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幼い子供の成長にはリズムを養うことが大切です。乳幼児の身体機能は発達していないので、 

外側から形成される必要があります。リズムの中で、子供は環境への適応能力を身に付けて 

いきます。また繰り返すリズムは、生命体 (エーテル体) を強くします。 

それはのちに意志の力へと発達していきます。 

 リズム 《 弾力、柔軟性、適応性 》 

リズムは柔軟なものをイメージしましょう。規則や拍子のように緊迫した性質は、親子共々 

緊張と硬直をもたらし、バランスを取ることができません。子供の睡眠と食事の時間を 

生活のリズムの中心において、スケジュールを組めると理想的ですが、子供とのリズムは 

できる時とできない時を繰り返しながら、長いスパンで作るくらいの余裕を持ちましょう。 

1 週間のリズム 《 生物学的に反応性を持つ 》 

子供の適応や治癒のプロセスにとって、大きな意味を持ちます。なぜなら、生物学的な反応性を 

持つリズムだからです。例えば自然治癒の過程では、およそ 1 週間 (7 日) すると病気が経過する 

という目処があります。1 週間の中に特定のリズムを持つことは、食卓の上から助けることが 

できます。例えば日曜日に特別な食卓を囲む、土曜日の朝食はいつもと違うものを食べる、 

などの家族それぞれの特別なリズムを作ることができます。 

1 ヶ月 (4 週間) のリズム 《 根本的な回復をもたらす 》 

習慣を形成し、安定させるリズムでもあります。その性質を利用しましょう。月のリズムは 

根本的な回復をもたらすリズムです。シュタイナー学校では、この月のリズムを使って授業を 

進めます。日頃の暮らしでは、新しい習慣を身に付けさせたい時、悪習慣を変えたい時など、 

この 4 週間のリズムを目安に、気長に取り組むと効果的です。

3. 巡るリズムを取り入れる食卓と子育て

子育て、暮らしにリズムを活かす
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波のリズムは 1 分に 18 回と言われています。それは人間の 1 分間の呼吸の 

リズムに相当します。それを倍にすると 36 回。それは人間の熱のリズム、 

体温になります。次に 72 回、これは脈拍のリズムに。 

そして、その倍の 144 回は心臓のリズムである最高血圧に相当します。 

私たち人間は自然と共鳴し、リズムを刻みながら生きています。 

見えないリズムと私たちの命、身体は呼応しています。

繰り返すリズム。儀式のように取り入れている定番。先の予定が体感できる 

ということは子供の安心につながります。逆に突然の変化や、いつも違う 

こと、環境というのは呼吸を乱します。リズムある暮らしには子供の呼吸が 

整うような暮らしをイメージするといいでしょう。 

そしてリズム作りに定番、儀式という繰り返しを活かしてみましょう。

吸うと吐く、入ると出る。静けさと動き。そのようなリズムは、陰陽の 

リズムと呼応します。外遊びとお部屋遊びのリズムやバランスを毎日の 

暮らしでも意識してみることができます。 

体温や脈は自分で変えることができませんが、呼吸は調整することが 

できます。人は吐く息で生まれ、亡くなる時には吸う息で息をひきとります。 

吐く息は副交感神経 (リラックス) をもたらし、吸うことで交感神経が 

緊張します。吐く息を中心にすると体温や脈が整います。 

呼吸を通して自律神経を整えましょう。 

子育ての毎日で息が詰まったら、呼吸に意識を向けてみましょう。 

吐き切ることで新しいエネルギーがやってきます。 

笑うことは何よりの呼吸法です。これは吐くことを中心とした呼吸です。 

緊張を緩め、細胞から身体を元気にし、身体に活力を与えます。 

逆に悲しみ、怒りは吸う息を優位にします。 

そんな時には吐く息を意識してみましょう。

繰り返しのリズムと呼吸のリズム

呼吸のリズム

繰り返すこと

自然のリズム
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繰り返しの中で育まれるもの 

日本古来の武道などは、繰り返しの稽古によって洗練されていきます。それは外から教えられて 

テクニックを身に付ける方法としてでなく、自分の感覚を通して発見し、磨かれていくプロセス 

です。 

繰り返しのエネルギーは螺旋のエネルギーと呼応します。同じ場所をグルグル回っているようで、 

行きつ戻りつしているようで、それは確実に上昇の方向へ導かれていきます。 

そのように内的に感じていく力、成長する力を繰り返しの作業は育んでいきます。 

それによって、私たち大人も直感やインスピレーション、見えないものを感じる力を育むことが 

できます。 

そこには一人一人の方法と道筋があります。正解も不正解もありません。ただやる。 

その中で必ず見えてくるものがあります。 

お母さんの仕事、子育ても同じです。毎日の授乳、洗濯、掃除、送迎、料理。台所から季節を 

繰り返すこと、繰り返す行事を体験すること、毎日という連続の中での営みが、洗練された 

何かをもたらします。 

大人にとって退屈、と思える同じ日々の繰り返し。同じ本を何回も読むこと、同じことを 

繰り返すこと。それは子供のエーテル体を育むだけでなく、一緒に繰り返す私たち大人の 

見えない力も育んでいるのです。
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子供は宗教的で神聖な性質を自然と持っています。言葉が理解できなくても、その奥にある何か 

