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はじめに 

 人生１００歳時代を迎え、私たちの人生も大きく変化しています。これまでは、企業を退職し

たら、年金をもらって第２の人生を送るという人生設計を描いていた方も多くいらっしゃると思

います。しかし、最近では、企業を退職してからの人生が本番であるという方も増えてきまし

た。退職後、自分のやりたいことをやって、住みたいところに住んで、自由を満喫しながらも、

地域社会に奉仕する活動をする方々が増えてきました。 

 こうしたなかで、いつまでも健康で自分らしい生活を送ることができるようにするためには、

仲間との語らいや日中での活動を充実させることが大切になります。例えば、里山を再生する

活動をとおして仲間と語らい、少し負荷のかかる運動をすることによって、仲間と美味しく食事

をすることができます。運動の後のビールやお酒、食事は、特に美味しいものです。体を動かし

て働き、みんなでワイワイしながら楽しく食事をすることが一番の健康の秘訣なのです。 

 2020年、新型コロナウィルスが世界中に広がりパンデミックになりました。そのために私た

ちの働き方や生活様式も変化し、デジタル化が急速に進みました。多くの方々の生活や健康

にも大きな影響を及ぼしていると思います。このようなときだからこそ、明るい希望をもって、自

らの生活を見直し、自分自身の体がもつ免疫力を高め、病に負けない心と体を作ることが大

切になっていきます。 

 このたび、神奈川県の「県西地域未病資源活用促進補助金」を受けて、県西地域の活性化

とともに、未病を改善するための本を出版することになりました。日本は、世界に冠たる長寿国

です。その秘訣を探りながら、どのような食生活をすればよいのか、先人の知恵を後世に引き

継ぐことを目的として、本書を作成しました。 

本書が、人生１００歳！健康に生きることを目指す皆様の一助になれば幸いです。 

                                        一般社団法人かながわ地域振興会 

                                                    理事長 瀬戸 恒彦 
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日本人の伝統食 

 和食の魅力 ー 和食はユネスコの無形文化財 ー    

  2013年12月、和食がユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の「無形文化遺産」に登録

されました。日本の伝統的な食文化が、世界的に認められたことになります。「和食」は、世界

が注目する調理方法なのです。 新鮮な素材や自然を尊重する日本人の心を表現したもので

あり、伝統的な社会的慣習として、世代を越えて受け継がれていることが評価されました。 

発酵食品の歴史  －はじまりは縄文時代後期から － 

 日本で発酵食品が作られた最古の記録は、奈良時代の木簡に残る「瓜の塩漬け」です。しか

し、味噌や醤油の起源となった「醤（ひしお）」、穀類や木の実などを口に入れて噛んだものを

発酵させた「口噛み酒」、塩漬けにした魚を発酵させた「なれずし」といった発酵食品は、縄文

時代後期〜弥生時代には作られていたようです。 

 飛鳥時代の終わりに制定された『大宝律令』には醤を扱う「主醤」という官職名が登場し、奈

良時代には麹菌を用いた発酵技術が広まっていきました。平安時代には醤や種麹を製造・販売

する者がいたことも分かっています。 この時代は、第４２代天皇の文武天皇の時代ですが、文

武天皇は697年に即位しており、麹の歴史は2000年近く歴史を持つ食品なのです。 

多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重 
 

日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊か

な自然が広がっているため、各地で地域に根差

した多様な食材が用いられています。また、素材

の味わいを活かす調理技術・調理道具が発達し

ています。 

栄養バランスに優れた健康的な食生活 
 

一汁三菜（1種類の汁物と3種類の菜からなる日本

料理の基本的な膳立て）を基本とする日本の食事

スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。

また、「うま味」を上手に使うことによって動物性油

脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿、

肥満防止に役立っています。 

自然の美しさや季節の移ろいの表現 
 

 

食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを表

現することも特徴のひとつです。季節の花や葉な

どで料理を飾り付けたり、季節に合った調度品や

器を利用したりして、季節感を楽しみます。 

年中行事との密接な関わり 
 

日本の食文化は、正月などの年中行事と密接に関

わって育まれてきました。五穀豊穣を願い、自然の恵

みである「食」を分け合い、食の時間を共にすること

で、家族や地域の絆を深めてきました。 
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発酵食品は日本人の智慧  －それぞれの地域の気候・風土・文化が生んだもの － 

