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食品の陰陽を通じて食材の強弱を身体で感じられることは、体調を自分で整える助けになります。 

また幼児期は、なるべく穏やかな味を中心にすると味覚を育む助けになります。 

強い味、日常使いの味、穏やかな味。 

エネルギーの違う同じ食材やその代用となる食材を次の頁に書き出しました。 

穏やかな味を意識しつつ、この 3 つを自分の体調や気分に合わせてうまく使い分けて 

いきましょう。 

自分のものさしを見つけるために、その基準としてこの目安を使ってみてください。

2. 取り入れたい食の穏やかな選択肢

・強い味 / 嗜好品 

・日常使いの味 (ヘルシー) 

・穏やかな味 (マイルド)

・・・ 嗜好品として考えるといい食材 

・・・ 普段、特に症状がない時に誰もが取り入れやすい食材 

・・・ 他のものより身体への負担が少ない食材
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強い味 / 嗜好品 日常使いの味 穏やかな味

穀物
精白穀物全般 

(白米)

分搗き穀物 

(三分、五分など)

全粒穀物 

(玄米)

小麦製品 精白パスタなど
ふすまや全粒粉が 

混ざった小麦製品
全粒小麦製品

パン 白いパン 全粒粉を使ったパン
全粒粉と天然酵母を使った 

パン

乳製品
チーズ、バター 

クリーム、ミルク 

(オーガニック)

ナッツ、ナッツバター 

豆乳、穀物ミルク類

種子バター、みそ、 

豆腐、穀物クリーム

卵 卵 (オーガニック) 卵 (オーガニック)(少々)
豆腐、湯葉など大豆製品 

長芋、山芋

動物性 肉 (オーガニック) 魚介類 (オーガニック)

全粒穀物製品、豆類 

揚げ、テンペ、豆腐 

高野豆腐、麩など

糖類 精白糖 (オーガニック)
黒砂糖など未精製糖 
はちみつ、甜菜糖 
メープルシロップ

米飴、甘酒など 
穀物ベースの甘味、 

甘い野菜

芋類
じゃがいも 

さつまいも
里芋、干し芋 山芋、長芋、自然薯など

果物
亜熱帯・熱帯地域のフルーツ 

(オーガニック)

オーガニックのフルーツや 

それを調理、干したもの

季節のオーガニック 

フルーツ 

それを調理、干したもの 

(温帯地域のもの)

香辛料
熱帯地域のハーブ、香辛料 

カレーのスパイスなど

オーガニックニンニク 

チリ、ハーブ、わさび 

マスタード、こしょうなど

しょうが、ねぎなど温帯地域の 

薬味

ソース
トマトケチャップ 

(オーガニック)

砂糖不使用 

トマトケチャップ

にんじんなど根菜で 

作ったソース

酢類 ワインビネガー
玄米酢、バルサミコ酢、 

柑橘類など

玄米酢、梅干し、梅酢、 

柑橘類

お菓子
チョコレート　 
(オーガニック)

オーガニックカカオを 
使ったお菓子 

オーガニックキャロブを 
使ったお菓子

穀物コーヒーを使った 
お菓子 

(イチジク不使用のもの)

デザート
卵や乳製品使ったもの 

(プリンなど)

ナッツバターやミルク、 

豆腐などを使ったもの 

(豆腐チーズケーキなど)

穀物、豆、種子ベースのもの 

(団子など)

ゼリー ゼラチンで作るゼリー 寒天や葛を使ったゼリー
季節のものを使った 

寒天と葛で作ったゼリー
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                   味のバラエティ 

