
 2022年 2月１日発行 

「健康」＆「キレイ」になる1 日１杯 の みそ汁 
 

昔から「みそは医者いらず」「みそ汁は朝の毒消し」などといわれるほど、みそは日本人の

健康を支えてきました。しかし、近年はみその消費量が減少の一途をたどっています。 

総務省の家計調査「1 世帯当たりのみその年間購入量（２人以上世帯）」によると、2001

年 8.0kg、2010 年 6.6kg、2020年 5.3kg。購入量（消費量）をみそ汁に換算すると、今

どきの人は一週間に平均 3 杯という計算になります。 

 

みそは、蒸してつぶした大豆に麹と塩を加え、発酵させた食品です。発酵する過程で、大豆

にはなかった栄養成分が生まれたり、あっても少量だったビタミンやアミノ酸が増えたりす

ることで、大豆より栄養価が高くなります。 

 

★大豆の栄養 ＋ 発酵熟成の力 ⇒ みその栄養 
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●血糖値上昇抑制 
みそが発酵、熟成する間に「メラノイジ

ン」という成分が生成されます。メラノイ

ジンはアミノ酸と糖が反応してできた色素

成分で、熟成したみそが茶色をしているの

はこのためです。 

このメラノイジンには、糖の消化吸収速度

を遅くして、食後血糖値の急激な上昇を抑

える働きがあることがわかっています。 

 

●美白＆保湿 
シミの原因はメラニンで、メラニンを作る

のはチロシナーゼという酵素です。大豆が

発酵してみそになる際に「リノール酸」が

「遊離リノール酸」へと変化します。この

遊離リノール酸がチロシナーゼを作らない

ように働くため、メラニンが作られなくな

ります。また、米麹に含まれる成分が、肌

の水分量を保ち、乾燥や肌荒れから肌を守

ります。 

 

●血管の若返り 
原料大豆に由来する 7 つの成分（リノー

ル酸、植物性ステロール、ビタミン E、大

豆レシチン、ペプチド、食物繊維、大豆サ

ポニン）がコレステロール値を低下させま

す。血管の内側にコレステロールが蓄積し

て血液が通りにくくなった状態である動脈

硬化を防ぎ、血管年齢を若返らせます。 

 

●腸すっきり 
便秘の主な原因は腸内環境が悪化している

こと。みそには、善玉菌である「乳酸

菌」、腸内細菌のえさとなる「食物繊維」

や「オリゴ糖」、腸内環境を整える働きも

ある「メラノイジン」が含まれています。

みそ汁にすれば、食物繊維が豊富な野菜や

海草などが加わり、さらにおなかをすっき

りさせます。 

 

 



★みそ汁のメリット 

＜料理面＞ 

・作るのが簡単（切る⇒煮る⇒みそを溶きいれる、の３ステップのみ） 

・毎日食べても飽きない（具材の組み合わせが多種多様） 

・どんな食材でも具として使える（冷蔵庫の残り物でつくれるので買い物に行かなくてよい） 

・主菜にも副菜にもなる（野菜たっぷりの具沢山にすれば副菜に、＋肉や魚で主菜に） 

・和洋中 OK（和風だしでみそ汁、コンソメでみそスープ、鶏のゆで汁で中華風みそスープ） 

・プラス食材でアレンジは無限（酒粕、豆乳、カレー粉、バター、生姜、ごま、柚子胡椒…） 

・献立に悩まなくてよい 

＜栄養面＞ 

・野菜をたっぷり食べられる 

・煮ることで食材から栄養が溶け出ても、汁ごと食べるので栄養を逃さない 

・大豆のたんぱく質は発酵中に分解され、約３０％がアミノ酸になり消化吸収が良い 

・大豆の栄養＋発酵熟成の力⇒みその栄養価（前ページ参照）を得られる 

★みそ汁のデメリット 

・塩分を含む 

・作り置くと風味や味が落ちる 

★みそ汁の塩分 

みそが体にいいのは知ってるけど、みそ汁は塩分が高いから控えている、という方もいら

っしゃるかもしれません。 

健康な方の 1 日の塩分摂取量（食塩相当

量）の目安は、成人男性は 7.5g 未満、成人

女性は 6.5g 未満です。 

1 日３食を平均すると、１食当たり 2.2

～2.5ｇ塩分の食事が望ましいということ

になります。 

ちなみに、富山県民の塩分摂取量は、一日

あたり、男性 11.0g、女性 9.1g（平成２８

年県民栄養調査）です。 

 

左図を見ると、みそ汁 1 杯の塩分量は

1.5g ですが、ハム 3 枚、たくあん 2 切れ

と同じ塩分量です。 

カップめんの塩分量は 5.5g（めん・かや

く 2.7g、スープ 2.８ｇ）です。スープを残

したとしても約３ｇの塩分摂取量となりま

す。 

塩分を摂り過ぎないようにするときに考

えたいことは、「塩分量の多い食品を食べな

い」ではなく、「何で塩分を摂るか」です。 

 

みそは塩分を含みますが、上記のようにたくさんのメリットがあります。不足しがちな野

菜、海草、芋、きのこがたっぷり食べられ、それらに含まれるカリウム（塩分を排出する作用

がある）も同時に摂ることができます。総合評価すれば、塩分を摂るなら「みそ汁がいい！」

となります。インスタントみそ汁でも、お湯を注ぐだけでなく、お湯を沸かすときに鍋の中に

具材をたっぷり入れてやれば OK です。とはいえ、なかなかみそ汁を食べるタイミングがな

い方は、お昼のお弁当に、スープジャーのみそ汁をプラスするのはいかがですか？  大畑 

 マルコメ（株）WEB マガジン『発酵美食』より 



食を楽しむ NO.169 

～モチッとカリッと、「ホットク」！～ 
 

 「あのホットクが食べたい…」と、ブーケのスタッフが言いまし

た。以前に旅先で食べたホットクの美味しさが忘れられないそうで

す。とても幸せそうにホットクについて語る姿を見て思いました。

「美味しいホットクを作りたい」と。 

 そこで、今回はホットクに挑戦。 

 