日本は、南北に長く、四季が明確で、多様で豊かな自然があり、そこで生まれた食文化もまた、

これに寄り添うように育まれてきました。味噌一つ例にとっても、作り方や原料に地域の特色が感

じられます。 

温暖湿潤な気候の日本は、カビが繁殖しやすい環境ですが、それは逆に言うと、麹菌のような

安全で有用なカビの発酵が進みやすい環境ともいえます。発酵も腐敗も、「微生物が活動して食

品を変化させる」というメカニズムは同じです。それでは、何が異なるのでしょうか。 
 

    人間にとって好ましく有用なものを「発酵」     不快で有害となるものを「腐敗」 

 （有用な微生物＝善玉菌）                  （有害な微生物＝悪玉菌） 
 

と呼んでいるだけの違いがあるだけなのです。長い年月の中でわたしたちが好ましいと思った

「発酵」を発見し、その様子を観察・研究し、人とにとって優秀な微生物を選別・培養して、さらに

有用性を高めていく先人の飽くなき向上心が、発酵食品の文化を育んできたといえるのです。 

このように日本の食文化に欠かせない発酵食品ですが、はじめから発酵食品は存在していた

わけではなく、食材を美味しく健康的に食すことができるまで、長い時間の挑戦と失敗があり、そ

の過程の智慧は幾重にも重なり畏敬の念を感じさせます。 

日本全国味噌の種類 

 〇仙台味噌(宮城)・佐渡味噌・越後味噌(新潟)・加賀味噌(石川) 

   津軽味噌(青森)・秋田味噌・北海道味噌 →米味噌・辛・赤・１２～１３ 

 〇江戸甘味噌(東京) →米味噌・甘い・赤・食塩５～７％ 

 〇相白味噌(静岡) →米味噌・甘口・淡色・食塩７～１１％ 

 〇信州味噌(長野) →米味噌・辛・淡色・食塩１１～１３％ 

 〇御膳味噌(徳島) →米味噌・甘口・赤・食塩１０～１２％        

       〇府中味噌(広島)・西京味噌(京都)・讃岐味噌(香川) →米味噌・甘い・白・食塩５～７％ 

          〇田舎味噌(埼玉・栃木)、九州麦味噌 →麦味噌・赤系・食塩１１～１２％ 

          〇九州・中国・四国麦味噌 →麦味噌・淡色・食塩９～１１％ 

          〇八丁味噌(愛知県岡崎)・名古屋味噌・三州味噌・東海豆味噌 

                                 →豆味噌・辛・赤・食塩１０～１２％ 

〇調合味噌：米味噌・麦味噌・豆味噌のいずれかに属さない味噌を一括して呼ぶ総称 

                                                    (味噌の混合、麹の混合、定義外原料使用) 
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発酵食品の魅力 － 発酵食品のチカラ － 

  発酵食品の魅力は、育まれた歴史にもありますが、そのほかにも発酵食品のチカラにも魅力がありま

す。その発酵食品の魅力について、東京農業大学醸造学科穂坂賢先生に教えていただきました。 

発酵食品のチカラ１ 滋養の宝庫である 

 

発酵食品のチカラ２ 味とにおいに、独特な魅力がある 

    

発酵食品のチカラ３ 長期保存が可能 

 

 

発酵食品のチカラ4 生きた発酵菌が〇億個！？ 

    

発酵食品の代表である納豆は、煮た大

豆を納豆菌と合わせて発酵させたもの

ですが、その発酵の過程で、多様な菌が

たくさんの栄養成分を生産することに

よって、栄養価がUPします。 

発酵食品には、味とにおいに独特な魅

力があります。これは好む人と好まざる

人とわかれると思いますが、一度このう

まみ成分がUPした食品の虜になった人

も少なくないのでは。 

冷蔵庫がなかった時代は、発酵によっ

て栄養成分を蓄積し、さらに保存性を

高めていました。様々な食材が、長期

保存が可能になっています。まさに生

きるための工夫だったのですね。 

糠床には１ｇあたり 

 乳酸菌は約２億～５億個 

その他細菌や酵母も約１億個以上 
 活動しています。 

� ↓ 

体の抵抗力を弱める悪玉菌をおさ

えることができ、免疫力向上につな

がります。 
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健康長寿のための食生活 

  長寿の秘訣 

     神奈川県では、いつまでも生き生き健康に生活することを目指して、「未病」の考え方をみなさ

んに勧めています。 

 未病の考え方は古くは江戸時代からあり、貝原益軒(かいばらえきけん)の著、『養生訓(ようじょうく

ん)』にも、病が未だ起こらない状態で、養生が必要だが、そのまま放置しておけば大病になると書かれ

ています。 そして日本未病システム学会は２つに分類しています。 

     

     西洋医学的未病 

「自覚症状はないが、検査で異常が確認された状態」で、高血圧、高脂血症、高血糖、肥満、動脈硬

化、骨粗鬆(こつそしょう)症、メタボリック症候群など。 

     東洋医学的未病 

 「自覚症状はあるが、検査で異常がない状態」のことで、だるい、肩こり、冷え、のぼせ、疲れ、手足の

しびれ、めまい、食欲がない、元気がない、など、何となく調子が悪い状態を意味します。 

 漢方では、血液のよどんでいる状態を「瘀血(おけつ)」とよび、婦人病を始めとする多くの不調の原

因と考えますが、これも未病に当てはまります。 

出典：日本大百科全書 

 

