズなど

 医療分野でも幅広く利用されています



 かぶは古くから全国的に作られてきたなじみぶかい畑作物で、

 カブラナともいいます。

 中国の「三国志」で有名な諸葛孔明が出陣先の陣中で

 かぶを栽培させたという故事から、「諸葛菜」ともよばれています。

 かぶは根と葉の栄養成分が大きく違います。

 根は淡色野菜でビタミンＣを多く含むほか

 でんぷん消化酵素のアミラーゼを含んでいます。

 このアミラーゼは胸やけや食べすぎの不快感をとり、

 整腸効果があります。

 葉は緑黄色野菜でカロチン、ビタミンＣ、鉄、カリウム、カルシウム、食物繊維などを

 含んでおり、ガン予防などの効果が得られます。



 昔から冬至の日にかぼちゃを食べると

 風邪を引かないという言い伝えがあります。

 本来、かぼちゃは夏が旬ですが

 保存に強く、傷をつけたりしなければ長期保存ができる野菜です。

 夏の太陽をいっぱい浴びたかぼちゃを大事に保存し、

 風邪が流行したり、緑黄色野菜が不足する冬に食べ

 栄養を補うというのが、先人の知恵だったようです。

 現にかぼちゃにはβカロチンが多く、風邪の予防に効果的です。

 言い伝えを裏付ける理由がちゃんとあるのです。



 カリフラワーは外葉に包まれた花のつぼみを食べます。

 キャベツの仲間で地中海沿岸が原産地です。

 花野菜、花キャベツなどともいわれています。

 同じようにつぼみを食べるブロッコリーを栽培する中から

 品種改良でできたと考えられています。

 カリフラワーはビタミンＣを豊富に含んでいます。

 ビタミンＣはコラーゲンの生成を助けるので

 美しい肌をつくるために重要です。



 カレーライスの歴史について。

 家庭料理としての、カレーライスを調べると

 必ず軍隊の話が出てきます。

 明治時代にはトンカツやコロッケなどとともに

 洋食が普及しますが、家庭料理としてのものではありませんでした。

 軍隊でカレーライスが取り入れられると、

 洋食とは縁がなかった地方出身者も、軍隊でカレーを知るわけです。

 国民皆兵の時代、こうしてカレーが全国区的家庭料理になっていきました。



 キウイの原産地は中国の中南部から南西で

 中国名を羊桃などと言い、和名を鬼またたび、支那さるなしともいいます。

 １９００年頃、ニュージーランド人が中国から持ち帰り改良を加えました。

 ニュージーランドの羽のないキウイという国鳥に果実の形や

 色が似ているので、その名が付いたといわれています。

 日本へは昭和３９年に輸入されました。

 ビタミンＣが多く、ビタミンＡ，Ｅも含まれており

 肌を白くし、肌荒れ、シミ、そばかすなどに美容効果があり、

 成人病予防にも有効です。



 きしめんとは、名古屋名産の平打ち麺のことをいいます。

 汁は名古屋特産のたまりしょうゆを使うことが多いようです。

 名前の由来は、紀州の人が考案したので、

 紀州めんがなまったものともいわれています。

 また「きし」とは碁石のことで、かつては練って伸ばした小麦粉を

 手でちぎったり、竹筒などで押し切って碁石のように丸めて

 作っていたのでこう呼んだという説もあります。



 きのこは、カビと同じ菌類の仲間です。

 菌類は見た目も生態も不思議なきのこですが

 「万葉集」や「今昔物語」などにも登場することから

 奈良・平安時代にはすでに食用されていたという古い歴史があります・

 きのこは食物繊維やビタミンＤなどを多く含み、低カロリーな食物です。

 アルカリ性食品やたんぱく質やビタミンＢ群を多く含んでいるというすぐれた食材です。



 キャベツは胃腸薬のキャベジンという名にもあるとおり、

 胃腸の薬にもなる成分を含んでいる薬効のある野菜です。

 地中海や大西洋の沿岸が原産のキャベツは

 数千年も前からケルト人によって栽培されてきた歴史のある野菜です。

 日本には江戸時代、オランダ人が伝えたと言われていますが

 普及したのは洋食が広まってきた明治時代に入ってからのことです。



 牛肉を食用にした歴史は古く、

 日本に牛肉が入ってきたのは縄文時代から弥生時代頃と言われています。

 つまり原始時代ということになります。

 飛鳥時代以降は、肉食禁止の命が出されたことや、

 仏教の影響から、牛肉を初めとする肉食を禁ずるようになり

 しばらくの間、農耕や運搬のに使われていました。

 そして、江戸時代以降、外国人の影響から牛肉が食べられ始め、

 大正時代になりようやく日常的に食べられるようになったという歴史があります。

 牛肉は良質なたんぱく質を多く含み

 鉄や亜鉛などミネラルも豊富でビタミンＢ群もたっぷり含まれています。



 きゅうりは栄養的にはそれほど優れていませんが

 カリウムとビタミンＣを含むことが特徴です。

 カリウムには利尿効果があり、むくみやだるさを解消し

 膀胱炎や腎炎にも効果があるといわれています。

 ビタミンＣには免疫力を高め

 疲労を回復し美しい肌を作る働きがあります。

 きゅうりはヒマラヤ原産で日本ヘは９～１０世紀に中国より経由して

 渡来しましたが苦味が強く、あまり普及しませんでした。

