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2. 台所と暮らしの陰陽
「陰陽を使って、食卓に軸を作る」

調理の過程でも陰陽を見ることができます。普段の料理はどちらが多い傾向でしょうか？ 

観察するのに役立ちます。

陽性な料理陰性な料理

火、加熱を少なくする 

生食、なま物が多い 

短時間調理 

木製、陶器の調理器具を使う 

新鮮さ 

水分が多い 

油が多い 

圧力をかけない調理法 

葉物、果物が多い 

バラエティに富んでいる 

品数が多い 

スパイスが多い 

動物性食品が少ない 

火、加熱を多くする 

加熱、調理したものが多い 

長時間調理 

鉄、金属製の調理器具を使う 

加工食品 

水分が少ない 

油が少ない 

圧力をかける調理法 

根菜、乾物が多い、果物が少ない 

種類が少ない 

品数が少ない 

スパイスを使わない、少ない 

動物性食品が多い
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WORK 7  普段のおかずを陰性に作るには、どのように 
                   作りますか？

ご自分がよく作るおかずを陰性、陽性、夏と冬で作り分けるなら、どうできるか考えて 

みましょう。使う食材や組み合わせ、付け合わせ、調理法など考えてみましょう。
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ビーガン料理とマクロビオティック料理の違いは、調理法とエネルギーにあります。 

マクロビオティックでは陰陽、また五行というエネルギーの巡りを調理法に取り入れていきます。 

調理法では、波動が「穏やかな調理法」というのを大切にしています。味覚では「優しい味」と 

いうのが基本になります。スパイスなどのフレーバーは基本的に使わないか控えて、野菜や穀物 

そのものの味を少量の調味料で引き出す、調えるような味付けが基本です。 

そこから体調や季節、気分に合わせて、スパイスや味付けのバラエティを作っていきます。 

食卓の中心に穏やかな調理法、優しい味を据えておく。これによって、台所がヒーリング作用を 

持ったものになりやすいでしょう。またマクロビオティックでは、バランスを大切にしています。 

ですから、植物性食品だけでなく、必要があれば動物性食品や乳製品も取り入れていきます。 

食事では自分の必要、不必要が食卓の上からわかるようになることが大切です。 

これは自分の内側の感覚に従っていく味覚を育む、一人一人の健康ということにつながります。 

穏やかな調理法と優しい味覚を体験することで、自分の真ん中を感じやすくなります。そうする 

ことで「美味しい」という感覚が繊細になります。次第に自分の中の感覚、環境を見ながら、 

自分で食べるものを決めていくものさしを手に入れることができるようになるでしょう。 

自分の中の健康的な味覚 (自分にとって適切な味、適切な量) を見つけることができたら、 

後は自由に食べることができます。行き過ぎた時には戻れる場所を知っている。 

そのような自由を食卓の上から手に入れることができるのが、マクロビオティックの料理を 

取り入れるメリットではないでしょうか。

・食材のエネルギー (強弱など) のバランスを取る 

・ふさわしい時期にふさわしいエネルギーを取り入れる 

    食材選び、調理法を用いる 

・穏やかなエネルギーの調理法を基本とする 

・味は優しく、シンプルなものを基本とする

ビーガンとマクロビオティック料理の違い

ビーガン料理

マクロビオティック料理

・動物性食品を用いない 

・植物性食品だけで栄養バランスを整えた料理
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穏やかな調理法は、つまり感覚を使った調理法です。触る、耳を澄ます、匂いを嗅ぐ。 