特別なものを体験し、受け取ることができます。目に見えないものが見えたり、胎内記憶を 

お話してくれる子もいたり、科学では理解できないような世界を子供はもたらしてくれることが 

あります。 

幼い子供にとって「お祈り」の言葉は理解される必要はありません。そして、それらの意味を 

教える必要もありません。言葉という器の中に概念が入り、意味を認識するようになるのは、 

もっと後のことです。けれど、幼児期に「お祈り」を通して力のある言葉、美しい言葉を 

繰り返すことは、子供の命に言葉のいれものを用意することになります。 

日本ではお経を唱えたり、インドではマントラを唱えるように、身体に染み込んだ美しく 

力のある言葉に将来それぞれの形で概念が宿り、どんな形であれ、いつか血となり肉となり、 

子供の命を支えます。これは言葉の種をまく、というイメージです。 

日本では昔は朝晩と御仏壇に手を合わせて、お経を唱えたものでした。それと同じように一日の 

始まりに、または寝る前にお祈りをすることで、特別な時間を体験することができます。 

また 1 日の流れに区切りと境界を作り出し、子供の暮らしにリズムをもたらすことができます。 

命への質を問う力

生命感覚

味覚 言語感覚

言霊を感じる力

調和を感じる力

エーテル体と結び付く感覚

図 5

1日のリズムと祈り ～言葉の器を作る～
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ここでは特定のご先祖様や特定の神様に祈るということではなく、目に見えない大きな何か、 

私たちを善いものへと導いてくれる力を、神様と呼んでいます。それは私たちの外にある力では 

なく、私たち一人一人の中にある力。そういう神聖な善きものが誰にも、どこにでもあるのだ 

という気持ちを体験することが、このお祈りの意味の一つでもあります。 

もしお祈りや神様という言葉に抵抗があるようなら、美しい詩や小さなお話を毎日読んであげる 

というのでもいいと思います。 

英語や外国語の韻を踏んだ美しい詩やお話などもいいですね。 

美しいもの、善いものを体験することが幼児期、学童期に大切なことです。 

また、このような習慣のない中で、高学年になってから急にお祈りを、といっても 

難しいかもしれません。 

その時には「いただきます。ごちそうさまでした」「行ってきます。行ってらっしゃい」 

という言葉も祈りの言葉になります。「いただきます」「ごちそうさまでした」は命への感謝。 

「行ってきます」は無事に行って、戻ってくるという誓い。「行ってらっしゃい」というのは、 

そうであってと祈る気持ちの表れだと言います。 

7 歳以上の子供は、美の体験を通して、感情に働きかけるものが成長を助けるという傾向があり、 

14 歳以上には、真実に対して心開くという傾向があります。 

ご紹介する祈りや歌の中には、自然界の要素が全て入っていて、世界を一つに感じている 

幼児期の子供たちの雰囲気を表しています。また、学びを始める低学年の子供が美しい詩を 

繰り返すことは、心に栄養を与えます。 

ご兄弟がいるご家庭へ 

兄弟が増えたり、歳の差がある兄弟だと、なかなか幼い子に合わせた暮らしや環境を維持する 

のが難しくなってきます。または、お子さんお一人の場合でも、大人の暮らしを全て子供に 

合わせることが難しい場合もあります。 

聞こえてくる音、周りで流す音楽、それを幼児に向けたものだけにすることは、簡単では 

ありません。そんな時、せめて朝起きてきた時に、お母さんが子供に向けて、この朝の歌を 

歌って聴かせてあげる。一緒に手を動かし、おひさまや石、花、草、動物を感じながら、 

おはようと言って 1 日を始める。このリズムがあるだけで、幼い子の日常はずいぶん守られます。 

この年齢の子供に響きやすい音、言葉というのがあります。そういうものをうまく取り入れて、 

覆いを作りながら、幼児との日常をやりくりできたらいいのかなと思います。
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おはよう大地　おはようお日様　おはよう石　そして花　おはよう動物　木の上の鳥 

あなたにおはよう　私におはよう　おはようございます (～ちゃん、～くん)

幼児の朝の歌

幼児の朝の祈り

学校での朝の祈り (低学年)

頭の先から爪先まで　わたしは神様の似姿です。 

心臓から手の先まで　私は神様の息吹を感じます。 

口を開いてことばを話す時　わたしは神様の御心にしたがいます。 

お母さん　お父さん　全ての愛する人のなか 

動物のなか　花のなか　木のなか　石のなかにも　神様はいる 

だから　恐いものはありません 

私の周りには　全てを包む神様の愛だけがある

太陽の素晴らしい光　それが私の 1 日を照らします 

心の中の精神の力　それが手足に力を与えます 

太陽の光の輝きの中で 

神様　わたしは人間の力を畏れ敬います 

それは　あなたが私のために心に植えてくださいました 

私がよく働き　よく学べるようにと 

あなたから光と力がやってきます 

愛と感謝があなたに流れていきますように

朝の祈り (9 歳以上)

