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夜眠っているときもエネルギーは使われていて、朝起きるとエネルギー不足の状態で

す。

朝食を食べると胃が動きだして、体温が上がり午前中から脳も体も活動し始めます。

また大腸が活発に働き、排便なども促され体調が整えられます。

朝食習慣のコツ

●パターンを決める

主食によって組み合わせるおかずのパターンを決めておくと、作る時間も

食べる時間も節約できます。

●食材の合わせ技を活用する

主菜と副菜をそれぞれ作ることが大変な人は、主食、主菜、副菜を合わせ

て品数を減らしてみましょう。

●電子レンジやオーブントースターを活用する

野菜の下茹で（蒸し）に電子レンジを使用することで調理時間を短縮でき

ます。野菜や卵、肉などをパンや器にのせてオーブントースターで焼けばフ

ライパンいらずの簡単調理！

●夕食のおかずを活用する

朝にすべてのおかずを作ることが大変な人は、夕食のおかずを保存してお

き、朝食に活用しましょう。そのままでもひと手間加えてもよいですね。

●缶詰、レトルト、乾物や加工品を活用する

朝から肉や魚を調理するのは大変という人は、ツナや鮭フレーク、コンビー

フ、ハム、ウインナー、高野豆腐などを使用することで、下ごしらえが簡単に

なります。

※加工品には塩分が多いものもあるので、使う量は注意しましょう。

朝食を食べよう！
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5分でできる！

きんぴらチーズトースト

○材料　(1 人分 )

食パン 6 枚切り　 1 枚

きんぴらごぼう　 40g

のり 1/4 枚

とろけるチーズ 1/2 枚

○作り方

① のりを 4 等分する。

② パンに①ののり、きんぴらごぼう、チーズの順でのせる。

③ ②をトースターで焦げ目がつくまで焼く

好きな野菜を入れてもOK

具だくさん豆乳スープ

○材料　(2 人分 )

油揚げ　 1 枚

長ネギ 1/3 本

ミニトマト 4 個

チンゲン菜 100g

しめじ 50g

水 200cc

コンソメ 1 個

豆乳 200cc

こしょう 少々

○作り方

① 油揚げは短冊切り、長ネギは斜め薄切り、チンゲン菜は３センチ幅に切る。

しめじは小房分けにする。

② 鍋に水とコンソメを入れ、沸騰させる。

③ 油揚げ、チンゲン菜、しめじ、ミニトマトを入れてひと煮立ちさせる。

④ 長ネギを入れ、食材に火がとおったら豆乳を入れる。

⑤ 沸騰させないように弱火で温め、仕上げにお好みでこしょうをふる。

実践！栄養士さん直伝！朝食レシピ
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計算してみよう！！あなたの適正体重

肥満度の判定には、国際的な標準指標である BMI が用いられています。男女とも標準

とされる BMI は 22.0 ですが、これは最も病気になりにくい状態であるとされています。

BMI25 を超えると脂質異常症や糖尿病、高血圧などの生活習慣病のリスクが２倍以上に

なるとされています。このようなことから、適正体重を維持することは大切です。まず

自分の現状と適正体重を知ってみましょう。

なお、BMI は成人に用いられる指標であり、学童児の肥満判定には、ローレル指数が

用いられます。

実践！計算してみましょう！

ローレル指数の算出 (6 ～ 15 歳 ) BMI の算出 (16 歳以上 )

体重 (kg) ÷身長 (cm)3 × 107 体重 (kg) ÷身長 (m)2

やせすぎ 100 未満 やせ 18.5 未満

やせぎみ 100 ～ 115 未満 標準 18.5 ～ 25 未満

標準 115 ～ 145 未満 肥満 25 以上

太り気味 145 ～ 160 未満

太りすぎ 160 以上

知ってほしい！女性の痩せすぎの危険性

近年では若い女性を中心としたダイエット志向が高まり、低体重（やせ）化が問題になっ

ています。こうした低体重の女性は、将来妊娠すると母体が胎児の発育に必要な栄養状

態を維持することが難しく、低体重児（出生体重 2500 ｇ未満）を出産する可能性が高

くなります。

低体重児として生まれると、成人になってメタボリックシンドロームを発症する危険

性が高まることが指摘されています。

こうした状況からも将来出産をする予定がある女性は、妊娠前から適切な体重を保ち、

適度な食事量と栄養のバランスを守って、生まれてくる子のメタボリックシンドローム

を防ぐ生活習慣を心がける必要があります。
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お弁当の基礎は、主食３：主菜１：副菜２の