レシピには載っていない部分の調理法を大切にします。 

これによって、料理をする私たち自身の感覚を育むことができます。 

相手を感じる力、臨機応変に適応していく感覚。まるでこれは母性の発揮です。自然と手が動く、

自然の流れに沿って受け止める。調和的なその感覚を台所から身に付ける助けになります。 

どうせ毎日台所に立たねばならないのなら、ちょっと意識してみて、習慣にしてしまいましょう。

考えなくても自然と穏やかな方に身体が動く。自然と癒やしの方向に行動していけるようになる。 

毎日練習の場があると思えば、ラッキーな気がしませんか？よい習慣は、一生の宝になります。

素材を一つずつ扱う 

複数の食材を加熱する時、一つずつ順番に炒めます。一度にぐちゃぐちゃと入れて 

混ぜ合わせず、一つを炒めたらフライパンの脇に寄せ、次の食材を加える、という 

ふうに優しく素材が出会っていくようなイメージで調理します。 

耳を澄ます 

鍋に金具が触れる音、炒める時、混ぜる時の音を意識してみましょう。 

音は全て振動、エネルギーです。それも一緒に食べているのですね。できるだけ 

穏やかに、無駄な音を立てずに調理するのを基本にしてみます。あえてワイルドに 

(中華料理のように) 音を立てながら調理をするというのは、もちろんありです。 

匂いを嗅ぐ 

調理する時に匂いの変化を感じながら調理します。つんとするアクの匂いが甘い 

香りに変わる瞬間。そのような変化を見逃さないようにすると、レシピだけ、 

分量だけに頼らず、毎回違う食材に対して、適切な時に適切な量の調味料を加える 

助けになり、料理する感覚を育みます。 

優しく洗う、触る、切る 

食材を乱暴に扱わないようにします。子供の身体を洗うような気持ちで、にんじんを 

洗う、切る時にも押し切るような力任せでなく、スッと繊維に入っていくような 

イメージで切る。精進料理にもありますが、食材を自分の目を扱うように扱う 

というふうに、ちょっと意識してみましょう。習慣になってしまえば簡単です。

習慣にしたい穏やかな調理法

1

2

3

4

point

point

point

point
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陰陽を使った野菜の切り方の例

回し切り

陰 ▽

陽 △

○ 丸い形の野菜は中心から放射線状に切ることで、 
    中心からバランスのよい一切れを作ることができる 

○ 陰陽バランスの取とれた一切れ 

○ 玉ねぎ、キャベツ、かぼちゃ、かぶなどに使える 
    切り方

ななめ切り

左 右

○ なるべく、ひと口に陰陽が入るように切る切り方 
    上下に長く、ななめに切ることで、縦横のバランスが 
    よくなる。陰陽バランスの取れた切り方 

○ にんじん、大根、ごぼうなどで使える切り方 

○ ななめ切りしてから、千切りにすることもできる

野菜の切り方一つでも、料理のエネルギーは、ずいぶん変わります。 

けれど毎食そうでなくてはならないわけではありません。 

台所の軸の一つとして、切り方も基本の調理法の中に入れてみてはいかがでしょうか？ 

とはいえ、忙しい時は忘れても構いませんし、気持ちよくできる時に試してみてください。 

できるだけよく切れる包丁を使って、野菜の流れに沿った切り方を日常にするだけで、 

不思議と身体と心が、すっと整ってしまうようです。

《 中庸 (バランス) 》

《 中庸 (バランス) 》

陰 ▽

陽 △
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輪切り

○ 繊維が伸びる方向に対して垂直に切ると、 
    陽性な切り方になる 

○ 陽性な切り方は、その一切れ自体に味が残る 
    傾向がある

繊維・伸びる方向に沿って切る

根菜

菜物

○ 野菜の繊維、伸びる方向に沿って切ると、 
    陰性な切り方になる 

○ 流れに沿った切り方は、エネルギーの流れを 
    整える助けになる

葉の繊維に沿って切る

葉と軸を切り分けてから 
それぞれに切る

《 陽性寄り》

《 陰性寄り》

陰 ▽

陽 △

陰 ▽

陽 △
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食卓の上で陰陽という視点を身に付けると、植物性食品、動物性食品と様々な食材の陰陽と調理

法の強弱を使って、自分に合ったバランスを取ることができるようになります。 

それぞれを食べてみながら、身体の感覚で強弱を感じることを意識してみましょう。 

そのためには一定期間、極陰、極陽を食卓から外してみることが助けになることがあります。 

今までと違う食環境に身を置くことで、意外な発見があったり、マイルドな食事をすることで 

子供の持つ感覚に近い繊細さを、私たち大人も思い出すことができます。 

そうすると食事の感じ方が変わってきます。これは健やかな一人一人の中にある味覚を育む 

ステップです。 

極陽と極陰の食材は基本的に体調の悪い時、何か症状がある時 (頭痛、鼻水や湿疹などの排出症) 