     年齢とともに、これらの症状を実際に感じている方も、多くいらっしゃるのではないでしょうか。 

それでは、未病の状態を改善するためには、何が必要なのでしょうか。未病の状態を改善するた

めには、３つの取り組みが大切です。 

               

  

神奈川県では、パソコンやスマホを利用して、ご自身の体調や体質を確認できる「未病チェックシート」を運

用しています。複数の問診項目に回答することにより、現在の健康状態をチェックでき、改善のためのアドバ

イスも得られますのでご利用ください。              URL:未病チェックシート（ me-byo.com) 

                     《 食 》  

  いくつになっても食べたいものや栄養のあるものを、自分

の歯で、健康的に楽しみながらで食べることができる。 

                     《 運 動 》 

規則正しく、朝起きて活動を始め、日常生活の動作以外に

も、自分が気持ちよく感じるだけの運動を行い、心地よい

疲れとともに睡眠に入る。 

                     《 社会参加 》 

適度な人との交流の時間を持つ。趣味やお稽古、ボランティア

活動などをしている人の方が、健康な人が多いという結果もあ

ります。 
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健康長寿のための食生活 
 

長生きする人は何をどう食べているのか、長生きするために摂るべき食べ物や食事法、ライフスタイル

は、どのようなものなのでしょうか。 
 

（１）バランスのよい食事をとる 

  「東京都健康長寿医療センター研究所」によると、長生きしている人ほど、もりもりと食べて、たっぷり

と栄養を摂っているということです。これは、栄養状態が悪くなり、一定の水準を下回ると、生存率が低く

なるという研究結果から明らかになっているのです。さまざまな種類の食品を食べている人は、タンパク

質やビタミン、ミネラルなど、栄養素がしっかり摂れていて、身体機能や筋肉量の低下リスクが抑えられ

ているということで、老化のスピードが遅くなるということも判明しています。 

            【食事バランスガイド：平成17年厚生労働省・農林水産省作成】 
                         

 

（２）魚・肉・卵などのタンパク質を食べる －人間の体はタンパク質でできているー 

肉、魚、卵、大豆食品などに含まれるタンパク質。このタンパク質を摂ることが、健康寿命を延ばす

といわれています。しかしなぜ、タンパク質を摂ることが、長生きにつながるのでしょうか。 

そもそも人間の体は、血管、臓器、血液、爪、髪の毛など、ほとんどがタンパク質でできています。そ

のタンパク質は、毎日代謝によって入れ替わるため、タンパク質を摂取しなければ、体を維持すること

ができないのです。 

タンパク質は、20種類のアミノ酸で構成されていますが、そのうち９種類は、体内でつくり出すこと

ができないため、毎日、食品から補給しなければなりません。さらに残りの１１種類も必須アミノ酸と

いって、20種類のアミノ酸が体内にバランスよくあれば、非必須アミノ酸の合成もスムーズになり、健

康な体を作ることができると言われています。 
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長寿の方へのインタビュー 

