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食物の性質では、それがどのようにして自然界の中で関わりを持ち、成長し、太陽や大地、水、

空気、熱などの諸力を得ながら、相互に関わり合ってでき上がったのか、そして、その力が 

どのように、その植物の中に影響しているか？ということを観察します。 

このように植物を眺めた時、植物の力や影響、人間との相互作用を理解する助けになります。 

これは陰陽の見方にもつながります。たとえ同じ栄養素を含む野菜であっても、それが光のある 

場所で育つのか、それとも地中で育つのか、暖かいところで育つか、寒いところで育つか、では

見えない力が働き、その植物には異なるエネルギーや性質が宿ります。 

それぞれの植物の持つ質を知るには、植物が成長の過程で受けてきた環境のエネルギーと 

それによる質の違いに注目します。環境とそれ自体が互いに影響し関わりあって、ある性質が 

現れ、ある特定の質を持つようになります。このような植物の成長のあり方は、子供の発育の 

あり方とも通じるところがあるのではないでしょうか？ 

このような視点で、野菜は様々な違いの中で、どのような性質を持っているのかを 

見ていきましょう。

2. 野菜の性質

① 部位による質の違い (根、葉、実) 

② 形による質の違い (木になる実、地上で丸くなる実、上に伸びる葉、下に伸びる根)
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根は土と結び付いています。大地はミネラルを多く含んでいます。ですから、根の野菜は 

土壌の中の塩類を吸収しています。塩は陽性さでもあり、形成、凝固の力があります。 

根菜の受けた大地からの塩の影響は、人間にとって大地と呼応する頭部に直接作用し、 

思考の力を与えます。根は人間の身体では、神経、感覚系の働きと呼応します。 

自然界で人間と地球 (大地) を眺めた時、大地は人間の足ではなく、頭部と関連しています。 

胎児がまず頭から形成されていくように、頭部は全宇宙であり、地球そのものに呼応するから 

です。また、人間を固くし、骨や骨格を形成するにはミネラルが必要です。 

そのような固いものを形成する力は、まず塩分の作用を受ける頭部よりやってきます。 

子供のおなかにぎょう虫が湧くような時には、衛生上の問題だけでなく、頭部の力が全身に働き 

かける力が弱まっているというふうに見ることができると言います。

① 部位による質の違い

野菜の部位による違い

実 (と花) の部分 
下腹部: 生殖器、生殖機能、消化代謝系

葉の部分 
胸部: 肺、心臓、リズム系、吸呼器系

根の部分 
頭部: 神経、感覚系

ここでは主に植物の部分に、どのような自然界の諸力 (太陽、大地、水、空気) が関わって 

いるのか、それによって形成された植物の持つ性質は、人間の何と呼応するのか、という視点で 

部位ごとに野菜を眺めます。

根の部分  -  頭部を養い、身体を強くする
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花が咲き、実が結実する様子は人間で言うところの生殖機能と呼応しています。 