私が太陽を見る時　私は神様の知恵を考えます 

私が手を動かす時　私の中に神様の願いが生きています 

私が歩く時　私の中に神様の意志が働いています 

私が人間を見る時　その人の中に神様の願いが生きています 

神様の願いはけものや植物や石の中にも　生きています 

私が神様の知恵を考え　私が神様の願いを生き 

私が神様の意志のままに歩む時 

決して恐怖が私を襲うことはできません
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学びはじめの子供へ 

あいうえおの始まりも、どうはじめるか、でその印象が変わってきます。 

学びの始まりに、どういう印象で言葉と出会うか。 

一つのアイデアとして、北原白秋の童謡集をおすすめします。 

この詩「五十音」の最初に、白秋のこのような詞書があります。 

「これは単に語呂を合わせるつもりで試みたのではない、各行の音の本質そのものを子供に 

    おのづと歌いながらおぼえさしたいがためである。」 

音の本質に出会うという視点。言葉の力を感じていきましょう。

水馬赤いな。ア、イ、ウ、エ、オ。 

あめんぼ　あかいな　アイウエオ 

浮藻に小蝦もおよいでる。 

うきもに　こえびも　およいでる 

柿の木、栗の木。カ、キ、ク、ケ、コ。 

かきのき　くりのき　カキクケコ 

啄木鳥こつこつ、枯れけやき。 

きつつき　こつこつ　かれけやき 

大角豆に醋をかけ、サ、シ、ス、セ、ソ。 

ささげに　すをかけ　サシスセソ 

その魚浅瀬で刺しました。 

そのうお　あさせで　さしました 

立ちましょ、喇叭で、タ、チ、ツ、テ、ト。 

たちましょ　らっぱで　タチツテト 

トテトテタッタと飛び立った。 

トテトテ　タッタと　とびたった
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蛞蝓のろのろ、ナ、ニ、ヌ、ネ、ノ。 

なめくじ　のろのろ　ナニヌネノ 

納戸にぬめって、なにねばる。 

なんどに　ぬめって　なにねばる 

鳩ぽっぽ、ほろほろ。ハ、ヒ、フ、ヘ、ホ。 

はとぽっぽ　ほろほろ　ハヒフヘホ 

日向のお部屋にゃ笛を吹く。 

ひなたの　おへやにゃ　ふえをふく 

蝸牛、螺旋巻、マ、ミ、ム、メ、モ。 

まいまい　ねじまき　マミムメモ 

梅の実落ちても見もしまい。 

うめのみ　おちても　みもしまい 

焼栗、ゆで栗。ヤ、イ、ユ、エ、ヨ。 

やきぐり　ゆでぐり　ヤイユエヨ 

山田に灯のつく宵の家。 

やまだに　ひのつく　よいのいえ 

雷鳥は寒かろ、ラ、リ、ル、レ、ロ。 

らいちょうは　さむかろ　ラリルレロ 

蓮花が咲いたら、瑠璃の鳥。 

れんげが　さいたら　るりのとり 

わい、わい、わっしょい。ワ、イ、ウ、エ、ヲ。 

わいわい　わっしょい　ワイウエヲ 

植木屋、井戸換え、お祭りだ。 

うえきや　いどがえ　おまつりだ
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妊婦のお母さんへ 

胎教。子供が増えるにつれて、そんなことは忘れてしまいますね。実際、忙しい毎日で時間を 

かけることは難しいこともあります。また、初産では見えない命に対して、具体的に何をしたら 

よいか、たくさん情報はあるけれど、実際にはなかなかイメージしにくいのではないでしょうか。 

子供に意識を向ける。祈るということは簡単なようで難しいですが、光を当てる、というふうに 

イメージしてみましょう。下にあるような言葉があることで、具体的な力を感じられます。 

口に出さなくても言葉の持つ力を感じられるでしょう。 

また祈りの内容からもわかるように、お腹にいる命が私だけのものでなく、もっと大きなもの 

から授けられた大切なものだという見方があります。「私だけの」という所有の気持ちは 

嬉しくもありますが、時に重い責任感や自分のプライドが、子供を窮屈にすることがあります。 

けれど「授かった」ものとして命を感じると、もっとおおらかな気持ちで、謙虚な気持ちで 

託された命を眺めることができるようになります。 

これも子育てをしていく上で、持っておきたい視点の一つです。 

心の中でどういう光を当てるか。寝る前に、ふとした時に、この祈りの意味を思い出して 

お母さんの意識の光をふっとお腹の子供に向けてみる。そうして意識でつながる。 

見えない部分で感じ合う。伝え合う。そういう習慣を妊娠期につけておくと、子育ても楽に 

なります。手軽だけど確かな胎教。こんな方法もおすすめです。

母の祈り

宇宙を導く神の力から　流れる　光と熱よ　私を包み　守ってください

生まれる前の母の祈り

どうぞ今　この子の魂が　あなたの意志のままに　あなたの世界から 

私に授けられますように

出典 

  霊学の観点からの子供の教育 (筑摩書房) 

