薬膳的な考え方ですが、大地に
そそがれた陽気を十分に蓄えてい
る根菜類だからカラダを温める食材
といわれています。しかも、血行を
良くするビタミンCやE、カラダ中に
酸素を運ぶ鉄分などミネラルも豊富。
食物繊維もたっぷりです。だからダ
イエットにもピッタリ。そして、何より
温かい料理を美味しくしてくれます。
細胞の活動が鈍る季節だからこそ、
カラダの内側から温めてくれる根菜
をたっぷり摂りましょう。

根菜を美味しく食べる知恵。
◎部位ごとに楽しむ

根菜もお肉のように部位ごと
に分けて調理。例えばダイコ
ンは、上1／3 は糖度が高く甘
味があり、繊維がきめ細かく
煮崩れしにくいので、ふろふ
き大根やステーキに。下1／3
は成長部分で水分が多く、虫
から身を守るため辛味がある

いますので、きれいに洗って皮ごと調
理するか、皮をきんぴらにするなど、
今年は皮ごと食べましょう。

E-mail：
osaka-slowfood@pop02.odn.ne.jp

【作り方】

①ゴボウは水洗し、5㎝の輪切りにしてから八つ
割りに切る。
②①は水に浸けないで、そのまま20分間蒸す。
③鍋にゴボウと
〈A〉
を加えて汁気が少なくなるま
で煮る。
④ゴマペーストを加える。
⑤栗やサツマイモの素揚げを添える。

東洋医学では鶏肉は
カラダを温める食材
とされています。ま
た、元気と血を補い
カラダに力をつける
ともいわれ、疲労時や胃腸の働きが
弱っている時にもいいそうです。

◎サンマ
寒いところ
で獲れる魚
はカラダを
温める食材
だそう。サ
ンマは血栓を溶かし、脳のはたらき
を良くする成分EPAとDHA、
ビタミ
ン A、B、D、B12 も含んでいます。
美肌や骨の強化、老化予防などを促
す力があるそうです。

◎マグロ
赤身の魚はカ
ラダを温める
働きが強い食
べ物といわれています。トロには
EPAやDHAが含まれ、赤身には良
質のたんぱく質や鉄分などが豊富で
す。血合いには肝臓によいとされる
タウリンもたっぷりです。

◎クリ
水分が少なく固
い食材のクリ
は、カ ラ ダ を 温
める食材。同時
に、胃腸や腎を強くする滋養強壮の
食べ物です。血液循環をよくし、生
命力や精力を補い、筋骨をたくまし
くするともいわれています。

ゴボウとご飯の相性バツグンの一品

ゴボウ飯

【材料】
⃝ゴボウ…太めのもの1本 ⃝米…3カップ
⃝水…3カップ１／2 ⃝塩…小さじ1.5
⃝黒コショウ…小さじ1
⃝オリーブオイル…大さじ3

今川れい子先生の「こちゃんと 菜 々」
その ／根菜

●「こちゃんと」では皆さまからのご意見、ご希望、
さらにはアイデアをお待ちしています。

【材料】
⃝ゴボウ…大きめのもの1本
〈A〉⃝白味噌…大さじ2 ⃝みりん…大さじ2
⃝蒸し汁…2カップ ⃝醤油…小さじ1
⃝黒ゴマペースト…大さじ2
⃝栗またはサツマイモ…適宜

◎鶏肉

今回は根菜の中でも、近年、海外のレストランでも使われつ

これから寒さが厳しくなる季節、風邪など召され
ていませんか。こういう時に恋しくなるのが温かい
食べ物ですね。例えば、カラダを温めて冬に耐える
カラダをつくるための食材。秋深い食べ物の旬を考
えてみてください。ジャガイモやサツマイモなどの
芋類、ニンジン、ダイコン、レンコンなど、根菜が
いっぱい。ネギやショウガもそうですね。魚も鮭や
サンマ、サバなど北の海で獲れるものが美味しい時
期。私たちは昔から、こうした食材をこの季節に食
べて冬に備えてきたといえます。それらを鍋物や味
噌仕立てで食べると、もう心もカラダも、部屋まで
もぽかぽか。そんな知恵が、日本各地にそれぞれの
郷土料理として残っているところも素晴らしい。で
も、近頃では「手間がかかりそう」と、根菜離れや魚
離れが進んでいるとか。困ったものです。西洋では、
日本食が浸透し始めて、逆に旬の考え方や食材が広
まってきているというのに。私たちも、先人たちが
作った食の知恵をもう
少し食生活にとり入れ
たらどうでしょうか。日
本には、美味しい知恵
が足元にたくさんあり
ますよ。

黒ゴボウ

東洋医学の国・
中国の寒い地
方の冬の定番
といえば羊肉。
基礎代謝を高
めるL-カルニチンを多く含むため体
内の脂肪の燃焼を促しカラダを温め
ます。蒸しても、焼いても美味。ダ
イエットにもいいそうですよ。

つ あ る ゴ ボ ウ を チ ョ イ ス。 ふ だ ん 脇 役 の ゴ ボ ウ を 主 役 に し

「温かい食の知恵」

ちょっと手間ですが ゴボウの旨味を堪能

!