 みどり酢のみどりはきゅうりの色を表しています。

 きゅうりというと、カッパの好物といわれています。

 きゅうりを供えた年が豊作だったから

 カッパの好物がきゅうりとみられるようになったようです。

 カッパは水の神様と考えられ、

 さまざまな供え物を昔の人はしていたのですね。

 日本できゅうりの栽培が本格化したのは

 江戸時代のことで当時はもちろん露地栽培でした。

 日照りなどの異常気象は農家にとって死活問題だったので

 水の神様であるカッパに雨を祈ってお供えしたことが

 事の始まりのようです。



 ぎんなんはいちょうの実を食用にしたものです。

 生命力が強いいちょうの種子だけあって

 生活習慣病を予防するエッセンスがたっぷりです。

 最も注目されるのは、豊富なカリウムです。

 このカリウムは高血圧予防になります。

 そのほかビタミンＡ、Ｂ１、Ｃ、Ｅなども含んでいます。

 小さな実に機能性がぎゅっとつまっています。



 昔の話で、縄文時代の人たちにとって

 栗やくるみは、米と同じように重要なカロリー源でした。

 日本人の大好きな栗は、実はその縄文時代の料理にそのルーツがあります。

 そして、その後万葉集の中でも、栗を読んだ長歌もでてきます。

 戦国時代や米が不作の危機など非常用として、

 あるいは兵糧としても、重視されました。

 生ぐりは意外にビタミンＣが多く

 頭の回転を良くするビタミンＢ１や骨を丈夫にするビタミンＫも含まれます。



 ごぼうを食べるのは日本と韓国だけというのはご存知ですが？

 原産地のヨーロッパなどでは薬用として利用されているのみで

 独特の香りと歯ごたえが日本人の口に合うのか

 煮物やサラダなどいろいろな料理に使われます。

 根菜の中でも食物繊維の含有量が高く

 便秘を改善するほか腸内を健康に保つ働きもあります。

 これは大腸がん予防にも役立ちます。



 ごまは中国を経て渡来し、

 江戸時代に髪油として、冬も凍る心配のない灯油として

 高貴な食品、調味料として使われました。

 ごまは優秀な安定した組織の食油であり、

 カルシウム、リン、ナトリウム、鉄分など

 栄養素の大切な供給源でもあります。

 ごまを常用すると、油分の中にたっぷり含まれるリノール酸などの

 効果で全身の活性が高まり、維持されて老化を予防することができます。

 またごまは、血中コレステロールを下げ動脈硬化の予防に役立ちます。

 ストレスやイライラを鎮めるのにも有効です。

 その他、ビタミンＥを含むので老化防止や白髪の予防にも効果があります。

 黒ゴマは若はげ、若白髪に良いそうです。



 小松菜は緑黄色野菜の代表で

 ほうれんそうに良く似ていますが

 ほうれんそうよりもアクが少なく食べやすい野菜です。

 小松菜にはカルシウムが大変多く

 骨を丈夫にするのに役立ちます。

 またカロチンも多いので、がん予防にも役立ちます。

 さらにビタミンＣも多いため

 粘膜を強くし、かぜ予防にも効果的です。

 食物繊維も豊富ですから便秘も防ぎます。

 カロテンやビタミンＥ，ビタミンＢ２もたっぷり含んでいます。

 小松菜はお正月の雑煮に使われるため

 もち菜、正月菜といろいろな別名をもっています。



 ご飯は消化がよいこと、次に炭水化物が疲労の回復を早めます。

 ビタミン、ミネラル分が万遍なく含まれていて

 ご飯を主食にすると脂質を摂り過ぎないという利点があります。

 また腹持ちがよく、でんぷんがぶどう糖にかわり

 脳に栄養がいきわたるため、集中力や思考力が高まります。

 そして、よく噛むことで消化吸収がよくなり、

 これがボケ防止にもつながります。



 大正時代から尾張地方で作られていた「十六ささげ」は

 さやの豆が十六個あることから

 「十六ささげ」と名づけられました。

 形はいんげんに似ていますが、いんげんより柔らかく

 食味が良いのが特徴です。

 ささげはふじまめと同様高温条件でも生育が旺盛なため

 わが国の夏から秋にかけての重要なマメ科の野菜であり

 夏の食卓にはなくてはならない野菜です。

 十六ささげに含まれるビタミンＢは食欲不振やイライラ防止に

 効果的といわれています。



 さつまいもは、原産地のアメリカ大陸からヨーロッパに渡り

 中国を経て沖縄に移り、

 日本の長崎に上陸したのは17 世紀の初めころです。

 さつまいもは立派な健康食品です。

 筋状の食物繊維が多く、腸の中で水分を吸収しながら

 便の量を増やし、お通じが良くなります。

 さつまいもを切ったときは白い汁がでることがありますが

 これも便通をよくする作用があります。

 その上、肌を美しくするビタミンＣに若返りのビタミンＥが含まれているという

 優れた食品です。



 里芋は古くから日本で栽培されてきました。

 独特のねばりがあり、しかも低カロリーです。

 この粘り気の成分は消化酵素としてたんぱく質の分解を助けたり

 胃粘膜を保護してウィルスを遠ざけ、また便秘の改善に役立ちます。

 肝臓や腎臓の機能を高める働きも知られています。

 また里芋にはカリウムという成分が多く

 これは体内のナトリウム、わかりやすくいえば塩ですが