  北原白秋 全集 25 童謡集 1 (岩波書店)
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台所 1 日のリズムの特徴と性質 (朝、昼、夜) 

見えない部分からエネルギーを整えるポイントは「調理法」

朝昼晩のリズムを眺めてみましょう。どのようなエネルギーの変化があるでしょうか？ 

昼は太陽が登りきり、拡散のエネルギーが全開となる陰性の時間。 

夜は太陽が沈み、収縮していく陽性の時間。この 2 つの陰陽の間には、徐々に陽から陰へ、 

陰から陽へ変化していくプロセスがあります。 

時間帯における陰陽の性質を、食卓に活かす視点から見ていきましょう。

図 6

春

夏

冬 秋

晩夏

陰

陽

午後

昼

朝

夕方～夜深夜～夜明け前
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朝の特徴 (軽い、上昇する) 

太陽の上昇とともに、エネルギーも上昇の性質を帯びます。この上へ向かう性質を抑えない 

ためには、朝食は軽い陰性さを意識することができます。また、朝は排出の時間でもあります。 

排出のためには緩める食事が適していることが多く、子供はお通じがスムーズに来るように、

余裕を持った時間を過ごすといいでしょう。 

朝食には、短時間調理のもの。炒めるより茹でるなど、陰性寄りな調理法が適応しています。 

前夜のご飯の残りでお粥など、簡単なもので料理ができます。みそ汁だけは朝はできたら 

新しく作る方がよいです。残り物の場合は、薬味などフレッシュなものを加えましょう。 

また中世薬草学の祖であるヒルデガルトは、朝食には胃を温めるものを食べること、として 

います。パンや冷たいミュースリーを食べるようになったのは、実は欧米でもごく最近の 

こと。日本ではお粥やみそ汁。海外では温かいポリッジなどをおすすめします。 

朝食台所のヒント 

・お粥、おじや、ポリッジ、スープ、みそ汁など水分を多く含むもの 

・さっと茹でた野菜、蒸し野菜、お浸し、軽く火を通した野菜料理 

・調理時間の短いもの 

・調理器具に木製、ザルなどを用いる 

・発酵食品の軽い漬物、糠漬けや浅漬け、納豆、みそ、ヨーグルトなどを加える

昼の特徴  (活発さ、エネルギーを摂取する) 

太陽は真上に登り、1 日のうちで最も活発な時間帯になります。 

午後に向けてエネルギーを蓄えたいので、1 日の中でカロリーも多くすることができます。 

陰性のエネルギーがあるので、陰性さのあるメニュー、同時に陽性さのあるメニューも最も 

適している時間です。 

なので油の多い料理や、スパイスを使ったもの (陰性さ)、残り物を再利用 (陽性さ) した料理も 

この時間帯が適しています。また、特に一皿料理が向いています。 

昼食台所のヒント 

・ご飯ならおむすびや巻き寿司、チャーハンなど加工調理したもの、麺類やパン類など 
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夜の特徴  (集まる、再生のエネルギー) 

太陽が沈み、エネルギーは次第に収縮の力を帯びてきます。人も一か所に集まりはじめ、 

家族みんなで食事をするのに適した時間と言えます。 

なので 1 日で最もでき立ての料理を食べるのに適した時間でもあります。 

細胞は夜のうちに作られるので、結実の力のある陽性さとタンパク質を意識した食卓が 

考えられます。また消化に負担のないメニューは、子供の睡眠と休息を助けます。 

夕食台所のヒント 

・その都度作ったものが適しているが、子供がいると難しいので、できるだけご飯は 

    新しく炊く、を基準にしてみる。 

    それ以上できそうなら、みそ汁、おかずと作っていくような感じで。 

・落ち着くエネルギーのある調理法、長時間煮込んだものなどが適している。 

・短時間調理した野菜も同時にあるといいが、難しい場合は発酵した漬物でバランスを。 

・子供が摂取するタンパク質は、消化のよい白身魚や豆製品を中心に。 

・余裕がある時には品数を多く、バラエティ (食材、調理法) に富んだ食卓を目指してみる。

    小麦製品も適しています。 

・生野菜や油を使って、しっかり料理したものなど、生食としっかり加熱調理したもの 

    どちらも適しています。 

・残り物を再利用した料理 

・一皿料理 (一皿に色々入っているメニュー、ラーメン、カレー、丼もの、麻婆豆腐など)
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WORK 9  ご自身の 1 日の食事を朝、昼、晩と書き出してみましょう 
                     できたら 1 週間書き出してみてください
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季節の巡りがもたらすリズムや雰囲気は、年々繰り返し体験することで、無意識のうちに 