には避けることをおすすめします。消化の負担が減り、思った以上に身体が楽になるでしょう。 

その場合、菜食だけにしようということではなく、動物性食品の中でも、どれが割と穏やかな 

性質なのかを感じてみましょう。そのために中庸、真ん中、マイルドな性質の食品を活用 

しましょう。また調理法にも気を付けることで、身体が楽になることがあります。 

食卓に中心を作る時、なるべく極端な陰陽の食材を避けてみましょう。 

中庸と呼ばれる食材を中心に献立を考えてみます。平坦な味の中にある「美味しさ」を 

感じられるでしょう。 

毎食でなくてもいいので、このような刺激が少ないメニューを食卓の軸に置いておくと、体調を 

整えるのに役立ちます。この軸となるメニューは、ヒーリングメニューとしても活躍します。

味覚を育む・食卓にヒーリング作用をもたらす

・食材、調理法の陰陽を意識する 

・極陽と極陰の食材は体調の悪い時には避けてみる 

・なるべく中庸の食材を意識して日常に取り入れ、食卓の軸にする 

・ヒーリング作用のあるおかずを定番に入れておく 

・中庸は基準として使い、観察しながら個性に沿っていく
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日頃色々食べたい、楽しみたい。だからこそ、戻って来られる場所を作るという視点としても、 

食卓の軸、陰陽を使い、ヒーリング作用のあるおかずを台所の定番に置いておきましょう。 

心の美味しさ、身体の美味しさのバランスを取ることが、心地よく食卓を作るポイントです。 

そして、いつも観察していきましょう。中庸の食材を使っていても、食べてくれないことも 

あります。陰性寄りの方を好む、陽性寄りを好むというような傾向もあります。 

中庸を押し付けるのではなく、中庸を一つの基準に取り入れてみて、そこから心地よく 

食べられそうなものに、寄り添っていくようにしましょう。
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ひじき、あらめなど海藻は血液を強く、きれいにする作用があります。特にひじきは血管を 

強くし、あらめは生殖器をきれいにします。海藻は一般的に腎臓、生殖器を癒やし、強くします。 

また髪の毛や骨を強化します。 

子供は乳製品を摂る場合、海藻を受け入れない、必要としないことがあります。 

また海外では作りにくいこともあります。ひじきよりもあらめの方が食べやすいと感じることも 

多いようです。また具をたくさん入れずに、シンプルに海藻と玉ねぎだけという作り方の方が 

子供には受け入れられやすいこともあります。

ヒーリング作用のある料理を陰陽で作り分ける

＼ きんぴら ／

ヒーリングにもなる日常食は、ぜひ年中通して取り入れたいおかずです。 

基本陽性寄りの料理ですが、陽性、陰性と調理法で変えることができます。肺や腸を整え、 

花粉症、むくみ、冷え症、アレルギー、リンパをきれいにする、喘息症状の緩和などの効果が 

期待できます。また電磁波で弱っている、集中したい、精をつけたい時などにも。 

甘いものを食べ過ぎた時にも助けになります。 

子供にも受け入れられやすい味です。多くのバリエーションで作ることができるので、 

ぜひ覚えて活用したいおかずです。

＼ 小豆かぼちゃ／

特に冬に腎を養い、生殖器、身体の中心、胃や脾臓、膵臓を強くするヒーリングメニューの 

代表格。血糖値を安定させるため、精神に安定感をもたらしたり、ホルモンのバランスを 

整えるので、生理の不調時にもおすすめです。目眩などの症状にも効果が期待できます。 

かぼちゃの甘い秋から冬に特におすすめ。子供は好む子と嫌う子とはっきりするメニューの一つ 

です。嫌いな場合は、小豆とかぼちゃを無理に合わせず、単品で食卓に取り入れていきましょう。

＼ 海藻の煮もの ／ 

《 ひじき (陽性) とあらめ (陰性) 》



第 2 章  2. 台所と暮らしの陰陽

 