 これを排出してくれるので高血圧が気になる方にも

 おすすめの食品です。



 数をごまかすことを、サバを読むといいますが

 これは鯖が痛みやすいため市場で数える時に

 急いでとばして数えたことからきているそうです。

 鯖の脂っぽさが健康のための宝物です。

 鯖の脂には中高年の方こそ努めてとりたい成分が、豊富に含まれているからです。

 この成分は血液をサラサラにし、血栓ができるのを防ぎ

 血液の流れをスムーズにしてくれます。

 また血中コレステロール値を低くする働きにも優れています。

 鯖は若返りにも最もよい食材です。

 そして、脳を若く保つことです。ボケを防いでくれる優れものです。



 きしめじ科のきのこで日本の代表的な食用きのこで

 すぐれた芳香と風味が日本料理にふさわしく

 きのこの王様として喜ばれています。

 秋に赤松の林地上に発生します。

 主な産地は近畿、中国、長野、岐阜地方ですが

 国産の収量は少なくなっています。

 椎茸は松の根と共生するために人工栽培も難しいとされています。

 そのため輸入物になっていまいます。

 椎茸はコレステロール値の低下、カルシウムの吸収促進などの効果があります。

 開いた傘から舞い落ち新しい場所で菌糸を伸ばす胞子ですが

 この胞子には椎茸の旨み成分が含まれています。

 そのため採りごろは、傘が開ききってしまう前の７～８分開きの状態が良く

 おいしい食べごろといえます。



 塩が文明が始まって以来、様々な場面で暮らしを支えてきました。

 保存食の製造や毎日の食事はもちろん

 プラスチックの製造などにも欠かせません。

 製造は大変な労力がかかるため、

 塩には苦難の歴史が詰まっています。

 塩作りは海水から作りますが

 海水の塩分濃度は、わずか３％で、３ｋｇの塩を手に入れるには

 海水の１００リットル必要です。

 それを揚げ浜式などで

 水分を太陽熱と風で蒸発させて、塩ができます。



 しその原産地は、ヒマラヤから中国、

 ミャンマーにかけての広い地域とされ

 中国では漢方薬びひとつとして、

 胃腸薬や風邪薬などに用いられてきました。

 日本に伝わったのは非常に古く

 縄文時代の遺跡から種実が出土しています。

 栽培の記録としては、奈良時代の文献があり

 実を薬用として、朝廷に献上したという記載が残っています。

 また江戸時代にはすでに、刺身のツマとして食べられていました。

 毒消しとして、その当時から重宝されていたということです。

 しそは緑黄色野菜のなかで最もカロテンの多い野菜です。

 もちろんたんぱく質、カルシウム、鉄、ビタミンＢ１、Ｂ２にも富んでいます。



 じゃがいもの原産地は中南米といわれています。

 日本へは１６００年前後、オランダ人が長崎に伝えたといわれています。

 本格的な栽培は明治時代に始まりました。

 米国、イギリス、フランスなどから数１０品種を導入したといわれています。

 男爵いもは明治末期で、メークインは大正時代に北海道に入ったそうです。

 じゃがいもにはビタミンＣが多く含まれ主成分のでんぷんに保護されているので

 加熱しても壊れにくいのが特徴です。

 また胃に刺激を与えることなく便秘にも効果があります。



 じゃことはしらす干しのことをいいます。

 しらす干は小魚で頭からしっぽまで食べられます。

 しらすはカタクチイワシやマイワシの稚魚で一般的に

 漁期は春と秋のようです。

 白くて小さな魚ですがカルシウムがたっぷりです。

 その他、目やのどを守るビタミンＡ、骨を丈夫にするビタミンＤ，

 肌の若々しさを維持するビタミンＥも含まれており

 免疫力を強化するためにも役に立ちます。



 シューマイの発祥は、18 世紀中ごろと比較的新しい食物です。

 昔、中国では料理をした後の材料の残り、

 たとえば野菜の切れ端とか肉の残りとか、

 捨ててしまうのはもったいないので

 細かくして丸めて焼いたのが、シューマイの起源とされています。

 その後料理をいっぺんに大量に調理するには

 大きな蒸しなべで蒸し上げるのが一番早いので

 現在のようになったということです。



 生姜はインド、マレーシアなどの熱帯アジアが原産で

 古くから薬用、香辛料として栽培されインドから

 欧州への輸出も行われていました。

 生姜の香り成分には抗酸化作用があり

 ガンの予防が期待されているほか、

 食欲増進、抗菌、殺菌作用もあります。

 そしてもうひとつ辛味成分には血行を良くし、

 体脂肪の燃焼を促進してコレステロール値を

 低下させる働きがあります。



 スイートコーンは夏の味覚の代表的な人気の高い野菜です。

 ぎっしり並んだ粒々は便秘解消の強い味方です。

 とうもろこしの黄色の色素は、カロテノイドという成分で抗酸化作用があります。

 カリウムとともに動脈硬化や高血圧の防止など

 生活習慣病の予防に効果的です。

 またビタミンB １やカリウムなどミネラルも多く含んでいて

 エネルギー代謝を促し、疲労回復に役立つので

 疲れやすい夏場の栄養補給にぴったりです。



 セロリはヨーロッパが原産とされ、