神奈川県西地域にお住いの長寿の方々に、毎日の食生活についてインタビューをしました。実際の

生活で、どのような食事をとり、どのように過ごしているのか、お聞きしました。 

１．小田原市 藤波節子さんの日常  

生年月日 大正１４年２月３日（９６歳） 

兄妹 兄２人、姉、の４人兄弟。ご本人は末娘。 

生まれ 
東京四谷にて育つ。女学生時代に戦争となり、小西録の軍事工場で働きながら、年下

の子どもたちの面倒をみていた。 

その後の歩み 

【昭和21年 20歳で結婚】 

戦時中であったため、母親からは特に何も教えてもらわず花嫁修業などせず に都会

から山北に嫁ぎ、何も分からず家事・育児・農業の手伝いに追われながら、４人の子

育てに忙しく日々を送っていた。 

当時は、釜戸に火がつけられなかったり、井戸から風呂用の水くみをし、脇にあった川

で釜や障子を洗ったり、今と違って家事の内容は多く、味噌や醤油、麹も自宅で作って

いた。 

【昭和６０年 ６０歳】 

60歳を過ぎて時間にゆとりができ、テニス・ゴルフ・絵を描く・山登りを始めた。６０歳

過ぎてからが私の青春だった。この活動で、たくさんの仲間が出来、楽しい時間が過

ごせた。今もそのお付き合いは続いている。その他、花を育てたり、麻雀や読書も好き。 

日々の生活 

 起床  7時30分、 就寝  23時30分 

 食事  朝：パン、牛乳、サラダ 

     昼：近所に住む家族もそろって賑やかに会食、魚や煮物を用意  

     晩：娘さんと、2人で軽い食事。毎日、日本酒を1合晩酌が楽しみ。 

        晩酌は若いときから。ご主人、兄弟、家族ともお酒好きで、共に楽しんだ。 

圧迫骨折のリハビリのため、週2回トレーニングに通っている。送迎を受けず、徒歩で

通い、なるべく自分で歩くように気を付けている。年齢と共に体が思うように動かない

が、歩けなくなってはおしまいと思っている。 

最後に 

ひとこと 

くよくよしない。 

家族や周りの人が元気でいてくれることが何より嬉しい。 

（写真の右側の女性が節子さん。お友達も一緒に。） 



9 

 

生年月日 昭和３年９月１日（９３歳） 

兄妹 ６人兄弟の末っ子。現在は、息子さんと２人暮らし。 

生まれ 
御殿場市で育つ。家が農家で、学校から帰宅後は畑仕事の毎日だった。大変だったが、

食料には困らなかった。高等科から青年学校に２年通った。 

その後の歩み 

【昭和５５年 ２２歳で結婚】 

山北の国鉄職員のご主人に嫁ぎ一男をもうけ、その後は帳簿付けの仕事で56歳ま

で働いた。その後もラインチェックの仕事をしたり、婦人会に入って日本舞踊や民謡な

どを楽しんだ。 

最近は演歌歌手のコンサートに行くのが楽しみで、92歳まで都内まで出かけたりして

いた。「やっぱり楽しみがないといけない」から、今はデイサービスに通いはじめ、お世

話になっている恩返しにと、自分の指のリハビリもかねて、新聞広告で箱を作って（毎

日5枚ほど）持っていっている。 

日々の生活 

 起床  ５時００分、 就寝  決まっていない。 

 食事    朝：パンとコーヒー 

     １０時：栄養ドリンクかヤクルト 

       昼：ごはん・おかず・お味噌汁（毎日） 

     １５時：午前に飲まなかった方と午後はプラス甘酒（２年前から） 

       晩：ごはん・おかず・お昼に作ったお味噌汁 

食事はなんでも食べる。固いものは苦手なので、れんこんなどはさっとゆでて千切りに

して食べたり工夫しながら、おまめ・酢の物・肉・魚をバランスよく食べるようにしてい

る。農家の出身なので、お米は大好き。 

起床後は、ベッドの上でテレビを見たり音楽を聴いて過ごす。朝と午後にテレビで放送

される体操をするのが日課。朝の体操が終わったら部屋の掃除。近所のお店まで杖

を使いながらの買い物を歩くようにしている。毎日規則正しく、なるべく自分でできる

ことは自分でやるようにしている。 

昨年入院して歩けなくなったが、リハビリを頑張って、今は家事もできるようになった。 

最後に 

ひとこと 

  座右の銘は、ありがとう。 

  95歳まではがんばって、次の３年を考える。 

  一言、最後にありがとう。 

 

２．山北町在住 瀬戸トミさんの日常  
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 食事を楽しむことの大切さ 
 

健康で長生きするためには、バランスの良い食事を心がけることが大切ですが、義務ととらえ

ると、苦しくなってしまいます。 

長寿の皆さんは、食事を楽しむ術を心得ており、さらに毎日の生活を楽しむ術を心得ているので、

人生の達人と言えるでしょう。 

例えば、「山登りをして身体と心をリフレッシュする」 

       「楽しい時間を多く増やす」 

       「仲間と心を割って話し合う」 

       「美味しく食べるために歩く」 

       「人に感謝する」など・・・。 

毎日の小さな出来事のなかに良かったことを見つけることの重要性を心得て、実践している

のです。 

食事は、毎日しなければなりません。この食事の時間を楽しい時間に変えることにより、毎日、

楽しい時間が増えるのです。楽しい時間が増えるということは、それだけ笑いが増えることになり

ます。「笑い」は、免疫力を高める効果があるとされています。「笑う門には福来る」といいます。

大いに笑って人生を送ることが長寿の秘訣といえるでしょう。 

笑う門には 

福来る 感謝 
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発酵食品の紹介 

 発酵食品とは、微生物が糖やたんぱく質を分解する働きを利用し、加工したものです。古くから日

本の食生活にも取り入れられてきた発酵食品は、栄養価も高く保存食としても重宝されています。

最近は、免疫力アップにもつながることが分かってきて注目されています。発酵食品には、次のもの

があります。 たくさん種類の発酵食品。特徴を理解して料理に取り入れられたら、料理も楽しく、食

事も楽しくなるでしょう。次の章では一部ですが、実際に発酵食品を取り入れたレシピもご紹介し

ています。ぜひ参考になさってみてください。 

 米の発酵食品 （日本酒、本みりん、米酢、塩麹、甘酒） 

 