面積比で詰めていくと栄養バランスが整いやす

くなります。

詰めるときは主食から詰め、主菜、副菜の順

で詰めると崩れにくくなります。

レストランなどのお店で食べることを外食といい、惣菜やお弁当を購入し家などで食べる

ことを中食といいます。

外食・中食ともに手軽で便利なため活用している人が増えているようです。総務省の

家計調査によると家計に占める食料費の支出割合が減少傾向にあるなかで、中食にあたる

調理加工品への支出割合は増加しています。

仕事や勉強が忙しくて、食事を続けるのが難しい…という人も多いかと思います。「外

食」や「中食」を利用することで、調理などの家事を軽減したり、日頃作らない料理が

味わえたりします。

実践！外食・中食を利用するときのポイント

●栄養バランスよく組み合わせましょう。

選ぶ際に気を付けたいのは、単品で食事を済ませるのではなく主食・主菜・副菜を組み

合わせて食べることが大切です。

●塩分・脂質に気を付けましょう

このような惣菜や外食メニューを選ぶ傾向がありませんか？

・味付けが濃いめ

・揚げ物が多く、また衣が厚い

・野菜メニューは避けがち

・お弁当や定食のご飯は多め

外食や中食のメニューは冷めても美味しく感じられるように塩気や甘みは強めの味付

けとなっていることがあります。また揚げ物は衣の２度付けなどの工夫でボリュームを

アップさせていることもあります。

同じ食材、同じ調理方法、同じ味付けが重ならないように選び、栄養成分表示を確認

しましょう。

栄養バランスの良いお弁当を作ろう！

外食・中
なかしょく

食を上手に活用しよう！
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めざせ1日 350g ！野菜の上手なとり方

心がけていても不足しがちな野菜ですが、野菜にはミネラルやビタミン、食物繊維など

私たちの健康を維持するために必要な栄養素が含まれています。また野菜はよく噛むこと

につながり、食べ過ぎ防止にも役立ちます。

１日に食べたい野菜の目安量は３５０ｇ以上で、料理にすると５皿です。

毎食野菜を食べるようにしましょう。

実践！野菜を1日３５０ｇ以上とろう！

●作りおきをしておきましょう

手間のかかる煮物は時間があるときに作ったり、野菜やきのこは切り、冷凍保存しておきましょう

●市販の冷凍野菜を活用しましょう

下ごしらえの手間が省け、また少しずつ使えるので、一人暮らしの方にも活用しやすいです

●電子レンジで簡単調理

面倒な野菜の下ゆでも電子レンジを使えば簡単です

●野菜料理が選べるお店を探しておく

外食では特に意識しないと野菜が不足しがちです。１食に1皿は野菜料理があるように選

びましょう

いつもの食事にプラスワン！

折戸なすDEミートグラタン

○材料（4 人分）

折戸なす 2 個

ホワイトソース ( 市販のものでも可 ) 100 ｇ

ミートソース ( 市販のものでも可 ) 80 ｇ

ピザ用チーズ お好みの量

オリーブオイル 少々

パセリみじん切り ( なくても良い ) 少々

〇作り方

① 折戸なすのヘタを落とし、縦半分に切る。外側を約 5mm 残し、真ん中をスプーンでくりぬく。

② くりぬいた部分をオリーブオイルで炒め、ホワイトソースと混ぜ合わせる。

③ ①に②を戻し入れ、その上にミートソースとピザ用チーズをのせ、200℃のオー

ブンで約 10 分焼く。

④ 折戸なすに火が通ったらオーブンから取り出し、みじん切りにしたパセリを散らして完成。

レシピ・写真：レストラン「地元の実り　四季菜 」提供レシピ・写真：レストラン「地元の実り　四季菜 」提供
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今日からはじめよう！！無理なくできる減塩生活

