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薬膳に学ぶ 

身近な食材でセルフケア 
 

薬食同源とは・・・ 
「食」という字は、“人を良くする”と書きます。 

私たちが毎日食べている食べ物は、薬を飲むのと同じく、からだに良い効果をもたらし

てくれます。食品が持っている薬効や特性、味覚などを組み合わせて食べることで、病気

を予防し治療することができるのです。このように毎日の食生活そのものが薬膳なのです。 

 

薬膳では、人と食べ物との相性が大事 

 薬膳の特徴は、“一人ひとり違う性質である”ことを大切にするところです。食品の栄養

素や、薬効だけを見るのではなく、それを食べる人との相性を考えるのです。 

 例えば、体の熱い人は、冷たい飲み物をほしがりますし、逆に体の冷たい

人は、温かい飲み物をほしがるのは、とても自然なことですね。 

自分の体質は、寒がりタイプ、暑がりタイプのどちらなのかを判断

して、相性のよい食べ物をとるようにしましょう。 

食べ物の「食性」 

 食べ物が体に入ったときに、体を温めるように働くのか、それとも体を 

冷やすように働くのかを｢食性｣といいます。食性は「寒」「涼」「温」「熱」の４つに分けら

れます。「平」は、冷やしも温めもしない中性的なもので、冷やすほうから温めるほうに順

に並べると、「寒」→「涼」→「平」→「温」→「熱」 となります。 

また、食べ物の食性は、調理法によって変化します。一般には 冷やすほうから温める

ほうに並べると、生食→ゆでる→焼く、煮る、蒸す→いためる→揚げる と変化します。 

例えば大根は、生で食べるよりも、ふろふき大根のほうが体を温めてくれます。 

 

自分の体質や食べ物の性質を知って、身近な材料で簡単に、毎日の食事で元気になる 

ヘルシーライフを楽しんでみませんか。 
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■人の性質 ～あなたは寒がりタイプ？それとも暑がりタイプ？～ 

 寒がりタイプ 暑がりタイプ 
体 格 すんなり、かぼそい、なで肩 がっちり、どっしり、肩がいかる 

手 足 冷たい、指は細い 温かい、指は太い 

顔 あごが細い、面長 あごが角ばっている 

顔 色 青白い 赤い 

毛 髪 湿った猫っ毛 乾燥して茶色い 

目 潤んだ涙目 赤く充血 

耳の分泌物 さらさらしている 粘り気がある 

くちびるの色 青白い 赤い 

舌 色が淡く苔が白い 色が濃く苔が茶色 

の ど あまり渇かない 渇きやすい 

脈 普通より遅い 普通より速い 

食 欲 不振 旺盛 

飲み物 熱いものが好き 冷たいものが好き 

嗜 好 甘いものが大好き 苦いもの平気 

胃 腸 弱い 丈夫 

肌 湿っぽい 乾燥している 

つ め ――― 割れやすい 

尿 白っぽい 濃い黄色 

便 下痢しやすい 便秘ぎみ 

生理の周期 長くなる 短くなる 

おりもの 白っぽくさらさら 黄色くねばねば 

精神状態 冷静、消極的 活動的、積極的 

睡 眠 長い 短い 

季 節 夏に強い 冬に強い 

■食べ物の食性 

温 ・ 熱 
体を温めて冷えを除く 

新陳代謝を盛んにする 

平 
温にも寒にも偏らない 

穏やかな性質 

涼 ・ 寒 
体を冷やし熱を除く 
鎮静効果があり炎症を抑える 

穀類 

豆類 

もち米 玄米、うるち米、大豆 

納豆 

豆腐 

野菜 

きのこ 

 

しそ、パセリ、かぼちゃ 

ねぎ、玉ねぎ、しょうが 

にら、にんにく、らっきょう 

大根、じゃがいも 

里芋、にんじん 

クコの実、菊花 

トマト、きゅうり、なす 

ごぼう、セロリ、にがうり 

ほうれん草、ずいき 

ミント 

果物 

ナッツ 

みかん、梅、ゆず、梅干し 

栗 

すもも、レモン 

ぎんなん 

なし、びわ、柿、バナナ 

 

肉・魚 

卵・乳 

牛肉、鶏牛豚レバー 

うなぎ、えび、なまこ 

かも肉、鶏卵、さんま 

あわび、くらげ、ふかひれ 

豚肉、たこ、あさり 

しじみ、かき、牛乳 

調味料 

その他 

 

酢、黒砂糖、はちみつ、みそ 

ローヤルゼリー、ビール 

 塩、しょうゆ 

ターメリック、緑茶 

                         参考：「おうちで、薬膳。」 板倉啓子著 文化出版局 



食を楽しむ NO.３９ 

 

 

四季のある日本に暮らす私たちは、恵まれた風土や自然と調和し、

旬を大切にした食べ方を身につけて、健康な生活をおくってきました。 

春には山野草の苦味が体を目覚めさせ、夏には太陽をいっぱい浴びて

育った夏野菜や果物で体を冷やしてくれます。秋には、穀物や秋野菜で冬に向けて体作り

をし、根菜類がおいしくなる冬の季節は体を温めて、病気に負けない体作りをサポートし

てくれます。 

このように旬の食べ物は、季節の変化に応じて人間の体が必要としている元気の素にな

っているのです。 

寒い冬の季節に是非とも食べていただきたい、薬膳料理 2品をご紹介します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作り方 
① レンコンは皮と節をとらずに洗って、すりおろす。 
② ①の水気をかるく絞り、かたくり粉と卵、塩を加えてよく練り混ぜる。 
熱した油のなかに、②をスプーンで落とし入れ、揚げる。 

 

 

 

 