五味五色の五味とは、酸味、苦味、甘味、辛味、鹹味 (塩気) を指します。 

穏やかな甘味 (穀物) を中心として、他の味も加えるようにします。 

バランスとしては穏やかな甘味を 7 割程度、残りの 3 割程度を 4 種の味で作るイメージです。 

往々にして塩気の強い食卓が多くなる傾向があるので、穏やかな甘味、特に穀物を中心に 

することを子供の食事では意識しましょう。 

・穏やかな甘味の食材 

    全粒穀物、玄米、玄米餅、雑穀類 (もちあわ、きび、ひえなど) 、かぼちゃ、玉ねぎ、キャベツ、 

    にんじん、かぶ、白菜、とうもろこし、ひよこ豆、栗など 

・酸味のある食材 

    梅干し、梅酢、柑橘類、発酵食品の酸味、ザワークラウトなど、玄米酢、果物の酢など

                  色のバラエティ 

精進料理でも五味五色と言いますが、緑 (青) 、赤、橙、白、黒の 5 色を意識します。 

食卓が黒過ぎないか？茶色過ぎないか？華やかな赤や緑、黄色などが入ると食卓の栄養素、 

エネルギーも変わります。 

緑黄色野菜にはビタミンが多く含まれますが、葉物の緑と根菜のオレンジ (橙) では、 

エネルギーも栄養素も違います。 

また身体を冷やす傾向のある色 (紫、緑、赤) と温める傾向のある色 (茶、橙、黒) があります。 

5 色をもとに、食卓からバランスを眺めるように意識してみましょう。

1

献立て作りのヒント

2

見えないエネルギーをバランスよく取り入れるための献立作り。どこをどうしたら？という 

ポイントをつかみましょう。感じ方を見つけるコツさえ押さえてしまえば、後はどんどん自分で 

献立てを作っていけます。

point

point
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                   食感のバランス 

食感にバラエティがあると食事の満足感が得られやすいです。また発達しつつある味覚、 

そして様々な感覚を育むにも食感に幅を持たせることで、その発達を促します。 

幼い子供には柔らかいものが多い方がいいのですが、それを基本にして他の食感も 

バランスよく取り入れるように意識してみましょう。

                   調理時間のバランス 

1 日の食事、1 回の食事を作る時に、10 分以上加熱したもの (よく加熱した料理) と、 

10 分以下加熱したもの (軽く火を通した料理) の両方が含まれることを意識します。 

加熱が長いものは身体を温めたり、スタミナ、持久力をもたらし、加熱が短いものは身体を 

冷やしたり、リラックス、爽快感をもたらします。エネルギーでいうと陰陽、両方の 

エネルギーを献立の中に取り入れるイメージです。 

・10 分以上加熱した料理 ・・・煮物、おでん、グラタンなどのオーブン料理など 

・10 分以下の加熱料理     ・・・プレスサラダ、茹で野菜、浅漬け、和えものなど

・苦味のある食材 

    ごま、ナッツ類、ルッコラ、からし菜、春菊などの葉物、パセリ、よもぎ、麦茶、 

    穀物コーヒーなど 

・辛味のある食材 (スパイスでなくぴりっとした、ツンとした刺激) 

    大根おろし、しょうが、ねぎ、生の玉ねぎ、辛子、わさび、ホースラディッシュ、クレソン、 

    かいわれなど 

・塩辛い食材 

    みそ、しょうゆ、塩、海藻、漬物類、魚介類など 

・その他、時々用いる味として (強めの甘味、強めな辛味) 

    強めの甘味 ・・・ 果物、ドライフルーツ、穀物飴、甘酒、メープルシロップなど 

    強めな辛味 ・・・ 唐辛子、こしょう、ハーブ類 (タイム、ローズマリー、ベイリーフなど 

                                   温帯地域産のもの)

3

4

point

point
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                    メニュー組み合わせのバランス 

シンプルと複雑、というバランスを献立に取り入れます。 

例えば、一種類の料理に調味料や材料がたくさん入ったものをメインにした場合 (複雑)、 

その副菜やお汁には具のシンプルなものをもってくる、という具合です。 

基本のご飯が (ご飯、漬物、みそ汁) 具も献立もシンプル過ぎると、満足せず、食後に他のものが 

欲しくなることがあります。 

そのような場合は、おかずに野菜や豆腐の炒めものなど具沢山のものを一品作る、ということで 

バランスを取ることができます。 

子供に手がかかり、品数をたくさん作ることができない時には、炊き込みご飯とシンプルなお汁。 

もしくは、具沢山のお汁にシンプルなご飯、という組み合わせを基本に考えると楽です。 

そこに漬物があれば、食感のバランスも取れて、満足しやすいでしょう。 

例: 具沢山のシチューに、キャベツのプレスサラダ、ご飯、漬物 

      豆腐ステーキの野菜あんかけに、わかめのみそ汁、ご飯、漬物 

      野菜とひじきの春巻きに、大根のみそ汁、玄米ご飯、漬物 

      けんちん汁、分搗きご飯、漬物 

5

・ほどよい噛みごたえのある食感 (顎の発達、脳の発達を助ける、身体に響く) 

    炊いた玄米、餅類、麺類、きんぴらなどの根菜のおかず、厚揚げ、高野豆腐など植物性、 

    動物性タンパク食材 など 

・とろみ、柔らか、クリーミーな食感 (身体の中心を強く、滋養する、内臓に響く) 

    よく煮込んだ豆や野菜料理、豆腐、ごま豆腐、穀物のお粥、葛でとろみをつけたもの 

    野菜のポタージュ、すりおろしたもの、緩めの寒天ゼリー など 

・パリッと歯応えのある食感 (食事に開放感と満足感を与える、心に響く) 