食塩のとり過ぎは、高血圧、心臓病など生活習慣病のリスクを上昇させます。

日本人の平均食塩摂取量は１日１０ｇ程度ですが、目標量は１日男性８ｇ、女性７ｇ

未満とされています。

健康寿命延伸のためにも、日頃の食生活で減塩を心がけましょう。

実践！塩分チェック

塩分をとりすぎていないかチェックしてみましょう。

味噌汁やスープなどの汁物を 1 日 2 杯以上食べる

梅干しなどの漬け物を毎食食べる

ちくわなどの練り製品をよく食べる

干物やハムなどの加工品をよく食べる

ソースやドレッシングなどの調味料をたっぷりかける

うどんやラーメンの汁を飲みきる

チェックがついた人は塩分が多くなっているかもしれません。
減塩生活の一歩をはじめてみませんか？

実践！減塩生活

●調味料は計りましょう
長年の勘で味つけをしていませんか？調味料を計量することで入れすぎ防止につながります

●麺類の汁は残しましょう
汁を全部残せば、2 ～ 3g 程度の減塩につながるともいわれています

●みそ汁の具はたっぷりと入れましょう
具材をたっぷり入れることで、汁の量が減り普段と同じ味つけでも減塩になります

●調味料は「足し算」しましょう
最初から味つけの全量を入れるのではなく、先ず使う量の半量で味つけをし、そ

こから調味料を足していきましょう

●香りや旨味を上手に活用しましょう
だし、香辛料、香味野菜などの旨味や香りを利用すると、少量の調味料でも味気

なさを感じにくくさせます

●とろみを付けましょう
煮物の汁やタレにとろみをつけることで少量でしっかりからみ、薄味でも美味しく頂けます

●メリハリを付けましょう
献立の中で「一品」お好みの味つけをしっかりつけましょう。あとは箸休めのつ

もりで薄味に。メリハリのある味つけは、美味しく減塩する基本です

74

食
育
実
践
ガ
イ
ド

第 6章　食育実践ガイド



食育推進基本計画では、毎月 19 日を食育の日、毎年６

月を食育月間に定めています。

静岡市では、食育月間にあわせパネル展示、駅前で啓発

品を配布するなどの普及啓発活動を行っています。

食育の日には、日頃の食生活を見直したり、家族や仲間

と食卓を囲んだり「食育を実践」してみましょう！

毎月 19 日は食育の日、毎年 6月は食育月間

共
きょうしょく

食で楽しい食事を

共食（きょうしょく）は、家族や友人、同僚などと一緒に食卓を囲むことです。
近年ライフスタイルや家族構成の変化から、共食の機会は減ってきています。
誰かと一緒に食事をすることは、食の楽しさを実感させ、

食事のマナーを学ぶ場ともなります。

家族や友人、同僚などと食事をともにし、豊かな食生活

を送りましょう。

食推さんを知っていますか？

食についての専門知識や技術（座学、調理実習、運動機

能）を学んだ養成講座の受講者が、食生活改善推進協議会(食

推 ) としてボランティアで活動しています。「私たちの健康

は私たちの手で」をスローガンに地域の方や幼稚園、保育園、

学校、老人会などに出向き、ライフステージごとに食を通

した健康のお手伝いを行います。講話や調理実習で年間お

よそ 100 件以上の講座を実施しています。

75

第 6 章　食育実践ガイド



ひと口 30 回！よく噛んで食べよう

現代人は昔に比べ、食べ物を噛まなくなりました。これは柔らかく美味しい物や噛ま

なくても食べれるものが増えてきたことが一因です。

噛まないことで食べ過ぎてしまい、肥満や生活習慣病などになり健康を害したり、体

の活力を失うことにも繋がります。また柔らかい食べ物に慣れ「噛まない」から「噛めない」

人も増えてきています。

よく噛んで食べることにより、消化・吸収がよくなることはもちろん、むし歯・歯周

病予防や肥満防止にもつながります。

まずは日々の食事から、ひと口３０回噛むことを意識しましょう。

健康は健口（けんこう）から !!　

「食事を味わい、美味しく食べる」、「家族や友人との会話を楽しむ」、「いきいきと豊か

な表情をつくる」ためには、歯や口の健康が欠かせません。また、口の清潔や機能を保つ

ことは、いつまでも美味しく食事をし続けることにつながるだけでなく、全身の健康にも

影響します。

全身の健康は、健口から始めましょう !!