 アフリカ、南アメリカ、西アジア、西インドという広い地域に分布しています。

 古代ローマ、ギリシャ時代から

 整腸剤、強壮剤など薬用にされ、香気が酒の悪酔いを防ぐとして

 生食されていました。

 また、エジプトではミイラの首飾りとして

 装飾にも用いられていたそうです。

 日本には豊臣秀吉の朝鮮出兵の時

 加藤清正によってもたらされたとされ、

 彼にちなんで清正にんじんと呼んだという歴史的なお話があります。

 香りで好みに個人差のある野菜ですが、

 栄養成分はたっぷり含まれています。

 ビタミンＢ１，２、食物繊維が多いので

 疲労回復やコレステロールの低下に効果があります。

 豊富に含まれるカリウムは血圧を下げてくれるのでイライラの解消などに効果的です。

 その他に脂肪や糖質の代謝をよくするビタミンＢ６、貧血に効果的な葉酸、

 ビタミンＥなどを豊富に含んでいます。



 ぜんまいは漢字で「銭巻」などと書きます。

 淡赤褐色の綿毛を被った新芽が、硬貨つまり銭のように

 丸く巻いているためについた名前です。

 巻いた部分を栄養素と呼びますが、

 名前のようにたんぱく質や炭水化物を多量に含んでいます。

 栄養素の若芽を摘み、胞子葉と綿毛を取り除き

 アク抜きをして食用にします。

 薬効は利尿、補血催乳作用があり、

 貧血、むくみ、乳の出の悪い人に良いとされています。

 また殺虫効果もあります。



 そばは、ビタミンやミネラル、食物繊維などバランスよく含む健康食です。

 たんぱく質やポリフェノールも豊富です。

 特に注目なのが穀類では、そばにしか含まれないルチンという成分です。

 毛細血管を強化し、血圧を下げる働きがあるため

 生活習慣病の予防にはもってこいです。

 ルチンは水溶性のため茹でたそば湯にも、栄養たっぷりです。



 大根の原産地は地中海沿岸といわれています。

 日本へは中国を経て渡米したといわれ

 「日本書紀」にオオネという名で記載されています。

 品種改良や栽培技術が進んだ江戸時代に大根と呼ばれるようになりました。

 大根は消化作用に優れていることは、広く知られています。

 でんぷんの消化酵素であるジアスターゼを

 豊富に含んでいるからです。

 ジアスターゼは消化を助け、腸の調子を整えます。

 胃炎や胃潰瘍などの予防にも有効とされています。



 たくわん漬は、ぽりぽりと歯ごたえがよく

 乳酸発酵させることでビタミンやミネラルも豊富です。

 ぬかに漬けることで栄養的にもぐっとアップします。

 本来のたくわんは、塩漬けした大根が少しずつ黄色く変化したものです。

 原因は大根の辛味成分のようですが

 昔は長期保存食としていたため特に黄色くなったようです。

 その再現として、うこんやくちなしをいれ

 色素で色づけされるようになったようです。



 たけのこは漢字で竹かんむりに旬と書くとおり

 食べられる時期がほんのわずかですが

 春からの味覚を代表する食材です。

 食物繊維が豊富で便秘の予防、解消

 コレステロールの吸収を防ぐ効果があります。

 またたけのこのうまみ成分のひとつであるアスパラギン酸は

 疲労回復に効果があります。

 ただし消化が悪いので、食べすぎには注意が必要です。

 たけのこを切った時に中から白い粉のようなものが出てきます。

 これはチロシンというアミノ酸の一種で

 脳や新陳代謝の活性化に役立つというすぐれものです。



 卵を割ると卵白と卵黄の間に白いひものようなものがあります。

 これは「カラザ」と呼ばれるもので

 よくみると卵黄をひっぱるように両側に二つついています。

 カラザの役割は卵黄の位置を真ん中に固定することです。

 カラザを取り除いて食べる人もいますが

 この成分はおもにたんぱく質です。

 さらに最近の研究でこのカラザには、シアル酸が含まれており

 このシアル酸とは細胞を構成する成分のひとつで

 外敵から保護する役割があるので、

 そのまま食べた方が栄養学的に良いそうです。



 玉ねぎは作物としての歴史は大変古く

 約五千年前には古代エジプトで栽培されていました。

 ピラミッド建設に従事した労働者に、

 玉ねぎが支給されたという記録も残っています。

 古代エジプトでは玉ねぎは特別な力を持った野菜とされ

 鎮痛、視力回復、食欲増進などの効果があり

 女性に食べさせると多くの子供に恵まれるといわれていました。

 エジプトのピラミッドも玉ねぎの力で建てられたといっても

 過言ではないようです。

 玉ねぎは血液をサラサラにする血栓予防効果があります。

 その効果をもたらす成分は玉ねぎを切ったときに生じる

 独特のにおいの素となる成分で毛細血管を広げ

 新陳代謝を高め、血液の循環をよくする働きを持っています。

 また切ったときに涙の出る成分も血液中の血小板の凝集を抑える作用をもち

 これにも血液をサラサラにする効果があります。



 チンゲン菜は結球しない小白菜の一種です。

 白いものは白系パクチョイ、またはただのパクチョイと呼びます。

 日本で栽培されるようになったのは

 １９６０年頃からですが、統計に表れるのは

 昭和５７年からです。