76

作り方 

1. ごぼう、にんじんを千切りにする。 

2. フライパンにごま油を入れて熱し、ごぼうを中火でゆっくり甘い香りがするまで 

炒める。 

3. にんじんを上にのせ、全体のかさの半量くらいまで水を注ぎ、塩を少々ふる。 

フタをして沸騰したら、弱火にして 20 分ほど焦げないように煮る。 

4. フタを開けて、しょうゆを回し入れて、再びフタをして 5 分くらい煮る。フタを開けて、

菜箸で優しく混ぜ、煮汁がなくなるまで煮つける。

陽性バージョン
きんぴらごぼう

ごぼう 

にんじん 

塩 

しょうゆ 

ごま油

Recipe 
6

材料

1 本 

中 1 本 

少々 

適量 

少々

秋から冬向きの作り方

調理のポイント 

・ごぼうのアクをとばすために、甘い香りがするまでしっかり炒める。 

・なるべくかき回したりせず、静かに煮えるのを待ち、煮切る。

きんぴらの陽性をさらに強くしたい時の調理ポイント 

・ごぼうの量を多めにする。太めに切る。 

・煮る時の水分を少なくして、煮つける。 

・油で炒めてから煮る (二重調理法)。 

・ごぼうとにんじん、両方とも炒めてから煮る。 

・重たい鉄の鍋で調理する。 

・味付けを濃いめにする、15 分以上煮る。 

・薬味ではなく、炒りごまをふって盛り付ける。
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作り方 

1. ごぼう、にんじんは千切り、玉ねぎは中心から放射線状に回し切りにする。 

火が通りやすくするため薄め、細めに切る。 

2. フライパンにうっすら水を入れて火にかけ、沸騰したら玉ねぎを入れて 

ソテー (ウォーターソテー) し、アクをとばす。水がなくなるようなら水を差して、 

沸騰したら玉ねぎを脇に寄せて、空いたところにごぼうを入れ、ウォーターソテーする。 

3. にんじんを重ねて、野菜の半量ほどの水を加えて、フタをする。沸騰したら弱火にして、 

10 分ほど煮る。野菜が煮えたらフタを開け、しょうゆを回し入れ、フタをしないで、さらに 

3 ～ 5 分煮る。菜箸で優しく混ぜ、器に盛り付け、薬味を添える。

陰性バージョン

ごぼう 

にんじん 

玉ねぎ 

しょうゆ 

薬味

Recipe 
7

きんぴらごぼう
春から夏向きの作り方

材料

1 本 

1 本 

1 個 

少々 

適量 (ねぎなど)

きんぴらを軽く、陰性、夏向きにしたい時の調理ポイント 

・野菜を薄く、細く切って、加熱時間が短くなるようにする。 

・油を使わない。 

・豆腐やテンペなどを加えて軽さを出す。 

・土鍋やステンレスの鍋で調理する。 

・塩を使わず、しょうゆだけで味付けする。 

・薬味にしそ、ねぎ、かいわれなどフレッシュなもの、香りのよいものを足す。

調理のポイント 

・油を使わずに、水でソテーする調理法 (ウォーターソテー) を使う。 

・根菜だけでなく、玉ねぎも加えて甘味と陰性さを。薬味のねぎでも陰性さを足す。



第 2 章  2. 台所と暮らしの陰陽

 

78

陽性バージョン

調理のポイント 

・豆類を煮る時は、豆の脂肪分 (陰性) を昆布のミネラル (陽性) でバランスを取る。 

・加熱する際に昆布を入れることで、加熱の火が陰性さを求めて、昆布より陰性の豆の方に 

    向かう性質を使い、豆を柔らかく調理するのを助ける。

作り方 

1. 小豆は洗って、ひと晩浸水する。かぼちゃは大きめにカットする。 

2. 鍋に昆布と水気を切った小豆を入れ、かぶるほどの水を加えて火にかける。 

沸騰したら 1 カップの差し水をしてフタをし、再び沸騰したら弱火にして、20 分ほど煮る。 

途中、水が必要なら加える。 

3. かぼちゃに塩をまぶして優しく揉む。フタを開け、かぼちゃを小豆の上にのせ、 

水が足りなければ水を足し (ひたひたくらいまで)、またフタをして煮る。 

沸騰したら弱火にして、かぼちゃが柔らかくなるまで 20 分ほど煮る。 

4. 味を調える程度に、好みでしょうゆを加える。フタを外して汁気がなくなるまで煮て、 

ほっこりとした感じに仕上げる。

小豆 

かぼちゃ 

昆布 

塩 

しょうゆ

小豆かぼちゃ

Recipe 
8

材料

100 g 

500 g 

1 片 (洗って水に戻す) 

適量 

適量

小豆かぼちゃを陽性にしたい時のポイント 

・昆布の量を増やす。 

・煮る時にフタをする。また重い鉄の鍋で調理する。 

・かぼちゃを大きく切って、加熱時間を長くする。 

・かぼちゃを下に、小豆を上にして煮る。 

・塩の量を増やす。 

・ごぼうやれんこんなど、陽性の強い野菜と一緒に煮る。
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作り方 