    浅漬けなどの漬物、プレスサラダ、生野菜、軽く茹でた野菜、軽く炒ったナッツ類、 

    さっと炒めたもやしなどの野菜

point
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私たちの身体が肉体、エーテル体、アストラル体、自我で構成されていると考えた時、肉体を 

維持できているのは、絶えずエイジング (肉体の崩壊、老化) に対してエーテル体が構築、 

形成の力を持って対抗しているからだと考えられます。 

     鉱物界と共有  -  物質体  -  肉体と関わる 

     植物界と共有  -  エーテル体 (形成力、構築、成長の力)  -  生殖、消化器、腺に関わる 

     動物界と共有  -  アストラル体 (感情)  -  神経組織に関わる 

     人間界と共有  -  自我 (意志の力)  -  血液循環に関わる 

人間、動物、植物、鉱物という 4 つの世界を眺めた時、植物と人間はエーテル体を共有して 

います。動物と人間はアストラル体を共有しています。 

菜食がもたらすもの ～ 植物を食べる  -  肉体、神経組織を自ら構築する力を得る ～ 

・消化のプロセスを通して、肉体を健やかに、壮健にすることができる。 

・エーテル体の力を身体に取り込むことができる。 

・肉体が消化に使う力が少なくてよいので、疲れにくく、思考に力を使うことができる。 

・見えない部分では霊的な成長、個人の偏見から解放され、大きな観点からの視点を持つ 

    ことを助ける。 

・エーテル体を持つ植物を食べて体内に取り込むと、肉体は純粋に植物が構築した要素 

     (エーテル体の力) を取り込み、それを消化活動を通して再構築し、人間の身体の中に 

    取り込みます。 

    そのプロセスにより、人間は壮健になる (エーテル体を育む) と言えます。 

・動物は植物を摂取して肉を作ることができます。けれど、植物を調理してもそのままで 

    肉になるわけではなく、人間や動物の体の中で肉が作られています。 

    外的にはできないことを私たちは体の中でやっている。つまり、体の中で植物をもとに 

    肉を作っている、そのために何かが働いていると考えられます。 

    人間や動物の中には、植物から肉を作り出す力が備わっていると考えます。

肉食と菜食

～ 菜食とエーテル体 ～



第 3 章 2. 取り入れたい食の穏やかな選択肢

 

186

動物界と共有  -  アストラル体 (感情体)   -  神経組織に関わる 

肉食がもたらすもの ～ 動物を食べる  -  自分以外の神経組織を取り込み影響を受ける ～ 

・神経組織に複雑な影響を受ける可能性がある。 

・個人的な興味、反感、共感という感情や情熱を抱くことを促す。 

・勇敢さ、果敢さという性質を生む。 

・身体が弱っている時には、肉体を滋養し、満たす力がある。 

・アストラル体 (感情体) は個人的な要素を持つので、それが肉体に取り込まれると、動物を 

    通して生じたアルトラル体 (感情体) を人間が体内で消化、克服する必要があると考えます。 

・アストラル体は神経組織に関わります。エーテル体と違って個人的な性質を持つ 

    アストラル体は、神経組織を新たに生み出すのでなく、肉体は動物の神経組織によって 

    複雑な影響を受けることになると考えられています。 

・人間が個人的な興味、反感、共感など感覚的な情熱を抱くのは、肉食によるアストラル体が 

    影響していると考えられる。また同時に勇敢さ、果敢さという力を生むのも肉食によると 

    考えます。 

・身体が植物を摂取して、それを自分の肉体に栄養として取り入れるだけの力がない時には 

    (消化能力低下、病中後、虚弱な体)、肉食が助けになります。 

     肉は内臓にとどまらず、全身に広がり、滋養する力があると言われています。

・菜食をすることで、自分に備わっている力を使って、植物から肉体を作る。 

    自分に備わっている力は使うことで強く、健やかになります。また余分な力を使わなくて 

    よいので、疲労しにくく、身体が思考に力を使うことができます。 

・植物の持つ力は、エーテル体の力。普遍的な力。つまり霊性でもあります。それ故に、菜食に 

    なると個人という偏見からの解放、霊性を持つ視点を持つことが促されるというふうに 

    考えることができます。

～ 肉食とアストラル体 ～
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菜食と肉食のバランスを考える時に、目安となるのが歯の構造です。 