 カロチンが豊富で他にカルシウム、ビタミンＣも多く含まれています。

 利尿、排便、胃腸の働きを良くする効果もあります。



 豆腐は中国でも豆腐と呼ばれます。

 「腐」には固形でやわらかいものという意味があるようです。

 昔「おかべ」と呼ばれていたものが豆腐と呼ばれるようになったのは

 鎌倉時代以降とされています。

 ２０００年程前、中国で作られたもので

 日本には奈良時代に伝えられたとされています。

 鎌倉時代に禅宗が伝えられると

 精神料理の材料として豆腐がもてはやされたそうです。



 トマトの原種はナス科の雑草の一種です。

 原産は南米アンデス高原でメキシコで栽培されたのが始まりとのことです。

 コロンブスの時代には薬用、または観賞用でした。

 地中海地方で１７世紀にはさかんに栽培されるようになりました。

 トマトにはビタミンＣが豊富ですが

 最近はガンを予防する赤い色の色素であるリコピンが豊富で有名です。



 なすは、東インドに生まれ、中国、アメリカ、ヨーロッパなど

 世界中に広まり、今や、その種類は1500 以上あるといわれています。

 日本へは奈良時代に伝えられ、その土地の気候風土や

 食文化にあわせて形変えながら

 郷土色、豊かな品種が生まれました。

 なすの名前の由来はさまざまで

 「夏の実」が変じて、「なすび」となり

 室町時代には女官達が「おなす」と呼んだ事から

 いつしか「なす」と呼ばれるようになったそうです。

 なすの紫色の皮に含まれるフラボノイドという成分には

 抗がん作用のあることが認められ

 同じ皮に含まれるナスニンという成分には

 コレステロールを下げ動脈硬化を防ぐ働きがあることがわかりました。

 つまり、なすは血圧を下げ血管を丈夫にすることに役立ちます。

 さらにナスニンとともに含まれるシソニンという成分も老化防止に役立ちます。



 にがうりは、まず口の中ににがみを感じるので

 苦手な方もみえると思います。

 沖縄ではゴーヤと呼ばれるにがうりです。

 表面のゴツゴツしたいぼと、独特の苦味が特徴の野菜です。

 主に東南アジアや沖縄、九州など暖かい地方で生産されています。

ビタミンC が豊富に含まれていて、疲労回復や夏バテなどにもぴったりです。

 にがうりの効用は、血糖値を下げる、コレステロールを低下させる、

 高血圧予防にと、他にもこんなに沢山あるすぐれた野菜です。



 にしんは北太平洋を移動する回遊魚です。

 かつては産卵期の3 月頃から石狩湾をはじめ

 北海道沿岸に大群で押し寄せましたが

 近年は日本海に来るものが激減し

 樺太以北に移ったとされます。

4 月頃よくとれるので、春つげ魚とも呼ばれています。

 身を二つにさいて干すところから

 「二身にしん」の意味でこの名がつきました。

 にしんはすべての栄養素がバランスよく含まれている優秀な魚です。

 にしんにはアミノ酸バランスのよいたんぱく質が含まれていますが

 骨を丈夫にするカルシウムとビタミンＤも少なくありません。

 記憶力と関係が深いビタミンＢ１２や肌の若々しさを保つビタミンＥも豊富です。



 にらはβカロチン、ビタミンＣ，Ｅなどの抗酸化ビタミンを豊富に含んでいます。

 この抗酸化ビタミンというのは糖尿病や高脂血症、心筋梗塞やガンなどの

 生活習慣病、つまり昔成人病と呼ばれていた病気ですが

 その原因とみなされている活性酵素という悪いものを掃除して

 体内で働いてくれるということが知られています。

 にらの特有のにおいの成分は、消化液の分泌を促し

 内臓の働きを活発にします。



 人参のオレンジ色はβカロチンという天然色素の色です。

 βカロチンは体内に入るとビタミンＡに変わります。

 ビタミンＡは、皮膚や目の角膜、呼吸器や消化器などの臓器の粘膜を

 正常に保つ働きがあるため肌荒れや結膜炎の改善、

 風邪やガンの予防に有効です。

 またβカロチンは高脂血症や動脈硬化の改善、

 ガンや老化予防に役立ちます。

 その他人参には血圧を下げる働きをするカリウム、

 骨や歯を強くするカルシウム、

 腸の働きを高める食物繊維などが含まれているため

 高血圧症や骨粗鬆症の予防、便秘の解消に効果があります。



 ねぎは夏場のねぎに比べ、

 冬場のねぎは辛味がなくなり、甘みが出てきます。

 漢方では「葱白そうはく」と呼んで

 古くから生薬として使われています。

 体をあっため、発汗を促して病気を治すと言われています。

 初期の風邪には特に効果があります。

 ねぎは体を温めることで手足などの抹消の血流をよくするので

 肩こりや神経痛、冷えからくる下痢や低血圧の改善にもなります。

 このほかにも、食欲増進効果、鎮静効果、解毒効果があります。



 パイナップルは芳香があり、

 果汁を多く含み、さわやかな酸味と甘みを含んでいます。

 パイナップルは生食のほか、

 ジャム、缶詰、ジュースなどに加工されています。

 また熱帯地方では葉から繊維をとって、布地などにも利用されています。

 パイナップルには消化を助けるたんぱく質の分解酵素が含まれています。

 これにより、胃液の分泌を活発にして消化を促進します。