子供の中に安定感と信頼を与えてくれます。毎日のリズムと同じように、再び同じことが巡って 

くるという繰り返しを認識することは、のちに意志や思考の力を形成する最善の土台となります。 

季節の巡りを暮らしの中で意識すると、一年にはそれぞれ節句があります。西洋での節句は 

ヨハネ祭、聖マーティン祭、アドヴェントにクリスマスなど、特にキリスト教に関わる宗教的な 

ことを中心に行われます。日本では、節句は自然や季節の節目を中心に行われているようです。 

これらの節句は子供の成長に何をもたらすのでしょうか？ 

季節の節目を表す日本の節句は、子供の健やかな成長や邪気を払い人々の健康を祈るもの 

として知られています。中でも 1 月 7 日七草、3 月 3 日ひな祭り、5 月 5 日端午の節句、 

7 月 7 日七夕、9 月 9 日重陽の節句は、特に五節句として知られています。 

それらは常に、特定の植物と結び付きがあり、七草は (せり、なずな、ごぎょう、はこべら、 

ほとけのざ、すずな、すずしろ) のお粥で無病息災を願い、ひな祭りは桃の花とよもぎで邪気を 

払い、端午の節句は菖蒲、ちまき (柏餅) が邪気払いに、七夕は笹と策餅 (さくべい)、素麺が 

邪気払いに、重陽の節句は菊の花が邪気を払うとされています。 

このように、日本では中国からの流れを汲みながら、自然と共に生きながら目に見えない何かを 

畏れ敬い、その中で健やかに生きる、育つことを季節の節目節目で祈ってきました。 

このような気持ちを大人自身が抱いて節句をすることは、子供の成長の助けになるでしょう。 

なぜなら、その目に見えない雰囲気こそを子供は受け取る力があるからです。 

とは言え、堅苦しく考えず、自然と共に生きてきた日本の伝統のよさと、自然に対する 

畏敬の念を片隅で思い起こすきっかけにして、楽しくお節句ができたらいいのではないで 

しょうか。 

このようにして自然とやってくる季節の巡りだけでなく、特に毎年同じことを意識して 

繰り返す行事、慣習というものを子供は好みます。それは記憶力を育み、生命感覚を強め、 

意志の育成に役立ちます。 

意識的に繰り返すこれらの行事は、それを準備する私たち大人にとっても意志を強める助け 

となります。 

意志を育む・四季のリズムと節句
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ポイント 

玄米に梅酢を混ぜて、そこに刻んだ漬物とナッツを混ぜただけの簡単なお寿司に、ちょっと手間を

かけて薄いビーガンクレープ、もしくは卵焼きを焼いて、着物に仕立て 

ひな人形を作ります。 

頭部はうずら卵にしても可愛いです。 

お寿司の中の具を小さめに切ることがポイント。 

ひな人形の形が崩れてしまうのを防ぎます。 

子供と一緒に作ってみてください。

炊いた玄米 

べったら漬け 

ローストかぼちゃの種 

しそ 

三つ葉 

桜の塩漬け 

かぼちゃのマッシュ 

地粉 

水 

植物油 

のり、黒ごま

作り方 

1. べったら漬けはみじん切り、しそは千切りにして、ローストかぼちゃの種と一緒に炊いて、 

梅酢を混ぜた玄米に混ぜ込む。それを三角錐型のおむずびにしておく。 

これがひな人形の体になる。三つ葉はさっと茹でておく。これがひな人形の着物の帯になる。 

2. かぼちゃのマッシュ 1/4 の量と地粉大さじ 3、水大さじ 4 を混ぜて生地を作り、油をひいた 

フライパンで丸いクレープ状にする。この分量で２枚分。 

これを半分にして、ひな人形の着物にする (薄い卵焼きで作ってもいい)。 

3. 三角錐型のおむすびにしたものに、半円状のクレープ (もしくは薄い卵焼き) を巻いて着物にし、 

三つ葉で結んで、結び目に桜の塩漬けを挿す。頭にのりを付け、黒ごまで顔を作って完成。

簡単  ひな人形寿司

Recipe 
15

材料 (人形 8 個分)

2 合分 (梅酢大さじ 1 を混ぜておく) 

1/2 本 (オーサワの無砂糖のもの) (海外では自家製糠漬け、青菜の茹でたものなどでも） 

大さじ 3 (ひまわりの種を梅酢で炒ったものでも） 

4 枚程度 

8 本 (なければ、あさつきなど細い緑色の野菜) 

8 個 (塩抜きしておく) 

100 g (皮をとって、蒸したもの) 

大さじ 12 (もしくはスペルト小麦) 

大さじ 16 (240 cc) 

適量 

少々

玄米寿司

かぼちゃクレープ or 
薄い卵焼き

三つ葉の茎桜の塩漬け

黒ごまなど

のり
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昆布出汁 

菜の花 

白みそ 

みりん 

へぎゆず

菜の花と白みそのおつゆ

作り方 

1. 昆布出汁は鍋に入れ火にかけて、沸騰直前に昆布を引き上げる。 

2. 菜の花はさっと塩茹でして、食べやすい大きさにする。 

3. 1. の出汁に、分量の白みそをすり鉢であたってから、溶かし入れる。 

その後にみりんも加えて、沸騰直前に火を止める。 

4. お椀に菜の花を盛って、お汁を注ぎ入れ、へぎゆずをあしらう。

Recipe 
16

500 cc (昆布 1 片をひと晩浸水） 

5 本 

大さじ 4 

大さじ 1 

好みで適量

材料 (5 人分)