 ホットクは、韓国の屋台などで人気のおやつだそうです。中身はお

店によって違い、甘いものが多いようですが、惣菜系のものもあるそ

うです。おやきのような食べ物です。 

 

●ホットク 

 

焼きたては香ばしく、モチッと感もあり、表面はカリッとしていま

す。中のあんも良い香りでとても美味しかったです。食べると体も温

まったので、寒い日に屋台で食べたらさぞかし美味しいだろうなぁ、

と思いました。 

この美味しさを届けたく、ブーケのスタッフに持って行きました。

すっかり冷えてしまっていたので、電子レンジやオーブントースター

で温めなおしました。が、やはり、焼きたての美味しさとは比べ物

になりません。是非、焼きたてをお試しください。手軽に作れる市

販のホットクミックスもあるそうですよ。 

スタッフの思い出の味に少しでも近づいていたらいいなぁ。          桶本 

材料 

＜生地＞ 

小麦粉        150ｇ 

    白玉粉        50ｇ 

A  砂糖       大さじ 1 

    ドライイースト  小さじ 1 

    塩          少々 

    ぬるま湯   110～120ml 

  油（生地用）       大さじ 1 

 

＜あん＞ 

    黒砂糖      大さじ 3 

 B   くるみ （みじん切り）20ｇ 

 

油（焼き用）     大さじ２～３ 

 

 

※あんは粒あん、チーズなど好きな

ものを何でも入れて OK です。  

作り方 

① 白玉粉を細かくスプーンなどでつぶして

おく。 

② A をよく混ぜ合わせ、ぬるま湯を２～３

回に分けて加え、混ぜる。生地がまとま

ったら、油を加えてこねる。 

③ ②にラップをかけ、30 分ほど室内でね

かせる。 

④ あんの B の材料を混ぜる。 

⑤ ③を４等分にし丸めてつぶし、中央にあ

んを 1/4 量ずつのせて包み、口をつま

んで閉じる。（イメージは肉まん） 

⑥ フライパンに油を熱して、⑤の閉じた部

分を下にして焼く。焼き色がついたら裏

返し、フライ返しなどで、ギュッと押さ

えて平らにつぶしながら焼く。２～３回

ほど裏返して押さえながら焼く。※たっ

ぷりの油で、揚げ焼きのようにして焼く

のがポイント。  

＜ホットク＞ 

＜４等分した生地＞ 



★ホームページを 

リニューアルしました！ 

オンライン食事相談の開始をきっかけ

に、食のコンサルタントブーケのホーム

ページはスマホ対応になりました♪ 

URL.http://www.food-

bouquet.com/ bouquet/ 

 

★料理教室「自炊ライフを楽しむ」 

 アピアショッピングセンター（富山市

稲荷元町）2 階のキッチンスタジオで

は、毎月第 2 火曜日（18:30～21:00）

に、「自炊ライフを楽しむ」料理教室を

開催。１．４．７．１０月スタートです。 

詳細は、アピアスポーツクラブ（０７６－

４３１－３３２１）へお問い合わせくださ

い。 

 

 

 

(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：日祝祭日 

 

 

ブーケは、♥街の中の栄養士♥です 
 

食事相談ができる！ 

～街の中の栄養士～  

 

(有)食のコンサルタントブーケでは、日替わ 

りでお弁当の宅配（昼・夕食）をしています。 

健康を守りたい方や、糖尿病・高脂血症・肥満 

など生活習慣病の方には「ヘルシー弁当」、1 食 

の塩分量を２ｇ以下に調整した「減塩弁当」が 

あります。これらのお弁当をお届けしているお 

客様には、ブーケ管理栄養士による食事相談を 

無料で承っております。朝食には何を食べたら 

いいのだろう？ 退院時に受けた栄養指導では 

わかったつもりだったけど、いざ実際に作ると 

なると…？など気軽にご相談ください。 

  

《お問い合わせ》 

食のコンサルタントブーケ 

TEL076-421-6778 

 

  

 

 

   
 

 

 

 

＜恵方巻＞ 

 恵方巻は、その年によいとされる方角を向いて食べる巻きずしのことです。巻きずしに

は、福やご縁を巻き込む意味が込められています。福や縁が切れないようにするために、包

丁で切らずに食べると良いそうです。また、七福神にあやかり７種類の具が入っている太巻

きが良いそうです。恵方巻一本に沢山の意味がぎゅっと詰まっているんだなと思いました。  

松本 

                                                                                                   

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       
               

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/ 

 

 

厨房からブーケレシピ その 231♪ 

＜材料＞ 2 人分 

わかめ（水戻し）   60ｇ 

えのきたけ  １/2 パック（約 40ｇ） 

しょうが       少々 

しょうゆ       大さじ 1/2 弱 

みりん        大さじ 1/2 弱 

★わかめのサッと煮★ 

★ 
＜作り方＞ 

①わかめの水気を切る 

②えのきたけを３等分し、しょうがを千切りにする 

③鍋に①、②、Aを入れ蓋をし、焦げないように弱めの中火

でサッと煮る 

＊しょうがの風味がきいていて美味しいですよ   松本 

A 

 

http://www.apa-sports.com/