 そして食後の胃もたれを防ぎ、胃腸の健康を保つのに効果があります。



 白菜の原産地は中国で、日本に伝わったのは明治時代といわれています。

 淡色野菜ですが、ビタミンＣをはじめ

 カルシウム、鉄、カロチンなどを含んでおり

 見た目以上に栄養豊富です。

 食物繊維も多いので、便秘解消、さらには抗がん作用があるとされている

 ジチオールチオニンという成分が含まれているので

 大腸がんの予防にもなります。

 また余分な塩分の排泄を促すカリウムも豊富に含まれているので

 高血圧予防にもなります。

 白菜の中で一番甘みの強い部分は、中心部分の小さな葉です。

 糖度だけでなく、うまみ成分のグルタミン酸も多いのです。

 白菜が結球しているとき外側の葉がどんどん栄養を作り

 中の葉に供給していくためです。

 余った栄養は若い葉を包んでいる部分に

 でんぷんとたんぱく質の形で貯蔵されていきます。

 つまり外よりも内側を食べた方が美味しいということです。



 はじかみは、生姜の仲間です。

 魚の臭みを抑え、荒れた胃の粘膜を修復し

 胃潰瘍など予防するなど胃の働きを助けます。

 魚の旨みを引き出しつつ、おなかも丈夫に保ち

 食欲も増します。

 最近は胃液の分泌を促すことで、

 たんぱく質や脂肪の消化を助け、ダイエット効果もあるといわれています。

 生姜の香り成分にも、胃を健康に保つ作用や保温効果などもあります。



 バナナは熱帯産の果物で台湾バナナ、フィリピンバナナが有名です。

 暑い国の果物は大変おいしいのですが

 体を冷やす働きがあるので、食べすぎには注意しましょう。

 バナナは病人や子供、運動をする人のエネルギー源に適しています。

 腸内のビフィズス菌を増やす働きもあるので

 腸を活性化してくれて便秘予防に役立ちます。

 バナナはミネラルやビタミン豊富なので

 健康食品として申し分ないといえます。



 パプリカはビタミンＣが多いので

 お肌を若々しく保ちたい方、病気を防ぎたい方にはおすすめの野菜です。

 赤ピーマンは緑のピーマンの３倍近くβカロチンを含んでいます。

 βカロチンは活性酵素を消す働きがあるので

 老化やガン予防に役立ちます。

 またパプリカには脳血栓や心筋梗塞を遠ざけます。



 はまぐりは女性に縁のある貝で、

 昔からひな祭りに欠かせませんでした。

 結婚式の祝いの膳にもよく出されます。

 はまぐりは鉄やカルシウムなどのミネラルが豊富で

 ビタミンＢ２も多く含まれています。

 鉄は貧血に効果があり、血液中のコレステロールや

 中性脂肪を減らす働きがあります。

 またはまぐりには高脂血症や動脈硬化の予防効果もあります。



 野菜の中で嫌いという方が何人もいるピーマンですが

 栄養価の高い野菜です。

 ピーマンにはビタミンC がさっぷり含まれています。

 熱に弱いビタミンCですが

 組織が強固で加熱してもほかの野菜と比べ壊れにくいのが魅力です。

 しみのもとになるメラニンが生まれるのを防いだり

 肌の健康を保ってくれる働きがあります。

 老化の原因になる活性酵素を取り除く

 βカロチンが多いのも特徴です。



 ひじきじゃ古くから食べられている海藻のひとつです。

 カルシウムや食物繊維、鉄分など不足しがちな栄養素を多く含み

 カロリーが少ない健康食品です

 カルシウムの吸収を促進するマグネシウムがバランス良く含まれているので

 効率的に栄養素を摂取することができます。

 長ひじきは茎の部分にあたり、しっかりとした歯ごたえがあります。

 芽ひじきは芽や小枝を摘んだもので軟らかな食感です。

 ひじきは美肌効果のある栄養素で皮膚を健康に保つビタミンＡ、

 便秘解消に役立つ食物繊維が豊富です。

 また食物繊維には肥満予防効果もあります。

 鉄、リン、カリウム、ヨウ素などのミネラルを多く含み

 食物繊維も豊富で血液をきれいにし、

 高血圧や動脈硬化の予防に有効です。

 このため骨を丈夫にしたり、中枢神経をしずめイライラをやわらげる働きもします。



 ふきの出盛りあ４月ですが、収穫したものを水煮にして

 年中出回っています。

 生産地は愛知県、群馬県、徳島県のものが主力です。

 ふきは野菜の中で最も低カロリーで、ダイエットメニューに最適です。

 そのうえ野菜の中でもミネラルを多く含むのが自慢です。

 ふきに多いカリウムはナトリウムを体外に排出する作用もあるので

 注目の健康野菜です。

 ふきは特有の香気と苦味、歯ざわりが特徴で

 ビタミンＢ１を除き、栄養バランス良く含まれており、

 カロリーが低く食物繊維に富んでいるため便秘を防ぎます。

 特有の香りには咳を鎮め、痰を切り、喉や胸元をすっきりさせてくれる働きがあり

 ほろ苦さは消化にも役立ちます。



 ブドウの栄養はカリウムや亜鉛、カルシウム、鉄分など多くの

 ミネラルを含み、胃腸障害や皮膚の角質化を防ぐ効果がある

 パントテン酸もたっぷりあります。

 皮には抗酸化作用のあるポリフェノールが豊富に含まれ

 美容の果物といえます。



 成長にしたがって呼び名が変わるぶりは