かかりつけ歯科での定期歯科健診を受けていますか？

健康な歯や口を保つために、自分で毎日、歯や口の中をき

れいに清掃する「セルフケア」と歯科医師や歯科衛生士など

の専門家から、正しい清掃方法について助言や指導を受けた

り、必要な歯科治療を受ける「プロフェッショナルケア」の

両方を上手に取り入れることが“健口”の近道となります。

かかりつけ歯科を持ち、最低でも 1 年に１度は、定期

的に歯科健診を受けるよう心がけましょう。

めざそう !! ８０２０

８０２０運動を知っていますか？

８０２０運動は、１９８９年より厚生省（当時）と日本歯科医師会が推進している「８０

歳になっても２０本以上自分の歯を保とう」という運動です。この運動は、「生涯、自分

の歯で食べる楽しみを味わえるように」との願いを込めて始められましたが、２０本以

上の歯があれば、食生活にほぼ満足することができると言われています。
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調べてみよう！食べてみよう！静岡市の恵み

地産地消とは、国内の地域で生産された農林水産物を

その生産された地域内で消費する取組です。

地域で作られたものを消費することで、「生産者」と「消

費者」の結びつきが強まり、消費者は旬の食材や新鮮な

食材を買うことができます。

「ZRATTO! しずおか」

「静岡市で生産されている旬の食材がわからない、どこ

で買えるかわからない」という方は市内産の農水産物を

PR するホームページ「ZRATTO ！しずおか」をご覧く

ださい。

「ZRATTO ！しずおか」では、旬の食材の紹介や観光農

園・直売所情報をタイムリーに発信しています。また、イ

ベント情報やおいしいレシピなど、ズラッと紹介していま

すので是非ご覧ください。

しずまえとは？

しずまえとは、静岡市の海沿いの地域（清水区蒲原か

ら駿河区石部までの市域及び海のエリア）のことを指す

愛称です。

しずまえには、桜えびの水揚げ日本一の“由比漁港”、

冷凍マグロの水揚げ日本一の“清水港”、新鮮でおいし

いしらすが有名な“用宗漁港”の３つの港があります。

また、「しずまえ」で水揚げされる魚を「しずまえ鮮魚」

と呼びます。

オクシズとは？

オクシズとは、静岡市の広大な市域面積の８割を占める

中山間地域「奥静岡」を指す愛称です。

連なる山々からは豊かな水や食物が育くまれ、産出され

る良質な木材とともに、都市の生活基盤を支えています。

オクシズで古くから守り伝えられてきた在来作物は、蕎
そば

麦、じゃがいも、きゅうりやにんにくなど 120 種類もあ

ります。

棚田や茶畑といった美しい景観が広がり、地域特有の風習や祭事などの伝統文化が今も残

る、多くの魅力がある地域です。

ZRATTO! しずおか 検索

オクシズ 検索
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静岡市の食材の旬カレンダー

春夏秋冬、四季に恵まれた日本では、それぞれの時期を代表する野菜や果物、魚など「旬

の食材」が存在します。

旬の食材は、おいしく栄養価が高いと言われ、出回る量が多く比較的安く買うことが

できます。つまり、食材の旬の時期を知ることで安くておいしい食材を食卓に取り入れ

ることができます。

温暖な気候に恵まれた静岡市は、お茶やみかん、イチゴ、わさび等いろいろな農作物

に恵まれています。また、しずまえ鮮魚と呼ばれる静岡市の前浜（清水区蒲原～駿河区

石部）で水揚げされる桜えびやしらすなど海の幸も豊富です。

お茶

しらす

わさび

葉しょうが

たけのこ

長田のもも

折戸なす

桜エビ

あさはた蓮根

いちご

温州みかん

1212月1111月1010月9月8月7月6月1月 2月 3月 4月 5月

買える時期　 最盛期

*農水産物はその年の天候や気候の変化によってとれる時期が変動する場合があります。あくまで目安として表示しております。
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お茶のおいしい入れ方