大人の歯は全部 32 本あり、20 本は臼歯、8 本が門歯、4 本が犬歯です。 

歯の大部分を占める臼歯は、その名の如く、穀物や豆類、種子をすりつぶし、固い繊維質を 

噛み砕くのに適しています。 

8 本ある門歯では野菜を噛み切ることができます。残りの 4 本の犬歯は噛み切るための歯で、 

肉などを食べるのに適しています。 

この歯は消化活動の第一段階と考えた時、歯の生えている比率には意味があると考えられます。 

この比率に従って適した食べ物を摂取するとしたら、5/8 が臼歯 (穀物)、2/8 が門歯 (野菜類)、 

1/8 が犬歯 (肉類) となり、穀物と野菜は 7/8、肉類は 1/8 となります。 

つまり 7 対 1 の割合で穀物菜食と肉食を取り入れることが、自然なバランスなのかもしれない 

というふうに歯の構造を眺めて考えることができます。

臼歯  
穀物

門歯  
野菜類

犬歯 
肉類

臼歯  
穀物

臼歯  
穀物

臼歯  
穀物

門歯  
野菜類

犬歯 
肉類

犬歯 
肉類

犬歯 
肉類

歯の構造と穀物菜食 ( 7 対 1 のバランス)
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・タンパク質の摂取方法を多様化する知識を活かす 

    (植物性タンパク質のバラエティ、豆類、テンペ、豆腐類、ソイミート、穀物など) 

・マクロビオティック、ビーガン、精進料理など、植物性だけで作れる食卓のアイデアを 

    取り入れる 

・伝統的な食文化のあり方を質、量、内容ともに参考にしてみる 

    完全に肉食か菜食かと極端にならなくても、一人一人が節度について考え、感じることでも 

    食卓から世界が変わるかもしれません 

◯ 母乳が生まれてまもない赤ちゃんにとって、最良の栄養であることを考えると、自然によって 

     もたらされる母乳の栄養モデルに沿った食事が、理にかなっていると考えられます。 

     つまり、植物性の食品である穀物、野菜、果物、タンパク質としては、植物性と動物性の 

      中間である乳製品を取り入れるという見方です。 

     けれど、日本人は乳製品を摂取する文化があまりなく、肉体的にも耐性がない場合が 

     ありますので、植物性の豆製品、また必須アミノ酸を含むみそをはじめとした発酵食品を 

     用いること、環境の上から近海で捕れる魚介類をタンパク質として摂取することが 

     考えられます。 

◯ タンパク質の摂取には気を付ける点があります。肉や卵には身体の成長や体重の増加を 

     加速させる作用があると言われています。人間は動物と比べて身体の発達が遅く、それ故に 

     心や精神を発達させることが可能だと言われています。なので、むやみに身体の成長が 

     加速するようなタンパク質の摂取の仕方や量には、気を付ける必要があるでしょう。 

◯ 自然環境や食用とされる動物の育成環境など、様々な問題が明らかになっている今、 

     植物性食品メインの食卓を増やしていくことは、人間の健康だけでなく、地球全体で見た時の 

     健康という大きな視点での調和をもたらすと言えるかもしれません。 

     以下のようなヒントを食卓の上から取り入れることができます。

タンパク質について
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ビーガンやローフード。それぞれのやり方で健康や自然環境への利点もあるのですが、陰陽や 

調理法の視点から見ると、特に子供の食事としては注意した方がよい点がいくつかあります。 

美味しく、環境にも生き物にも優しいこれらの食事法を、見えない視点も取り入れて 

より良く楽しめたらいいですね。

ビーガンとローフード料理の注意点

・栄養素のバランスは整っていることが多いが、産地で見ると、熱帯地域のものの摂取が 

    多くなる傾向がある 

    身体の冷えに注意が必要 

・生の摂取は酵素などには有効だが、消化力の弱い子供にとっては負担になることがあるので、 

    体質や取り入れる時期、量を考慮する 

・良質のものであってもナッツ類、脂肪分の摂取が多くなる傾向がある 

    スパイスや甘みも強い傾向があるので、取り入れる頻度、住んでいる地域や環境を考慮する 

・調理法に攪拌が多くなる傾向があるので、シンプルな調理法、電気製品を使わない調理法も 

    取り入れるように工夫する

・糖分の質は良質なものを選べるが、甘味の強さが普通食より強い傾向がある 

    (甘味を付ける、足し算の料理) 

    味覚の面で優しい甘味 (穀物、野菜の甘味を引き出す料理) も取り入れるように工夫する 

・食事の満足感を得るため脂肪分、味付けが濃くなる、スパイスが多様になる傾向がある 

    (陰性の傾向) 

・栄養素だけでなく、食材の産地や季節に応じた食べ方にも考慮する 

・調理法が複雑、または加工食品が多くなる傾向があるので、シンプルな調理法、味付けも 

    取り入れるようにする
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