 出世魚の代表格です。

 北陸や関西ではお正月に欠かせない食材です。

 魚へんに師と書いて、「鰤」ぶりと呼ぶことから

 師走から1 月頃が、寒ぶりの一番の旬となります。

 ぶりは脂肪に生活習慣病や記憶力の低下を防ぐ成分や

ビタミンC をたっぷり含んでいます。



 ほうれんそうはイラン付近で栽培化されたと言われています。

 アメリカ漫画のポパイはほうれんそうを食べて

 悪党をやっつけるように

 栄養価の高い野菜として人気を集めました。

 βカロチン、鉄分、ビタミンC が豊富です。

 葉のギザギザが深い東洋種と葉が丸い西洋種がありますが

 日本への伝来は東洋種が先で

 室町時代頃と言われています。

 鉄分は貧血予防に虚弱体質の人に有効です。

 ベータカロチンはガンの予防のほか肌の老化を防ぐ美容効果が期待できます。

 またほうれんそうには高血圧を防ぐ効果があるカリウムや

 便秘の改善、糖尿病の予防に効果的な食物繊維も多く含まれています。



 まいたけの名前の由来は、見つけた人が思わず舞い踊るところから

 その名がついたといわれる味の良いきのこです。

 人工栽培のおかげで身近になりました。

 高血圧やコレステロール値の改善や骨粗鬆症の予防、

 抗がん成分が豊富なことでも注目の的です。

 抗がん成分のβグルカンは体の免疫力を高める働きを有し、

 ガンの予防、肝炎などの肝機能障害や成人病の予防にも

 効果があるといわれています。



 マッシュルームは悪臭を消す不思議な力の持ち主です。

 １００兆個にも及ぶ細菌がすむ私達の腸には

 加齢とともに悪玉菌が増え、有害物質や悪臭が発生しがちですが

 話題のシャンピニオンエキスがそれを抑えて

 腸内環境を若々しく保ちます。



 抹茶はノンカロリー飲料にも関わらず

 各種ビタミン、カテキン、カフェイン、アミノ酸

 食物繊維などが豊富に含まれており

 美容と健康に有効な働きをします。

 そして、煎茶と違って茶に含まれる有効成分を

 少量で無駄なく体に取り込むことができます。

 そのほか、リフレッシュ効果、美肌効果、発ガンの抑制

 胃潰瘍の防止、二日酔いの防止

 虫歯口臭の予防、老化防止など効力がいっぱいです。

 おいしくて体によく、精神を落ち着かせる抹茶を味わってください。



 みかんはたっぷりの果汁を貯蔵しています。

 この「貯蔵装置」は複雑ですが、よくみると感心させられます。

 外皮は油胞と呼ばれる球状の粒があり、水をはじく役割があります。

 中皮の白い部分はクッションにもなり

 衝撃を和らげます。

 果汁はつぶつぶの「砂じょう」に入れられ

 さらに砂じょうがたくさん集まって、袋に収納されています。

 この袋はじょうのう膜と呼ばれます。

 自然の作った巧みな技です。



 水菜とは京菜の京都周辺での呼び名です。

 一抹に多くの葉が密生し

 葉柄は青白く、細長い野菜です。

 寒さに強く、冬場の貴重な青物として珍重されています。

 田のあぜに水を引いて、栽培していたところから水菜と呼ばれています。

 また茎に水分が多いことから

 「水菜」と呼ばれている説もあります。

 水菜に多く含まれるビタミンＣがコラーゲンの生成を促進すると

 免疫力を強めウィルスなどの侵入を防ぐ働きをするすぐれものです。

 また意外にも鉄分とカルシウムを多く含んでいます。

 鉄分は血液中のヘモグロビンを作る成分で

 貧血の予防に役立ちます。

 鉄分は体内で吸収されにくい栄養素ですが

 ビタミンＣと一緒に摂ると吸収が高まります。



 味噌の代表的な効果を挙げると

 ガン予防、コレステロール抑制、消化促進、整腸作用

 胃潰瘍の予防、美容効果、脳の活性化、老化防止、基礎代謝の促進などがあります。

 さらに主原料である大豆には良質のたんぱく質が多く含まれ

 その中には生命維持に不可欠な必須アミノ酸のほか

 過酸化脂質の増加を防ぐといわれているサポニン、ビタミン群、カリウム、カルシウム

 食物繊維など様々な栄養素が含まれています。



 みりんは日本の代表的な調味料のひとつです。

 しかし、分類上は酒で昔は酒として飲まれていました。

 みりんには甘味の付加、調味料の浸透性を高める、

 肉や魚の生臭みを消す、殺菌作用、料理の照り、つやを良くするなど

 様々な効果があります。

 一方みりんと似て非なるものにみりん風調味料があります。

 みりん風調味料はアルコールが１％未満です。

 微量なので煮切る必要がなく使うことができます。



 もずくは他の海藻に付着して成長することから

 「藻付く」と呼ばれるようになりました。

 現在はロープなどに付着させる養殖が一般的で２月から３月に収穫した

 若いものが良いとされています。

 もずくの栄養面での特徴はぬめり成分であるフコダインという物質です。

 これはコレステロールを取り込んで排出したり、

 がん細胞に対して抵抗力を強める作用や、

 動脈硬化や高血圧のリスクを下げる働きがあるといわれています。



 柑橘類は秋から冬にかけて香りを増し、おいしい季節です。

 ゆずはミカン科の常緑樹、花を香味料などにします。

 主産地は高知や徳島県などです。