お茶の保存方法

なるべく少量で購入し、2 週間から 1 ヵ月程度で使い切るようにするのが基本です。

●未開封の場合は、冷蔵庫（または冷凍庫）で保存します

冷蔵庫から出した茶は常温にもどしてから開封するように注意してください。冷蔵庫

から出した直後に開封すると、温度差で発生した水滴が、茶の鮮度を損ねてしまいます。

●開封後は密封性と遮光性のある容器に移し、冷暗所に置くようにします

開封後に、冷蔵庫で保存するのは冷蔵庫内のにおいを茶葉が吸収したり、出し入れの

際に湿気を帯びる原因になるため避けましょう。

お茶のおいしい入れ方

お茶のまち静岡市 検索
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静岡市の伝統食というと何を思い浮かべますか？

静岡市の郷土・伝統料理と言えば、静岡おでん、桜えびのかき揚げ、生しらす丼、と

ろろ汁、黒はんぺんフライ、葉しょうがの天ぷら、折戸なすの田楽、芋がらの煮つけ、

もつカレー煮などがあります。

今回は「沖あがり」をご紹介します。

沖あがりは、静岡の特産品「桜えび」のすき焼き風に仕立てた " 漁師料理 " です。桜

えび＝かき揚げという方も食べていただきたい一品です

実践！桜えびの沖あがりを作ろう

簡単！桜えび香る逸品

桜えびの沖あがり

○材料（４人分）

生桜えび 100 ｇ

豆腐 1 丁～ 1 丁半

葉ネギ 1/2 束

A

醤油・砂糖 各大さじ 1/2

酒 小さじ 2

水 小さじ 2

○作り方

① 桜えびを洗ってざるに上げ、水気を切っておく。

② 鍋に A を入れて煮立ったら①を入れる。

③ 豆腐は大き目に切り、②に加え味がしみ込むまで中火で煮る。

④ ３～４ｃｍ幅に切った葉ネギを加えて煮て完成。

資料：「しずおかのおかず　郷土の食材と料理（開港舎）」資料：「しずおかのおかず　郷土の食材と料理（開港舎）」

郷土料理・伝統料理

行事食

季節ごとの行事やお祝いの日に食べる特別な料理を行事食といいます。行事食には家
族の幸せや健康などを願う意味が込められています。
< 行事食の例 >
●お正月・・おせち料理、雑煮、七草粥（七日）　●節分・・恵方巻き
●桃の節句・・ちらし寿司、はまぐりのお吸い物　●八十八夜・・お茶
●端午の節句・・柏餅　●七夕・・そうめん　●土用の丑の日・・うなぎの蒲焼き　
●十五夜・・月見団子　●冬至・・かぼちゃ料理　●大晦日・・年越しそば

静岡市ならではの行事食

・桃の節句のちらし寿司には、桜えびの佃煮を盛付けます。

・十五夜の月見団子には、米団子を平たく丸め、その中央をへこませた「へそもち」

  をお供えします。
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静岡市の食文化の歴史

81

本市には、日本を代表する弥生時代の

遺跡「登呂遺跡」があります。登呂遺跡

は、第二次世界大戦中の昭和 18 年、軍

需工場建設中に発見され、弥生時代後期

の農村の姿をよく表す遺跡として、昭和

27 年に国の特別史跡に指定されました。

ここでは、稲作のほか、近くの里山で

どんぐり・くるみ等の木の実を採ったり、

弓矢でシカやイノシシを狩ったり、また

海も近かったため魚や貝を捕って食べていたと言われています。

資料：静岡市立登呂博物館・静岡市文化財課ホームページ

●静岡市の食文化の歴史①

登呂遺跡での稲作・狩猟・釣り

●静岡市の食文化の歴史②

江戸時代、駿府 ( 現在の静岡市 ) は徳川

家康公の隠居の地として、駿府城を中心に

街並みが発展しました。興津鯛（アマダイ

の地域名）、安倍川もち、鞠子（現在の駿

河区丸子）のとろろ汁など数多くの名物に、

人々は舌鼓を打ったことでしょう。

葵区有東木地区はわさびの発祥の地と

言われ、江戸時代に発見されました。当

時駿府で隠居していた徳川家康公がたい

そう気に入り、「門外不出の御法度品」となったと言われています。

わさび漬けは、江戸時代後期に駿府のみそ・醤油行商人が酒粕に漬けたものを売

り出したのが最初と伝えられ、また全国に「静岡のわさび漬け」が知れ渡ったのは、

東海道線が開通、開業した静岡駅で売り出した明治時代以降と言われています。

資料：静岡県農芸振興課・静岡県漬物商工業協同組合ホームページ

東海道を代表する食文化が栄えたまち・駿府
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今や国際貿易港湾となった清水港（清水区）ですが、その歴史は明治までさか