【日本酒】 

蒸し米と米麹を使い、酵母を発酵させて造る酒。日本酒のカロリーは、180g(1合)

で196kcalのカロリー。炭水化物が多く8.82g、たんぱく質が0.72g、ビタミン・ミ

ネラルではビタミンB6とモリブデンの成分が高い。 

 

【本みりん】 

まろやかな甘さが特徴の酒類調味料。糖類、アミノ酸、有機酸、香気成分に加え、原

料のアルコールが含まれている。 

 

【米酢】 

米酢は15gあたり7kcalあり、一般的な酢より若干カロリーが高い調味料。蒸した米

と米麹が主な原料。まろやかな味わいで酢の物や寿司など幅広い料理に適する。 

 

【塩麹】 

米麹と塩、水からつくられる。塩味をつけるだけでなく食材のうまみもアップさせる。塩

麹のカロリーは180ccで297kcalのカロリー、炭水化物が61.57g、たんぱく質が

6.02g、脂質が1.77gとなっており、ナトリウムとモリブデンの成分が高い。 

 

【甘酒】 

米麹を原料とし、豊富に栄養素を含むことから“飲む点滴”とも呼ばれる。※酒粕を

原料とするものもある。 
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大豆の発酵食品（醤油、味噌） 

【味噌】 

大豆などに米麹などを加えて発酵させたもの。主な成分は、水分（40前後～

46%）、炭水化物、たんぱく質、脂質、灰分などで、ビタミンやミネラルなども含まれ

ている。塩分は、普通の味噌で12%前後である。 
 

【しょうゆ】 

大豆・小麦を原料とし、食塩を加え発酵させて造る液体調味料。大豆のたんぱく質

がうま味成分のアミノ酸に分解され、小麦のでんぷんが甘味や香りのもとになるブ

ドウ糖に分解される。アルコールやバニリン等の香気成分による香り、大豆由来の

アミノ酸によるうまみ、同じく大豆由来のメチオノールによる消臭作用と、乳酸・酢酸

の酸味、小麦由来の糖による甘みを生じる。塩味、うまみなどバランスのとれた万

能調味料。 

 

 野菜・果物の発酵食品（ぬか漬け、塩漬け、砂糖漬け） 
 

【ぬか漬け】 

江戸時代の食卓風景に「一汁一菜」という言葉が出てきます。味噌汁とぬか漬けを指し、

これでご飯を食べる。つまりぬか漬けはそれだけ豊富な栄養をバランスよく備えている。 

例えば、きゅうりを、生のときとぬか漬けにしたときで比べてみると、ぬか漬けのほうがビタミ

ンB群の含有量が増える。ビタミンB1は疲労回復につながり、ビタミンB2は皮膚や髪など

の再生につながる。 
 

【塩漬け】 

塩漬けとは、食べ物を、長期保存のためや、味を付けるために食塩に漬けておく古くからの

方法、また、その方法で塩に漬けておいた食品をいう。白菜の漬物が代表的である。 
 

【砂糖漬け】 

野菜・フルーツを砂糖と一緒に混ぜて、素材が持つ酵素と微生物自体の働きによって発酵

させたもの。この働きにより、素材の持つ栄養素が吸収されやすくなったり、もともと食品に

はなかったビタミンが作られたり、腸内環境を整える栄養素も含まれる。 
 

 魚の発酵食品（魚醤、かつお節、イカの塩辛、鮒ずし） 
 

【魚醤】 

生の魚を塩で漬け込んで発酵させ、魚の持つ旨味成分を凝縮させた液体が「魚醤」であ

る。大豆を発酵させて醤油を作るように、魚を発酵させて作る液体なので「魚醤」または

「魚醤油（さかなじょうゆ）」と呼ばれる。日本三大魚醤と呼ばれるのが、秋田の「しょっつ

る」、能登の「いしる」、そして香川の「いかなご醤油」である。 
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【かつお節】 

削り器で薄く削ったかつお節は、出汁や佃煮、冷や奴などのトッピングなど、いろいろ

な和食に使われており、日本の食卓に欠かせない食品のひとつ。発酵食品としての

かつお節は「枯節」を指し、カビ付けを３～４回以上繰り返した「本枯節」ほど、かつ

おの風味がより豊かになる。 

かつおの生身ですでに約25％含まれているたんぱく質は、かつお節に変化すること

で増え、77％にも達する。必須アミノ酸を含むたんぱく質が豊富なかつお節は、米が

主食の日本人にとって欠かすことのできないたんぱく源で、かつお節で出汁をとると

いう方法は日本独自の食文化である。 

 