ポイント 

甘味のある白みそのお汁です。みりんを使わず、甘酒を加えても美味しくできます。 

その場合は 400 cc の昆布出汁に対して、白みそ 1/4 カップ、甘酒大さじ 2 ほどの割合で。

このお汁の場合は青菜でなく、里芋や団子が合います。 

青菜が苦手な場合は、こちらを試してみてください。
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にんじん 

ブロッコリー 

長芋 

地粉 

塩 

揚げ油 

ゆかり塩、青のり

野菜のフリッター

作り方 

1. にんじんは皮ごと洗って 16 個くらいの乱切りにし、塩少々をふって蒸すか、茹でておく。 

ブロッコリーも同じように小房に分けて、さっと茹でておく。 

2. 長芋は皮をむいて、すりおろし、地粉と塩を加えて衣を作る (水は加えない)。 

3. 揚げ油を熱し、にんじん、ブロッコリーに 2. の衣をまとわせて揚げる。 

食べる時に好みで、ゆかり塩や青のりをまぶす。

Recipe 
17

中 1 本 

1/2 個分 

300 g (皮をむいて） 

大さじ6 (小麦粉やスペルト小麦でも) 

少々 

適量 

好みで適量

材料

ポイント 

野菜嫌いの子供でも食べやすいフリッター。 

長芋の衣がふわっとして美味しいです。 

旬の山菜やたけのこなど野菜を変えて作っても楽しめます。
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玄米餅米粉 

白玉粉 

豆腐 

よもぎ 

きな粉 

甜菜糖 

塩

豆腐とよもぎの団子

作り方 

1. ボウルに玄米餅米粉と白玉粉を入れて、混ぜ合わせる。そこに豆腐を少し加えて、水分を 

練り込むようにしてこねる。茹でて刻んだよもぎ (またはよもぎの粉) を加えて、さらにこねる。 

豆腐は一度に加えず、少しずつ固さの様子を見て加えること。 

耳たぶほどの固さになったら丸める。 

2. 鍋にお湯を沸騰させ、1. を茹でる。茹で上がったら、水を張ったボウルに入れて粗熱をとり、 

引きあげて水気を切る。 

3. きな粉と甜菜糖、塩を混ぜたものをまぶす (または茹でた小豆などでも)。

Recipe 
18

2 カップ 

1 カップ 

1 丁 ～ 

適量 (茹でて刻んだものやパウダーでも) 

適量 

適量 (または黒砂糖) 

少々

材料

ポイント 

水を加えず、豆腐で団子をこねることで時間が経っても固くならないので、とても便利です。 

春のお節句によもぎと作ってもいいですし、中秋の名月の時期には茹でたかぼちゃを加えて 

作ってもいいでしょう。その場合はかぼちゃを入れる分、豆腐の量を減らして作ります。 

年中通して使える団子レシピは、普段のおやつにも使いやすい定番レシピです。 

玄米餅米粉と白玉粉が揃わない場合は、餅米の粉だけでもかまいません。 

3 カップの餅米粉に対して約 1 丁の豆腐を目安にしてください。 

豆腐の種類はキメが細かいものなら木綿でもいいです。 

海外在住の方は、粉末状のよもぎ粉なら買い置きできて便利です。 

またはその土地に伝わるハーブで代用してもいいでしょう。
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光を待つ時、クリスマス 

海外の季節の行事も日本ではよく取り入れています。特にクリスマスはどの家庭でも楽しんで 

いるのではないでしょうか。基本的に日本の文化ではないクリスマスですが、季節のリズムを 

眺めると、その時期をまた新しい視点で楽しむことができます。 

「待つ」を楽しむ、アドヴェントカレンダー 

ドイツではクリスマスの 4 週間前の日曜日から、すでにクリスマスは始まります。 

待降節、アドヴェントと呼ばれる時期で、クリスマス特別のお菓子、ケーキ、日持ちのする 

それらをせっせと作るため、11 月にはすでにその準備でどの家庭も大忙しです。 

冬は寒くてお布団から出るのも嫌になりますが、そんな時、毎日一つずつ小さな贈り物を 

してみてはいかがでしょうか。アドヴェントカレンダーと呼ばれる 1 日ごとにめくると 

絵が出てくる日めくりカレンダーや、小さなサックや小袋を 24 個用意して、一つずつ 

プレゼントを入れて飾る。 

アドヴェントの時期には、毎朝起きてきた子供たちから小さな贈り物を受け取ります。 

それだけで子供たちはお布団から喜んで出てきてくれるようになります。 

毎日に喜びがある。小さな楽しみを積み重ねながら、クリスマスという日を待つ。 

心にふっと明かりが灯るような毎日を過ごしてみるのはいかがでしょうか。 

暮らしの中に光を抱く、キャンドルのある毎日 

もう一つ、この時期におすすめしたいのが、キャンドルの灯り。クリスマスは光の誕生だと 

言います。ドイツではアドヴェントの時期には 4 本の大きなキャンドルをリースで飾った 

アドヴェントクランツというものが出回ります。 

毎週 1 本ずつそのキャンドルをともし、4 週間を過ごします。 

キャンドルをともしながら、1 週間のリズムを刻む。毎週増えていくキャンドルの灯りは 

家の中だけでなく心まで明るくしてくれるようです。まだ一週間がわからない小さな子供にも、

目に見えて増えていくキャンドルの灯りと共にもたらされるリズムは、何かを心にそっと 

留めてくれるようです。
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見えないものを感じて過ごす、光の体験 