心とからだを養う 冬の薬膳を楽しむ 

平野 

薬膳粥  

【材料】（2人分） 

米      ０．８合 

雑穀     ０．２合 

干ししいたけ   2枚 

水（しいたけ戻し用）２５０ｃｃ 

小松菜     ２５ｇ 

山いも     ５０ｇ 

クコの実     ５ｇ 

昆布だし   ５００ｃｃ 

塩      小さじ１/２ 

 

 

※ お粥をおいしく炊くコツは、煮ている最中に混ぜないこと。 

混ぜると粘りが出て糊状になり、口当たりが悪くなってしまいますよ。 

作り方 

① 米をとぐ。雑穀は目の細かいザルにいれ、軽く洗う。米と雑穀

を一緒に 30分ほど水に浸し、ザルに上げてさっと水を切る。 

② 干ししいたけは材料の水に浸けて戻し、細切りにする。 

（戻し汁はとっておく） 

③ 小松菜はみじん切りにする。 

山いもは皮をむき、すりおろしておく。 

④ 土鍋に、①と②（戻し汁ごと）、クコの実、昆布だしを入れて

ふたをとじ、強火にかける。 

⑤ 沸騰したら弱火にし、ふたをずらして 1時間程コトコト煮る。 

⑥ お粥が仕上がったら、③と塩をいれてひと混ぜして火を止め、

ふたをしてそのまま 5分蒸らす。 

 

レンコンだんご 

【材料】（４人分） 

れんこん ３００ｇ 

 片栗粉 大さじ２ 

 とき卵 １/２個分 

 塩 少々 

 油 適宜 

作り方 

① レンコンは皮と節をとらずに洗って、すりおろす。 

② ①の水気をかるく絞り、かたくり粉と卵、塩を加えてよく練り混ぜる。 

③ 熱した油のなかに、②をスプーンで落とし入れ、揚げる。 

滋養のあるクコの実や山芋が入っていて、体調がすぐれない時にもおすすめ！ 

皮膚や粘膜の血管にはたらいて、鼻づまりを改善させ、鼻汁の分泌を抑え

るのに効果があるレンコン。最も薬効があるのは節の部分なので、皮ごと

すりおろして、効果ＵＰ。揚げたてアツアツをどうぞ！ 



2 月は、寒く雪深い月と知ってはいますが、

これほどに続くとうんざり気がめいってしま

います。でも、ご存知でしたか？ 

いつのまにか日が長くなっているのを。  

こんなことにも、喜びを感じ、希望を感じら

れるのですね。          大畑 

(有)食のコンサルタントブーケ 

〒93９-８２０６富山市布瀬町１-４-７ 

ＴＥＬ   ０７６-４２１-６７７８ 

ＦＡＸ   ０７６-４２１-６７９４ 

定休日：祝祭日 

 
 

☆Takt3 月号見てね☆（2 月 10 日発売）！ 

先日タクトの取材がありました。内容は皆さんが

この時季、気になるアノ事についていろいろ書い

てあります。簡単なレシピも載っていますよ。 

ぜひ本屋さんに立ち寄った際には手にとってみ

て下さい。         Matsui 

 

 

 ブーケは、♥ 街の中の栄養士♥ です！ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

   
 

     
 
    

 

 

★ 知って得々！！   野菜を知ろう ⑪ ★ はくさい 

今が旬の白菜！体がぽかぽか温まる鍋にかかせない野菜ですね。大部分は水分ですが、

ビタミンＣが多く、風邪の予防に効果的です。 

ところで、白菜の白い部分に見られる黒い斑点、気になったことはありませんか。 

虫食いあと？汚れ？何だろう？と想像が膨らみますが、大丈夫！！ これは、生長時に

大きくなりすぎた細胞の活動が止まって、黒くなったもの。大きく、元気に育った白菜に見られる 

栄養十分の証なので、食べても OKですよ。                   山口                                  

 

                                                                フード＆風土は、ホームページでも 

ご覧いただけます 

URL.http://www.food-bouquet.com/ 

bouquet/ 

★みかんヨーグルトかん★ 

① 鍋にⒶを入れ火にかけ、よく混ぜる。 

② 寒天が溶け、弱火で 1～2 分煮立たせたら火を止

め、砂糖と牛乳を加え混ぜる。 

③ あら熱がとれたら②にヨーグルトを加え混ぜる。 

型に流し入れ、薄皮を取り除いたみかんを加え、

冷やし固める。   

おやつや食後のデザートにいかがですか？ 津谷 

 

                 

材料（プリンカップ 4～5個分） 

粉寒天   ・・・1袋（4ｇ） 

水     ・・・１と 1/2カップ 

砂糖    ・・・大さじ２ 

牛乳    ・・・大さじ３ 

ヨーグルト(無糖)・・大さじ 6 

みかん・・・小 1個（またはみかん缶） 

 

 

 

 

 

 

 

 厨房からブーケレシピ その 10２！ 

癒しのサロンで中国茶を体験してきました!! 

雪がしんしんと降る中、八尾に赴き中国茶サロンの｢おおつか茶舗｣にお邪魔しました。

席に座るとオーナーの大塚さんが中国緑茶や、鉄観音茶、岩茶を入れてくださり、どれ

も今まで飲んだことがない、香りのあるおいしいお茶でした。 

究極の烏龍茶とも言われる岩茶との衝撃的な出会いが中国茶にはまるきっかけだった

そうです。中国の詩人も「六杯目には仙人の気分になり」とうたっていたそうですが、

｢心身の癒し｣に通じることかもしれませんねと語ってくださいました。あなたも仙人の

気分になりに出かけてみませんか。                  ｓａｗａｉ 

おおつか茶舗 富山市八尾町東町２０８８ TEL０７６－４５４－３３７０ 

Ⓐ  
 