【イカの塩辛】 

イカを塩蔵している間に自己消化酵素や細菌の働きで独特の旨味や臭いが生じる

ようになったものがイカの塩辛である。 

 

【鮒ずし】 

鮒ずしも、塩蔵しておいたフナを夏の土用の頃に米飯と一緒に漬け込み、乳酸発酵

を起 こさせることで保存性と風味を付与したものである。 

 

 乳製品の発酵食品（ヨーグルト、チーズ） 

 

【ヨーグルト】 

原料の乳に乳酸菌や酵母のなどの微生物を加え、一定の温度に保つと微生物が増

殖し、乳酸を造り、これによってできるものがヨーグルトに代表される発酵乳です。 

ヨーグルトは乳酸菌で発酵させる発酵乳の一つで、この発酵乳を加工したものが乳

酸菌飲料です。 

 

【チーズ】 

牛乳や山羊、羊などの乳を主原料に、乳酸菌や酵素の働きで凝固や発酵をさせたも

のがチーズ。発酵に用いる菌の種類や熟成期間の長さによって、味わいや硬さのバ

リエーションはさまざまで、1000種類以上あると言われている。 
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和食の発酵レシピ ー手作りを大切にしている方たちから教えていただきましたー 

  きゅうりと根菜の塩昆布入り佃煮 

       

材料 

キュウリ            8本(500g)      

レンコン     70ｇ 

醤油     25cc 

生姜       １０ｇ 

砂糖     ２５ｇ 

みりん      10cc 

唐辛子        1本 

塩昆布          適量（お好みで） 

作り方 

・キュウリをスライスし、塩をまぶし重しをして水出し

をする。（2～3時間） 

・レンコンは1cm角に切り、酢水に5分ほどさらす。 

・塩昆布以外の材料をすべてフライパンで、水分が

なくなるまで炒める。 

・冷めたら塩昆布をあえる。 

大豆の発酵食品－しょうゆを使ったメニュー 

白いご飯にぴったり！ 

お茶請けにも♪ 

夏野菜が余った時のお助けメニュー 
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  お家で簡単！野菜たっぷりオイキムチ 

       

材料 

キュウリ            5本 

人参            1/2本（35ｇ） 

大根            1/4本（200ｇ） 

アミ       10ｇ 

キムチの素     ９０ｇ 

（市販のもの） 

※アミは、お好み焼きの具材にする 

乾燥オキアミでも代用できます。 

魚の発酵食品－あみを使ったメニュー 

浅漬けがお好きな方は、お早めに召し
上がってください。キムチの素の分量
などお好きな味で、工夫してみてくだ
さいね。 

作り方 

・キュウリはヘタを取り、塩をまぶして、板ずりし、

中央に切れ目を入れる 

・人参､大根は皮をむき、細くツマ状に切る 

・切った野菜、アミ・キムチの素を合えたものを

キュウリに挟む 

・チャック付ビニール袋にいれ、空気を抜いて冷

蔵庫にて一晩寝かせる。 

・食べやすい大きさに切る。 
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  自家製白菜の樽漬け 

材料 

白菜            4玉 

塩         80ｇ 

柿の皮      1ヶ分 

リンゴの皮     1ヶ分 

刻み昆布      15ｇ 

タカの爪 （輪切り）      少々 

A 

 

作り方 

・白菜を1／4にカットして、余分な芯を取

り、芯に切り込みを入れる 

・塩軽く一握り（約5g）を、芯や厚い葉の部

分を中心にすり込む 

・タルに詰める。根元と葉先を交互に敷きつ

める 

・白菜の上に Aを重ね、さらに白菜・Aの順

に重ねて詰める 

・中蓋をし、ビニール袋をかぶせ、重しをの

せる 

野菜・果樹の発酵食品－塩を使ったメニュー 

ビニールをかぶせたところ

で、段ボールなどをしき、思

い切ってタルに入って体重で

芯を潰しておくと、早く漬か

ります。 
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  ３～４時間つけるだけ♪お手軽おいしいピクルス 

       

材料 

お好みの彩り野菜 

パプリカ・大根・人参・セロリ・キュウリ 

プチトマト・カリフラワー 

酢      200cc 

塩      30ｇ 

砂糖     100ｇ 

水      400cc 

ディル     2～3本（あれば） 

お好きなお野菜で作ってみてくだ
さい。 
生のカブもとってもおいしいです。 

作り方 

・お好みの野菜を洗い、水気を切ったら一

口大に切る 

・調味料を合わせた液につける。 

・およそ3～４時間でできあがり。 

米の発酵食品－お酢を使ったメニュー 
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 ピンクは紫玉ねぎの自然の色♪お祝いサラダドレッシング 