 黄色く熟した木ゆずは１２月、花は５月頃が旬です。

 香りが重視される果実ですが、皮、実とも料理や加工品に使われます。

 酸味が強いので「柚酸」と書きゆずと読むようになったのが名前の由来です。



 ヨーグルトは牛乳を乳酸菌で発酵させて作ります。

 栄養バランスに優れ、おなかの調子を整え

 アレルギー症状の緩和、大腸ガンの予防など

 さまざまな効用があります。

 健康と美容にすぐれていることが知られ

 日本での生産消費が年々に伸びています。

 数百種類ある乳酸菌の中で生きたまま腸まで届き、

 健康に良い働きをするものは、

 プロバイオテックスと呼ばれてます。

 このプロバイオテックスとはテレビなどでも聞き慣れた言葉だと思います。

 体に悪い物質を作る細菌やバクテリアの活動を抑えたり、

 死滅させたりする私達の体に大変良い菌です。

 ヨーグルトはビタミンＣと一緒に摂るとより効果的で

 苺やフルーツなどと食べると

 腸内の善玉菌が増えるそうです。



 ラズベリーはバラ科の木苺の一種です。

 たいていは紫色をしていますが

 品種によって赤・黒・紫・黄色の色をしたものがあります。

 ラズベリーの果肉に含まれる成分は

 ガンを抑制する効果があります。

 色素は目の疲労を修復するほか

 老化を防ぐ効果もあります。

 また唾液も多く分泌させる成分もあり、

 抗炎症作用があります。



 りんごは薬膳では、肝機能、消化機能を高め

 桃と並び「不老長寿」の果物といわれています。

 りんごはアルカリ食品で、体の調子を整えますので

 外食が続いて脂の多い酸性食品を取りすぎ

 疲れやすくなった時など

 体に優しく作用します。

 食物繊維が腸内のビフィズス菌などの善玉菌を増やし

 有害な菌の増殖を抑えるのでがん予防も期待されています。

 体調を崩しやすい季節の変わり目、

 「百果の女王」りんごをおいしく食べることをおすすめします。



 レタスは中近東、地中海沿岸が原産といわれています。

 日本には千年以上も前に中国から伝えられましたが

 実際栽培されるようになったのは、明治以降のことです。

 ただ、そのころのレタスは結球ではありませんでした。

 現在のように玉レタスが本格的に栽培されるようになったのは、

 戦後のことです。

 レタスを食べ過ぎたうさぎが眠りにこけてしまうという

 絵本のピーターラビットのお話はご存知でしょうか？

 ちょっぴり難しいお話になりますが

 これはレタスの茎を切ると出る白い汁の中の

 ラクッコピコリンという成分に精神安定作用があるためなんです。

 水分が多くビタミンや食物繊維を含むレタスですが、

 心穏やかになる働きｍあるわけです。

 レタスは９５％水分で栄養価は特に高くはありません。

 しかし葉にはビタミンＥやβカロチンが含まれています。

 ビタミンＥは脂肪の酸化を防ぐので血液の循環をよくする働きがあります。

 また抗酸化作用もあるので、細胞の老化を防ぎ生活習慣病の予防が期待できます。

 カルシウムやカリウムをバランスよく含んでいるのも特徴です。

 カリウムは血圧を下げる作用があるので高血圧の予防に効果的です。



 蓮根は漢字のごとく、蓮のの根茎が大きくなった部分を食べます。

 原産地はインド、あるいは中国といわれています。

 日本には神社仏閣の池や沼の観賞用として、植えられましたが

 １６世紀以降から食用に栽培されるようになりました。

 成分は主にでんぷんですが

 ビタミンＣやカリウムも多く含みます。

 穴があいているため見通しがきくとされ、縁起物としてお祝い事に使われます。



 赤ワインは「フレンチ　パラドックス」で一躍注目を集めました。

 これはフランス人は動物性食品を沢山食べているのに

 心臓病が少ないのは赤ワインを飲んでいるおかげという説です。

 赤ワインに色をつけるぶどうの皮にポリフェノールという物質が含まれており

 それがカギになっています。

 赤ワインのポリフェノールは動物硬化の予防につながり

 またがん予防にも効果があります。

 そしてこのポリフェノールは痴呆の予防効果もあり

 アルツハイマー病の発症が少ないというデータもあるそうです。



 アスパラガスにはグリーンとホワイトがありますが

 太陽を浴びて育ったのがグリーンで

 陽に当てずに育てたのがホワイトです。

 アスパラガスの原産地は南欧からソ連南部で

 ローマ時代に薬用や食用で栽培され始めたと言われています。

 日本へはオランダ人が長崎に伝えました。

 グリーンアスパラガスはビタミンＡ、Ｂ１，Ｂ２、Ｃが

 バランスよく含まれています。

 また血圧を下げたり利尿促進作用があるとされています。



 アボカドに豊富に含まれる栄養素は

 風邪の予防に必要不可欠なビタミンＣ、

 便秘を予防し大腸がんを防ぐ作用のある食物繊維のほか

 血中の塩分を体外に排出し、血圧を下げ、肝機能の負担を減らすなど

 心臓病や脳卒中、脳障害を予防し強力な抗酸化作用をもつビタミンＥなどがあげられます。
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