1. 小豆は洗って、ひと晩浸水する。かぼちゃは小さめにカットする。 

2. 鍋に昆布と水気を切った小豆を入れ、かぶるほどの水を加えて火にかける。 

沸騰したら 1 カップの差し水をして、再び沸騰したらフタをして、弱火にし、 

小豆が煮えるまで30 分ほど煮る。途中、水が必要なら加える。 

3. 鍋のフタを開け、かぼちゃを小豆の上にのせ、水が足りなければ (ひたひたくらいまで)  

水を足す。 

フタをして、かぼちゃが煮えるまで 10 分ほど煮る。 

小豆もかぼちゃも柔らかくなったら、好みで米飴を入れる。 

必要なら水を加えて柔らかめに仕上げる。汁気は残す。

Recipe 
9

小豆 

かぼちゃ 

昆布 

米飴

小豆かぼちゃ

材料

100 g 

500 g 

3 センチ (洗って水に戻す) 

適量

小豆かぼちゃを陰性にしたい時のポイント 

・昆布の量を減らす。 

・小豆を煮る時にフタをしない。 

・かぼちゃを小さく切って、加熱時間を短くする。 

・玉ねぎ、キャベツなど甘い野菜を加える。 

・ドライフルーツ、甘栗、米飴、甜菜糖などの自然な甘味を足す。 

・煮汁を多めに仕上げる。 

・冷やしてデザートのようにして食べる。 

陰性バージョン
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作り方 

1. ひじきは洗って水に戻し、食べやすい長さに切る。戻し汁をとっておく。 

玉ねぎは中心から放射線状に回し切りする。にんじんは千切りにする。 

2. フライパンにごま油を入れて中火にかけ、玉ねぎを入れ、塩をひとつまみふって、甘味を 

出すように炒める。 

そこにひじきを重ねて、上に千切りにんじんをのせ、ひじきがかぶるくらいの水を注ぎ入れて 

(戻し汁を半量、水を半量にしてもいい)、塩をふってフタをする。 

沸騰したら弱火にして、20 分ほど煮る。 

3. フタを開け、しょうゆを回し入れて、5 分ほどフタをしないで煮る。 

優しく混ぜ合わせ、汁気を煮とばして、煮あげる。器に盛って、炒りごまをふる。

陽性バージョン　海藻

ひじき 

玉ねぎ 

にんじん 

ごま油 

しょうゆ 

炒りごま

ひじきの煮もの

Recipe 
10

材料

40 g 

1/2 個 

中 1 本 

少々 

適量 

少々

さらに陽性にする時のポイント 

・ひじきの戻し汁を使わず、昆布出汁を使う。 

・れんこんやにんじんなどの根菜を多用したり、乾物の切り干し大根や高野豆腐を加える。 

・ひじきの量を増やし、野菜の量を少なくする。 

・味を強めにする。 

・重い鍋や鉄の鍋などを使って調理する。
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作り方 

1. あらめはさっと洗って、軽く水で戻して (すぐに戻ります)、水気を切る。 

玉ねぎは回し切りにする。 

かぼちゃの種はローストしておく。 

2. フライパンに菜種油を少々入れ、中火にかけ、玉ねぎを入れ、塩ひとつまみふって、 

甘い香りがするまで炒める。あらめを重ねて入れて、玉ねぎがかぶるくらいの水を加えて 

フタをする。沸騰したら弱火にして、10 分ほど煮る。 

3. フタを開け、しょうゆを回し入れ、さっと混ぜ合わせて、しばらく煮てから混ぜ合わせる。 

器に盛り、好みで軽くくだいたローストかぼちゃの種を和える。

あらめ 

玉ねぎ 

植物油 

しょうゆ 

かぼちゃの種

あらめの煮もの

Recipe 
11

材料

20 g 

中 1 個 

少々 (菜種油など) 

適量 

好みで少々 

(かぼちゃの種はホルモンのバランスを整える効果があります)

さらに陰性にする時のポイント 

・とうもろこし、インゲンなど軽めの野菜を加える。 

・野菜の割合を、あらめより多くする。 

・油を使わず、ウォーターソテーする。 

・加熱する時間を短くするため、野菜を小さく、薄く切る。 

・リンゴジュースであらめを煮てから、しょうゆで味付けする。 

・冷やしてサラダのようにして食べる。 

・かぼちゃの種でなく、薬味にスプラウトなどを添える。

陰性バージョン　海藻
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日々の暮らしの中では陰陽はどんなふうに存在しているのでしょうか？環境や状況も意識して 