       

材料 

紫タマネギ    200ｇ 

塩        10ｇ 

千鳥酢     100ｇ 

やさしい酢      100ｇ 

はちみつ（砂糖）    大さじ3 

マスタード    3ｇ 

オリーブオイル    150ｇ 

サラダ油      100ｇ 

コショウ         少々 

作り方 

・タマネギの芯の青味（エグミのもと）を取り除き、

適当な大きさに切る。白タマネギでもOK 

・すべての材料をミキサーに入れ混ぜるだけ。 

・家庭では、全体を半量でも。 

・ドレッシングの色は、紫タマネギの出来によりピン

ク色に違いが出ます。 

・冷蔵庫で1週間から10日程保存できます。 

米の発酵食品－お酢を使ったメニュー 

お酢は酸味の優しいものを選んで
います。手作りピンクドレッシング
で、お祝い料理に彩りを。日々に暮
らしに花をそえてみてください。 
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  きのこたっぷり塩麹スープ 

       

作り方 

・きのこ類をさっと洗う。 

・しめじは、房をわけ、しいたけは、軸を取って薄切

り。えのきは房をわけたら、１/３の大きさに切る。 

・ねぎは小口に切る。 

・鍋に水を入れ、沸騰する少し前に、きのこをすべて

いれる。 

・塩こうじで味をつけ、醤油は色付け程度で入れる。 

・器によそって、ねぎをちらす。 

材料 

３人分 

季節のお野菜 

しめじ   100g 

しいたけ   ４つ（約４０ｇ） 

えのき     ５０ｇ 

ねぎ         １/３本 

水           450ｍｌ 

塩麴         大さじ１ 

しょうゆ       少々 

米の発酵食品－塩麴を使ったメニュー 

味付けは塩麴としょうゆだけで素材
の味が楽しめるシンプルスープで
す。季節のお野菜でもお楽しみいた
だけます。 
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  お好みの食材で♪柿入りぬた 

 

       

材料 

柿      1ヶ 

わかめ（戻し）  80～90ｇ 

ネギ      1束（250ｇ） 

タコ      適量（100ｇ位） 

白味噌   60ｇ 

ピーナツ粉  30ｇ 

砂糖   大さじ3 

柿のない時期は、タコを、イカ・あ

さり・しらすなど季節の食材やお

好みのものを合わせたら美味し

いです。 

作り方 

・柿を一口大に切る 

・乾燥わかめを水に戻す 

・ネギを茹でて5cmに切る 

・湯通ししたタコを薄切りにする 

・調味料を合わせ、具材をあえる 

大豆の発酵食品－味噌を使ったメニュー 



21 

 

さわらのヨーグルトと味噌漬け 

 

       

材料 （2人分） 

 

さわら 切り身  2切れ 

               （サーモンなどでも） 

みそ         80ｇ 

プレーンヨーグルト 80ｇ 

さとう      16ｇ 

ごま油           適量 

柚子輪切り        2～3切れ 

柚子くし形切り      ２つ(飾り用） 

作り方 

・すべての材料を、チャック付ビニール袋に

いれ、手でもみ混ぜ合わせ味噌床を作る。 

・サワラを入れ、柚子をのせ一晩冷蔵庫で

寝かせる。 

・調理の際はサワラの表面の味噌を軽く洗

い、ごま油を引いたフライパン弱火で両面

を焼く。 

魚がふっくらふわふわになります。 
魚の他にも、鶏肉や豚肉などのお
肉でも美味しいですよ。 

乳製品の発酵食品－ヨーグルトを使ったメニュー 
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  塩麹漬け豚ひれ肉と里芋のカツ 

材料  （３人分） 

 

豚ヒレ肉          ９切れ  

里芋            １袋 

市販の塩麹   適量 

片栗粉           適量 

卵                           適量 

パン粉           適量 

油                           適量 

作り方 

・豚ヒレ肉を塩麹に漬け、一晩冷蔵庫で寝かせる。 

・里芋の皮をむく。 

・カツは表面の麹をそのまま、片栗粉、卵、パン粉

につける。（麹はお好みで洗い流しても） 

・油であげる。 

米の発酵食品－塩麴を使ったメニュー 

味付けは塩麴のみ。 
ひれ肉は柔らかくふっくら素
材の味が楽しめます。 
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  無農薬青みかんの酵素ジュース 

 

       