のぼります。その頃からお茶やみかんなどが輸出され、大正時代にはお茶の輸出

の全国 80％を占めるまでになりました。

昭和初期には、マグロの油漬け缶詰が

初めてアメリカに輸出されるようになり、

夏はマグロの缶詰、冬はみかんの缶詰を

作るというサイクルが成功。戦時中に一

時輸出がストップしましたが、現在マグ

ロの缶詰のシェアは 98.6％（平成 28 年）

と全国トップ、フルーツの缶詰のシェア

は全国５位（平成 25 年）を誇り、缶詰製造業は清水の一大産業に発展しました。

資料：経済産業省工業統計・静岡県清水港管理局・県統計利用課ホームページ、

「清水ご当地手帳（清水区役所地域総務課発行）」

缶詰ラベル：フェルケール博物館提供

●静岡市の食文化の歴史④

一大貿易拠点・清水港、マグロ缶詰シェア日本一
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●静岡市の食文化の歴史③

桜えびは明治時代、清水区由比の漁師がア

ジの網引き漁を行っていた際、網が深く潜っ

てしまい、偶然にも大量漁獲されたことが始

まりとされています。また日本では駿河湾で

しか漁獲、流通されておらず、水揚げされて

いるのは由比漁港と大井川漁港（焼津市）の

みという、本市が誇る地元食材です。

その他にもしずまえ（静岡市の沿岸部）

地域ではしらすやタチウオ、アジなど新

鮮な魚介類がたくさん漁獲されています。

一方イチゴも始まりは明治時代。久能山（駿河区）の南面の日当たりの良い場所

で石垣を組んで栽培する「石垣イチゴ」として有名になりました。駿河区久能地区

ではイチゴのほかにも、温暖な気候と豊富な日照量を生かした葉しょうが栽培も盛

んで、日本一早い 3 月初旬に出荷が始まる「早出しの産地」として有名です

資料：久能苺狩り組合・静岡県統計利用課・静岡市水産漁港課ホームページ、

「さくらえび漁業百年史（大森進・志田喜代江　編著）」

 桜えびの発見、石垣イチゴの栽培は明治の新時代から
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家康公は食事が健康長寿の源だと考え、贅沢な”ごちそう”ではなく、麦飯を主食にす

るなど普段から粗食に徹していました。麦飯により、よく噛むことが長寿の秘訣でもあり

ました。

また、家康公は旬のものを特に好み、「折戸なす」などの新鮮な野菜や「興津鯛」といっ

た駿河湾の新鮮な魚など、静岡で採れるものが大好物で、暴飲暴食はせずに、麦飯に豆味

噌汁、野菜や魚・肉など、バランス良く食べていました。

庶民の平均寿命が 40 歳に満たなかった江戸時代初期、家康公は 75 歳とたいへんな長

寿でした。

また、将軍の座を譲り、隠居して駿府城で暮らしてからも、大御所として幕府を支え晩

年まで頭脳明晰で生涯現役でした。

この健康長寿の秘訣は、日頃から大切にしてきた「知」・「食」・「体」ではないかと言わ

れています。

『麦飯と豆味噌』

麦飯はビタミンＢ１が豊富であり、

栄養面での実際的な効能があります。

良質なたんぱく質が豊富な豆味噌

を好んで食べていたそうです。

『旬のもの食べる』

旬のものは味が充実している上

に、旬でない時期に比べ栄養価が高

くなっています。

『よく噛んで食べる』

当時の麦飯は丸粒のままであり、

半つき米との混ぜ炊きだったため、

飲み込むまでに最低 30 回は咀嚼し

なければなりませんでした。

咀嚼は、胃腸や脳の働きを活性化

させたり、ストレスを緩和したり体

にいい影響を与えます。

『家康公のある日の献立」

丸干しいわし

具だくさんの味噌汁麦飯

家康公の食事「健康長寿の秘訣」
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