いきましょう。食卓からバランスを取るヒントにします。 

また子供とお母さんの陰陽の傾向や性質を知ることで、互いの似ているところ、違うところを 

意識しやすくなります。子供のどうして？という理解できない部分、納得いかない部分も 

もしかしたら性質の違いから来るのかもしれないと思えば、受け止めやすくなります。

暮らしの中の陰陽

忙しい、急いでいる毎日 

狭い住宅 

人口密度が高い 

攻撃的、積極的、活発さ 

イライラしている、緊張している 

記憶力がいい 

過去に関心を寄せる 

現実的 

唯物的傾向 

肉体的、社会的 

低周波 

融合、集中、集まる 

早い、俊敏、活発 

早起き、睡眠が短い

のんびりした暮らし　　　　　　　　　　　　 

広い住宅　　　　　　　　　　 

人口密度が低い 

穏やかさ、消極性、否定的　　 

リラックスしている　　　　　　　　　 

物忘れが多い　　　　　　　　　　　　　　 

未来に関心を寄せる 

イマジネーション豊か 

スピリチュアルな傾向 

心理的、精神的 

高周波 

分散、別れる 

ゆっくり、遅い、不活発 

早起きが苦手、睡眠が長い

陽性さ陰性さ
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WORK 8  環境や性格の陰陽傾向をチェックしてみましょう

P. 82 の陰陽の性質を見て、お子さんとご自身の環境や性格の陰陽傾向をチェックして 

みましょう。

お子さん

ご自身
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暮らしの中の陰陽では陰陽の性質のよい現れと、極端になり、あまりよくない現れとが 

あります。行き過ぎた場合、どちらの極が出やすいかを見つけることが、食卓からバランスを 

取る手掛かりになります。

陰陽の傾向に見られるあり方

夜なかなか寝ない 

歯軋り、爪を噛む、巻き爪、貧乏ゆすり 

ものに執着する、嫉妬心 

短気、怒りっぽい、喧嘩が多い

早起きが苦手 

ものを落とす、なくす、忘れ物が多い 

片付けられない、ルーズ 

虫に刺されやすい

子供に見られる過剰な陰陽による傾向

リラックスした雰囲気 

おおらかな性格 

優しさや寛容さ 

忍耐力がある 

イマジネーション豊か、発想豊か

ルーズでだらしなくなる 

遅刻したり忘れ物が多くなる 

依存心、決断力のなさが目立つ

集中力がある 

正確で緻密な作業ができる 

勇敢さ、行動力がある 

根気があり、情熱的

視野が狭くなり、頑固になりがち 

命令、強制しがち 

荒々しく、暴力的

陰性 陽性

陰性のバランスが取れている時の傾向 陽性のバランスが取れている時の傾向

陰性のバランスが崩れた場合の傾向 陽性のバランスが崩れた場合の傾向
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作り方 

1. 小鍋に葛粉を入れ、同量ほどの水で溶いておく。 

そこに水 1 カップを加えてよく混ぜ、米飴も加える。 

2. 鍋を中火にかけて、絶えず混ぜながら、とろみがついて透明になるまで 2 ～ 3 分煮る。 

温かいうちに飲む。

葛粉 

米飴 

水

飴葛湯
子供におすすめの 

リラックス手当

Recipe 
12

大さじ 1/2 

大さじ 1 (もしくは麦飴、玄米米飴、甘酒などでも) 

1 カップ (200 cc)

材料

ポイント 

心身をリラックスさせる飴葛湯。 

歯軋り、寝つきが悪いなど、緊張しがち、陽性気味の子供に特におすすめです。 

小さい子供の熱を下げる、胃腸の不調によく、大人でも生理前の不調や生理痛、低血糖気味で 

甘いものをやめられない時、後頭部の頭痛にも効果が期待できます。 

飴の甘味だけでは飲みにくい場合、それだけでは緩まない場合には、さらにレモン汁を加えても 

よいでしょう。 

葛は血液をアルカリ性にし、とろみは胃腸の粘膜を保護します。 

陰陽どちらにも作用する特別なヒーリング食材ですので、ぜひ台所に常備したい食材の一つです。 
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覚えておきたいリラックス 

するためのスイーツ

みかんジュース 

リンゴジュース 

寒天パウダー

基本の寒天スイーツ 

(ビーガン・シュガーフリー)