材料  

＜ 果実1 ： 砂糖1．1 ＞ 

青ミカン  1500ｇ 

上白糖  1650ｇ 

作り方 

・青ミカンは5mm程度のわぎりにする 

・ビンの底に砂糖を敷き、その上に青ミカンを敷き詰め

る。 

・砂糖とミカンを交互にミルフィーユのように重ねて詰め

る。最後に砂糖で蓋をする。 

・翌日から出来れば毎日きれいな手で、全体を50回くら

いかき混ぜる。 

・夏は1週間、冬は2週間程度でできあがり 

野菜・果樹の発酵食品－砂糖を使ったメニュー 

果実は柑橘類やベリー類などお好みで。白砂

糖は体に有益なブドウ糖に変化するので、健

康的です。炭酸水で割って飲むだけでなく、

砂糖の代わりに調味料として、紅茶に入れた

りしてお楽しみいただけます。 
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 おまけレシピ１ 皮まで安心橙ピール入りパウンドケーキ 

 

 

       

材料 

（18ｘ8ｘ6ｃｍ パウンド型1台分） 

無塩バター   100ｇ 

さとう    100ｇ 

卵         2ヶ 

薄力粉    100ｇ 

アーモンドプードル  20ｇ 

コーンスターチ   10ｇ 

ベーキングパウダー   小1 

塩       一撮み 

ピール     50ｇ 

作り方 

・ボールにバターを入れ、クリーム状になるまで泡

立器で混ぜる。 

・砂糖を加え白っぽく、ふんわりするまで混ぜる。 

・卵を溶きほぐし、2回に分けて加え、泡立器でよ

く混ぜる。 

・ピール以外の材料をザルに合わせて入れ、卵を

溶きほぐしたボールにふるう。 

・ピールも入れよく混ぜて、型に流し入れ、ヘラで

表面をならす。 

・180℃に温めたオーブンで、30～40分焼く。 

竹串を刺して何もついてこなければ、出来上が

り。 

・型から外してさます。 

橙は、昔から「その家が代々栄えますように」との子孫繁栄の願いを込めて庭先に植えられていた

植物の一つです。お正月飾りにも使われる縁起の良い食材です。非常に酸味が強く、生食には向き

ませんが、橙ポン酢などみかけます。今回は、皆さんの健康的な生活を願って、橙を果肉まで食べれ

るようにピールにしたデザートをご紹介します。 
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作り方 

・お米をとぎ、枝豆以外の材料を入れて、少し少なめのお水で炊く。 

・枝豆は別に茹でておき、皮をむく。 

・ごはんが炊き上がったら、昆布を取り出し、枝豆を混ぜ合わせる。 

材料 （３～４人分） 

お米     ２合 

枝豆    ８０～９０ｇ 

だし昆布    １枚 

塩     小さじ１弱 

お酒        大さじ１ 

 

 おまけレシピ２  発酵食品のレシピに合います！  

              こんぶが香る大豆ごはんと食後にさっぱりびわの葉茶 

びわの葉について 

びわの葉は、様々な薬効のある植物だと言われています。医療がすぐに受

けられない時代は、庭先にビタミン豊富な柿や薬効豊かなびわの木を植

え、まさに医食同源、医者いらずの体を心がけていたのでしょう。それだけ

食べることが大切だったとも言えます。 

日本には四季があり、季節が移り変わります。毎日の生活の中においても

過ぎていく時間を大切に、ご自分の体を大切に。この冊子をお手にとって

いただいた方に、ほっとそんな時間が訪れますように。 
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一般社団法人 

かながわ地域振興会 

わたしたちは、人と自然が共存した持続可能な社会を目指し、里地里山の再生

や伝統文化の継承に取り組み、様々な価値を提供することで、地域振興と地域

福祉の増進に寄与します。 

住所 〒258-0113 神奈川県足柄上郡山北町山北1681 

電話 ０４６５－２０－３８７６  FAX ０４６５－２０－３８４７ 

Mail info@kanagawa-tiiki.jp 

アクセス 電車で：JR御殿場線山北駅より徒歩５分 

        お車で：東名高速大井松田ICより１０分  

   

里山の再生や未病資源活用、囲炉裏やか

まどのある古民家を利用したイベントなど

の情報をお届けします。 

さらに今後も、未病につながるレシピや皮ま

で食べれる果樹の利用などをお知らせして

いきます。 

ホームページ 

   「未病」を改善 

    日本の昔ながらの智慧発酵食品美味しいレシピ 
    

        監修  穂坂 賢 先生 東京農業大学醸造学科教授 

        執筆  未病資源活用研究会 

        編集  斎藤 八千代 ／ 瀬戸 紘美 

 

        未病資源活用研究会 

        瀬戸 千代子 ／  宇佐美 次子 ／ 高橋 美津子 

        斎藤 八千代 ／  瀬戸 紘美     

         レシピアドバイザー    西嶋希美枝 
 

 ＊この冊子は、令和２年度神奈川県県西地域未病資源

活用事業の一部として制作されたものです。 
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