クリスマスの前には冬至があります。闇が最も深くなる。夜が最も長くなる時です。 

それを境に昼の時間が少しずつ長くなり、闇に光が勝っていきます。 

地表では全てが枯れて静まり返っているので、目に見える部分は寂しく、何もないように 

見えますが、自然界を覗いて見ると、寒い冬の間に見えない地中では、しっかり根に力を蓄えて、 

来る春への準備をしている。 

見えない部分では、とても活発に命が動いています。それが冬の姿です。 

日頃は見える世界を主に感じて暮らしている私たちも、この自然界のように見えない内側を 

感じていく。自分の中にある見えない力に意識を向けていくことができるのが、 

このクリスマスの特別な意味だと思うのです。 

この時期の地球の姿、自然のあり方、命のあり方を感じてみると、クリスマスという時期は 

宗教に関係なく、何か特別な意味を持つように感じられます。 

日頃、目まぐるしく動いている世界、華やかで色とりどりの世界に翻弄されている私たちが、 

静かで何もないように見える冬の地球の中で、生き生きと動く命がまさに芽生えようと 

しているように、自分の内側へ向かって、見えないものを感じる意識を持っていく。 

闇の中に光が生まれるように、光が闇に勝っていく時期に、自分の中にある光を体験し、希望を 

見つける。 

そういう時間もまた、クリスマスのもたらしてくれるものなのかもしれません。
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A 

スペルト小麦 

葛粉 

ヘーゼルナッツパウダー 

ベーキングパウダー 

B 

メープルシロップ 

植物油 

甜菜糖 

塩

クリスマス型抜きクッキー (ビーガン)

作り方 

1. A の材料をボウルに入れて、よく混ぜる。B の材料も別のボウルに入れて、よく混ぜる。 

A の粉類に B の液体を加え、さっくりヘラで混ぜて、ひとまとまりの生地にする。 

このままでは扱いにくいので、ラップをして冷蔵庫で 20 分ほど冷やす。 

2. オーブンを 170 度に予熱する。薄く伸ばして型で抜いた生地を 170 度で10 分焼いて、 

一度オーブンから出して冷まし、再び 160 度で 10 分焼く。 

できたらラックにのせて冷ます。

Recipe 
19

90 g (薄力粉でも) 

10 g (なければコーンスターチ) 

20 g (アーモンドパウダーでも) 

少々 (なくてもいい) 

40 g 

30 g 

10 g 

少々

材料

ポイント 

これは長持ちする固めのビスケットのようなクッキーです。 

クリスマス前にたくさん焼いて、缶に入れておくと便利。誕生日ケーキの上に文字を作る時にも 

使えます。シンプルで飽きのこない味です。甜菜糖を使うことで、カリッとした食感を作ります。 

好みでシナモン、ナツメグなどのスパイス、レモンの皮などを加えると、さらにクリスマスらしい 

雰囲気に。またはアイシングでデコレーションしても楽しいです。
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スペルト小麦 

甜菜糖 

無塩バター 

シナモン 

卵 

塩

定番クリスマスクッキー

作り方 

1. スペルト小麦、甜菜糖、塩、シナモンをボウルに入れて、よく混ぜる。 

2. サイコロ状に切った無塩バターを　1. に加え、そぼろ状によくすり込み、最後に溶いた卵を 

加えて、ひとまとまりの生地にする。 

3. 30 分ほど生地を寒いところで休ませてから、2 ミリくらいの厚さに伸ばして 

好きな型で抜く。さらに寒いところで 15 分ほど休ませる。 

その間にオーブンを 160 ～ 170 度に予熱する (オーブンによって加減してください)。 

4. 生地をオーブンに入れたら 160 ～ 170 度で 15 ～ 20 分きつね色になるまで焼いて、 

取り出し冷ます。 

好みで粉砂糖、アイシングでデコレーションしても。

Recipe 
20

500 g 

150 g (できたら粉末状にする) 

350 g (冷たいもの) 

小さじ 1/2 

1 個 

少々

材料

ポイント 

乳製品がアレルギーもしくはビーガンでない限り、北欧や質の良い乳製品が伝統的に食べられて 

いる国では良質の乳製品は身体にとって心地よく、自然に働くことがあるようです。 

逆にこのような寒い国では、ココナッツオイルなど南国で採れるものでの代用が多過ぎることが、 

身体に負担になることがあります。 

ですから、植物性食品という軽さと産地による性質の影響を身体で感じながら、どちらもうまく 

使えるといいなというふうに思います。 

このクッキーも缶に入れて保存し、2 週間は美味しく食べられるので、アドヴェントの時期に 

大活躍します。 

スパイスもほとんど入っていないので、子供から大人まで、どなたにも好まれる味です。
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米飴 