作り方 

1. 鍋にみかんとリンゴジュース、寒天パウダーを入れ、よく混ぜる。 

2. 中火にかけ、沸騰するまで混ぜる。沸騰したら 2 分間しっかりと混ぜながら、寒天パウダーを

溶かす。 

3. 水でぬらした型に入れて、冷やし固める。菱形にカットして、器によそう。 

      食べる時にフルーツを添えたり、フルーツを入れて固めたりとアレンジできる。

Recipe 
13

材料

400 cc 

200 cc 

小さじ 2

寒天は固さのバランスを覚えましょう。 

・600 cc の水に対して小さじ 2 の寒天パウダーは、ほどよい歯応えがあり、果物を加えたり、 

    カットして食べるのに向きます。 

・600 cc の水に対して小さじ 1 の寒天パウダーでは、するっとした喉ごしで柔らかい 

    でき上がりです。カップに一つずつ作るのに向いています。



第 2 章  2. 台所と暮らしの陰陽

 

87

覚えておきたいリラックス 

するためのスイーツ

基本の寒天スイーツ 

(ビーガン・シュガーフリー)

寒天調理のポイント 

・寒天は沸騰してから 2～5 分しっかり混ぜながら加熱します。その工程を省くと固まらない、 

    ざらざらする、など美味しくないゼリーになるので、気を付けましょう。 

・寒天は棒状のものが最もヒーリング作用があります。ついで寒天フレーク、寒天パウダーと 

    なります。 

・寒天パウダーは海外では手に入りやすく、豆乳など焦げやすく、加熱を長時間できないものに 

    使う時にも便利。普段のおやつには溶ける時間も早くておすすめ。 

・ここでは甘味を足すためにリンゴジュースを加えましたが、にんじんジュースにすると陽性に 

    仕上がり、逆にこれより陰性に仕上げたい時には、メープルシロップなど甘味を足しても 

    いいでしょう。体調を見て、加減してください。 

・寒天は熱を逃し、解毒を助けます。動物性食品が多い時にも、おやつなどで取り入れましょう。 

    また夏場の水分補給時に緩めに作った寒天を水分代わりに摂ることもおすすめです。 

・寒天でもリラックスできない時には、水分の多いものでは間に合わないほど陽性に傾いている 

    ということがあります。クリーミーなもの、油分を含むものの方が身体が緩まることが 

    あるので、観察してみましょう。

Recipe 
13
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作り方 

1. 鍋に全ての材料を入れてよく混ぜ、中火にかけて沸騰させたら、2 ～ 4 分しっかり加熱する。 

2. 一つずつカップに入れて冷やす。 

   (緩めの寒天ゼリーなので、切り分けるのに向きません)

水 

穀物コーヒーパウダー 

玄米米飴 

寒天パウダー 

塩 

ソイクリーム

ノンカフェインコーヒーゼリー (ビーガン) 子供と楽しめる

Recipe 
14

材料

600 cc 

大さじ 2 

大さじ 2 (もしくはメープル、甜菜糖蜜など色の濃いシロップなど) 

小さじ 1 

少々 

適量 (もしくは豆乳やオートミルクにメープルシロップを入れたもの)

ポイント 

穀物コーヒー (スペルトコーヒーなど) はコーヒーの代替品としておすすめです。 

完全なスペルトコーヒーとは違って、香ばしい香りがするチコリなどがブレンドされたものが 

主流です。 

ヒーリング作用としてではなく、身体に優しいスイーツとしておすすめ。 

カフェインが入っていないので、子供も食べられます。 

春から夏、苦味が恋しい時、子供はチョコレートが欲しい、お母さんはコーヒーが飲みたい！ 

というような時にぜひお試しください。 
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子供自体は陽性の性質を持つと言われていますが、体が大きくなる速度が早く、成長し、拡大 