◎羊肉

た、
独特の香りと旨味を再発見のれい子先生流の一品です。

食育ミニセミナー

※
「ダイコン」と
「ゴボウ」はカラダを冷やす
食材という薬膳的な説がありますが、考
え方には諸説あるようです。

これからの季節にどうぞ。その他のぽかぽか温め食材。

カラダを温める根菜。

地球のパワーをいただきましょう

基本的には根菜は、土の中にある
部分を食べる野菜。大きくは、根を
食べるもの
（ゴボウ、ダイコン、ニン
ジン、カブなど）
、地下茎を食べるも
の（サトイモ、レンコン、ショウガ、ジ
ャガイモなど）
、その他これらと別の
器官との複合体
（タマネギ、
ニンニク、
ナガイモ、ユリなど）
に分かれます。

世界で一番根菜を食べてきたといわれる私たち日本人。日本食ブームの昨今は、
欧米でも根菜が注目されているようですよ。今回は、
そんな根菜のお話です。

そもそも根菜って何だろう。

部分。乱切りにして天日干しにすると 「レンコン」レンコンの
魅力はビタミンCがレモ
辛味がなくなり美味しさアップ。
ンと同じくらい含まれて
◎皮を活かす
いるところ。炊く、焼く、
多くの根菜は、皮と身の間に旨味や香
揚る、おろす等、お節以外
り成分があり、どう生かすかがポイン
でもいろいろ使ってくだ
ト。ゴボウやニンジン、レンコンな
さい。
どは皮ごと調理するか、皮も別に調理
「タマネギ」果糖・ブドウ糖・ショ
して楽しみたいものです。
糖など糖質を多く含み、冬のエネルギ
ー源にピッタリ。またミネラルも豊富
カラダを温める
で、ビタミンB1なども含みます。特
根菜の代表選手って何?
に硫化アリルはビタミンB1の吸収を
「ショウガ」あっ、
促し、
疲労回復にいいそうです。
これも根菜だった
「ダイコン」根菜の代表一番手みた
と思い出させてく
いな存在のダイコン。ビタミンCやジ
れるショウガ
（確
アスターゼが豊富。消化を促します。
かに根っこです）
活動の弱る寒い時期の胃にピッタリ。
には、辛み成分のジンゲロンとショウ
「ゴボウ」見る
ガオールが含まれており、風邪予防・
からに根っこと
食欲増進・冷え性改善が期待できる
いうゴボウは、
など、まさにこれからの季節の主役級
カラダに優しく
の根菜です。
美味しい根菜。
「カブ」実には
食物繊維やミネ
ビタミンCやカ
ラル分を豊富に含んでいて、整腸作用
リウム、ジアス
や血糖値を下げる働きもあるとか。
ターゼ、葉には
近年、フレンチやイタリアンなどヨー
カロテン、ビタ
ミン B 1・B2・C、 ロッパでも食されているそう。
カルシウムなど 「サトイモ」カリウムの多いのが特
長。独特のぬめりはガラクタンで免
を含み、栄養価
疫力アップに良いそうです。その中
も高く健胃効果
にムチンも含まれていて、胃腸の働き
も期待できると
を活性させ
か。蒸す、炊く、焼くなど様々に工夫
るそうです。
して食べましょう。
「ニンジン」この季節、グッと甘くな ぬ め り を 残
るニンジン。カロテン、ビタミンC、 し て 食 べ る
のが、
良いよ
カリウム、カルシウムなどを含み、特
うですね。
にカロテンは皮の下に多く含まれて
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【作り方】
①ゴボウは水洗してささがきゴボウを作る。
（水に
浸けない）
②米は水洗する。
③鍋にオリーブオイルを入れ、ゴボウを香りが
出るまで炒める。
④炊飯器にゴボウと黒コショウ、塩、水を加え
て炊飯する。
⑤炊き上がったら全体を混ぜ、器に盛って出来
上がり。

今年も早いもので、もう師走の声が聞こえてきました。
これからの季節、なんかカラダが温まるからなぁ、と恋しく
なるのが根菜です。最近は、手間がかかるからと敬遠さ
れがちだとか。でも、寒い時はカラダの中から温めるのが

一番。免疫力も高まってカラダの中から元気になります。
私たちもこの一年、いろんなイベントで頑張ってきまし
た。来年も元気に皆さんとお会いしたいと思っています。
さぁ、根菜で温まって 、元気に年末年始を迎えましょう。