甜菜糖 

無糖ピーナッツバター 

玄米フレーク 

ココアパウダー 

キャロブパウダー 

リブレフラワー (玄米粉) 

塩

ビーガンキャラメル

作り方 

1. 鍋に米飴、甜菜糖、無糖ピーナッツバター、ココアパウダー、キャロブパウダー、塩を入れる。 

弱火にかけて練りながら、リブレフラワー (玄米粉) を加え、さらに練る。 

2. ふつふつと周りに泡が立ち、底が見えるように練れてきたら (3 分程度かかる)、玄米フレークを

一度に加え、よく混ぜ合わせる。 

3. 冷やしておいたバットに 2. の生地を流し入れて粗熱をとり、小さめのキャンディ状に丸める。 

冷めるとやや固めのキャラメルになるので、子供用には噛めるように、小さめに作ることを 

おすすめします。

Recipe 
21

50 g 

20 g (すり鉢であたるか、攪拌して粉状にしておくと溶けやすい) 

20 g 

15 g (オートフレークでも) 

大さじ 1 (6 g) 

小さじ 1 (2 g) 

小さじ1 (4 g) 

少々

材料

ポイント 

クリスマスのお楽しみに、こんな手作りキャラメルはいかがでしょうか。 

常温で 1 ヶ月は保存できます。ワックスペーパーに一つずつ包んでおくと、まるでお菓子屋さん 

みたいで子供が喜びますよ。
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レーズン 

デーツ 

クランベリー 

アーモンド 

オート麦 

無糖ピーナッツバター 

塩 

キヌアのパフなど

フルーツボール (ビーガン・砂糖不使用)

作り方 

1. オート麦、無糖ピーナッツバター以外の全ての材料をフードプロセッサーに入れて、 

攪拌する。 

最後にオート麦と無糖ピーナッツバターを加えて、さらに混ぜ、ひとまとまりにする。 

2. ひと口大に丸めて、周りにキャロブパウダーやキヌアのパフなどをまぶして、完成。

Recipe 
22

材料

150 g 

100 g 

40g (なければデーツをこの分増やす) 

30g (ローストしておく) 

35 g 

20 g 

少々 

適量 (キャロブパウダーなども)

ポイント 

小さい子供でも食べやすい、砂糖不使用のドライフルーツベースのボール。 

たくさん作ってタッパーに入れておくと便利。これも一粒ずつワックスペーパーに包んでおくと 

子供が喜びます。 

丸める作業も小さな子供でも楽しめるので、ぜひ一緒に作ってみてください。
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節句を祝うように、季節ごとの台所仕事のリズムは子供と一緒に楽しむことができる上、 

健やかな成長を助けます。梅雨の時期の梅干し、初夏のジャム作り、冬の間のみそ作りなど。 

育児に余裕がでてきたら、どれか一つでも子供と年に一度のお楽しみに、暮らしのリズムに 

取り入れてみてはいかがでしょうか。 

美味しい記憶、手を使った体験はよい思い出になるだけでなく、子供の健やかな感覚の成長を 

助けます。

季節の台所を楽しむ
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材料 (でき上がり 6 ～ 8 キロ分)

みその作り方

前準備 

1. 大豆はたっぷりの水でひと晩浸水させて戻す。さらしは煮沸消毒しておく。 

2. 米麹は甕底用とフタ塩用をとりあけた残りの分量の塩と混ぜる (これを塩切りと言う)。 

作り方 

1. 浸水させた大豆の水を切り、圧力鍋で 40 分 ～ 煮る。 

目安は簡単に指でつぶれる固さ。無圧鍋なら 3 時間ほどかかる。煮汁をとっておく。 

2. 煮た大豆をマッシャーでつぶし、40 度くらいに冷ます。 

3. 冷めたら、2. に塩切りした麹を加えてよく混ぜる。煮汁で固さを調整する。 

4. 甕をアルコールで消毒し、甕底に塩をふり、みそ玉を作って空気が入らないように 

甕に詰めていく。最後に残った塩で、みその表面を覆う。 

5. さらにアルコールを浸したさらしを上に重ねて、重石を置く。甕内部をきれいにアルコールで 

拭きとってからフタをし、新聞紙をかぶせ、さらにビニール袋をかぶせて、なるべく密閉した形

で保存する。冷暗所にて、一夏越すこと。 

6. 梅雨には天地返し (上下を返す) をし、再び 5. の工程でしっかり密閉し、保存を続ける。 

1 月か 2 月に仕込んだものは、11 月、12 月には完成しています。 

でき上がりは大豆の重さの約 3 ～ 4 倍になります。

Recipe 
23

大豆 

米麹 

塩 

 

道具 

消毒用アルコール 

さらし (甕の大きさに合ったもの ５ ～ ６ 枚) 

重石 (大豆の量と同じくらいのもの) 

新聞紙、ビニール袋、紐

2 キロ 

2 キロ 

800 g (このうち 200 g は甕底用、フタ用にとっておく)