していく様子には陰性のエネルギーが現れています。つまり、この点では子供は大人より陰性の 

傾向があると言えます。 

そのため、子供はこの育っていくエネルギーと同じく、食卓でも陰性さを必要とする傾向がよく 

見られます。 

食でみると、柔らかいもの、甘いもの、水分の多いもの、脂肪分を必要とする傾向です。 

家族の献立を作る時に、これらの陰性さという性質を意識する視点を活用しましょう。 

ただし、歯が生え始めた子供には、生で野菜の固さを味わえるようにすることも味覚、感覚の 

発達に大切です。 

また、子供自身には陽性寄りな子、陰性寄りな子という個性があります。その個性は満たして 

あげながら、行き過ぎて辛そうな場合には、中庸の食材と調理法や反対側の性質を用いて、 

極端な状態が和らぐようにしてあげましょう。 

子供の甘味については、優しい甘味を意識します。 

砂糖よりも穀物、野菜、果物の甘味を中心にしましょう。このような自然で優しい甘味は、 

味覚を発達させている子供の感覚を守る覆いの役目も果たします。 

ただし、これらの必要度は一人一人違います。

子供に必要な食卓の陰性さの例

子供と陰陽

柔らかい食感

とろみのある食感

甘味

・・・ ご飯ならお粥、雑炊など水分の多いもの

・・・ 葛とじ、片栗粉のとろみやすりおろしたものなど、ポタージュ状

・・・ かぼちゃ、玉ねぎ、とうもろこしなど甘い野菜、穀物の甘味 
　　　 (熱帯地域以外はバナナの多用に注意する)
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◯ 落ち着きのない子、注意不足な状態の時 

甘味に気を付けます。白砂糖は摂っていないか？果物は多過ぎないか？見直してみましょう。 

甘味は米飴や野菜 (芋、栗、かぼちゃ、穀物) を意識し、穀物のおやつ (団子やおむすび、 

蒸しパン) を増やしてみます。にんじんの蒸し煮、かぼちゃやさつまいもの蒸したもの、 

ブロッコリーの茹でたもの、インゲンを茹でたものなど、ほどよい歯応えと柔らかさ、温かさの 

あるものも、おやつに取り入れてみましょう。 

◯ 緊張している、落ち込みやすい、悲しみやすい場合 

温かいもので胃腸から身体が柔らぐようにします。甘味を多く取り入れたり (米飴、甘酒、 

メープルシロップ)、クリーミーな食感のもの、ポタージュや葛湯、温かい甘味のぜんざいなども 

助けになります。普通より甘味を多くして、緩めてあげる意識をしてみます。 

◯ 元気がよすぎる、喧嘩っ早い場合 

噛みごたえのあるものや、かぶりつけるもの (とうもろこし、おむすび)、パリパリとした 

食感のもの (サラダや野菜スティックなど) を取り入れて、欲求を満たしてあげましょう。 

ただし、お煎餅の食べ過ぎは身体がもっと締まってしまう場合があるので、量に気を付け 

ましょう。
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パンとご飯の話 

陰陽表で見てわかるように、パン (麦) とお米ではお米の方が陽性さを持っています。 

特に、玄米は麦よりもうんと締まる力があります。パンは焼き締めるため、水分は多くないの 

ですが、膨らむ性質、発酵させる過程、時に油脂を含むということから、お米より陰性さを 

持っていると言えます。 

子供が毎食ご飯では食べられないという時には、伸びやかな性質の麦を使ったパンやうどん、 

素麺などの小麦製品なども、うまく取り入れましょう。 

乾麺か生麺か 

麺類においても、乾麺なのか生麺なのかでも陰陽は違いますね。身体が締まりがちなお子さん、 

緊張気味なお子さんは、乾麺を嫌う傾向があったりします。 

そんな時は生麺を試してみてください。 

焼くか、蒸す茹でるか 

焼いた小麦製品は腸に粘液を生むと言われています。小麦製品は焼き締めたパンだけでなく、 

蒸しパンなど水分を含むもの、茹でた小麦製品の方が消化によく、胃腸に負担が少ないので、 

消化力の未熟な子供に向いている場合があります。その性質の違いも観察し、活用しましょう。 

玄米は栄養価的にも陰陽のバランスからしても、調和のとれた食物ですが、子供の消化器の 

発達具合、歯の噛み合わせによっては消化が難しい場合があります。 

また陰性さを求める子供に、圧力鍋や長時間調理で炊き上げた玄米は、陽性さが強い場合が 

あります。 

玄米であれば、浸水をし、発芽させて炊き、発酵食品 (漬物や納豆) を添えて食べることで 

消化を助けます。または、お粥状にしたり、無理せず、分搗き米にするなど工夫しましょう。 

精白した真っ白いご飯は栄養価も低いので、たまのお楽しみという程度がよいかもしれません。 

もしくは雑穀で栄養やエネルギーを補いましょう (ただ雑穀米は常食しない方がよいでしょう)。 