人間の新陳代謝、生殖機能と植物の花や実の部分は同じ領域に対応していると言えます。 

植物の種である穀物は、この実の部分に当たり、命を養う生殖に関わる大事な食物だと 

言えます。 

消化器系や腸の働きを助ける時、果実が助けになります。新陳代謝を活性化させたい時には、 

植物の花のお茶などが助けになります。 

例えばカモミールは胃腸を助け、生理痛を和らげる効果があります。 

ローズティーは特に婦人科の問題に効果があると言われています。 

ラベンダーは生理や消化器系に効果があります。

葉の緑の部分は地中ではできません。成長には空気と太陽の光が必要です。植物の葉は空気中で 

呼吸作用を司っています。人間では血液循環と呼吸を司り「神経、感覚系」と「消化、代謝系」

との中間である肺、心臓というリズム系の器官に呼応し、影響すると言えます。 

西洋では風邪の時にハーブを用いることがあります。特に肺や胸部に問題がある場合には、 

根っこや実の部分でなく、セージやタイムなどの葉の部分が多く用いられています。 

ヒルデガルト療法では、パセリは心臓を癒やす特効薬として知られています。 

自然療法で用いられる植物を部位で眺めてみると、肺、胸部のケアには葉の部分が用いられて 

いることが多いです。

頭部の力が内臓まで行き渡っている時には、虫よりも身体の機能が優っているので、寄生虫の 

問題は起こりづらいからです。このような問題のある時、思考力が低下している、というような

時には、にんじんをはじめとした根菜をしばらく食べることが助けになります。 

この根菜の作用は、特に幼い子供に効果があります。 

ヒルデガルト療法では、特に大事にされているベアトラムというキク科の植物の根があります。 

その効能は特に頭と脳に働きかけることで知られています。

葉の部分  -  胸部、肺、心臓を養う

実 (と花) の部分  -  下腹部、生殖機能を養う
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見えない部分から食物を観察し、それらの食品がどのような性質を持つのか、という視点でも 

食べ物を見てきましょう。それは、どの食品がどのように自分の身体や命に関わり作用して 

いるのか？を眺める助けになります。 

子供が見えない生命体を消化活動を通して育んでいく、その刺激としての食べ物を性質や 

作用から眺めることで、見えない部分で与える影響について、考慮することができるように 

なります。 

人間にエーテル体、アストラル体という見えない構成要素があるように、食べ物にも 

そのような力を見出すことは、食卓に違った視点と質をもたらすことでしょう。 

そして、それらも確かに私たちの命を支え、育んでいるのです。

人間を構成する 4 つの要素と栄養素

要素 部分 構成要素、特徴

物質 (土) 物質的身体、感覚器官

・物質はタンパク質と関係する 

・自然界に見出される化学物質から成る 

・鉱物界と共有している

エーテル体 (水) 消化器、腺、生殖器

・エーテル体は脂質と関連 

・形成力、霊的、物質身体の基盤 

・身体が崩壊する力に対抗する 

・植物と共有している力

アストラル体 (風) 神経組織

・アストラル体は炭水化物と関連 

・心魂の営みを担う、感情を司る 

・動物と共有している力

自我 (火) 血液循環、活動

・自我は塩と関連 

・自己意識、個我を担う 

・人間のみが有する
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木になる実 

地上で実になる野菜は、縦に長く伸びたり、横に広がったり、丸になったりと形状が様々です。 

それは地上に行くほど外に向かう力が働くからです。これは陰性さの力です。 

大地に向かって育つものは陽性の力を帯び、地上に向かって育つものは陰性さを帯びていく 

ように、野菜も地上から離れて実るものは陰性さ、身体を緩める、冷やす働きをする性質が 

あります。夏野菜のトマト、きゅうり、ナスなどです。 

上に伸びる葉物 

地上から直接上方に向かって伸びる葉物は、上昇のエネルギーを持ちます。上昇するエネルギー 

は季節でいうと春のような感じです。身体を穏やかに緩め、葉が上に向かって伸び伸びと育つ 

ように、伸び伸びとした気の流れをもたらします。小松菜、セロリ、ねぎなどです。 

地上で実る丸いもの 

地上で結実する野菜の多くは球状の形をしています。球状をなすことができるのは、内に向かう 

力と外に向かう力のバランスが取れていることを表します。これらの野菜の持つバランスは 

身体に安定感をもたらします。かぼちゃ、かぶ、玉ねぎ、キャベツなどです。 

地下に伸びる根 

天から地へ向かう力は陽性さを持っています。その中で地中に向かって伸び進む根は、何よりも 

身体を温める陽性さを帯びています。地下に伸びる長さが長いほど、その傾向が強いと言えます。 

また太さも細いほど陽性だと言えます。ごぼう、にんじん、大根、自然薯などです。

② 形による質の違い

陰 陽

ここでは、植物の形からどのようなエネルギーの傾向を持った野菜かを眺めます。 

それを食べることで、どのようなエネルギーを受け取ることができるのかを知る目安にします。
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・発がん性物質を生成に関与すると言われる 

・硝酸塩の苦味は肺、大腸のエネルギーを傷める 

・硝酸塩は葉物に多く含まれると言われる 

・硝酸塩は茹でることで減らせる 

・硝酸塩を含む野菜料理の再加熱は避ける 

多くの子供に見られる葉物嫌いは自然な反応なのかもしれない、そう思うことがあります。 

それと関係するのは硝酸塩の問題です。 

子供の持つ感覚。子供の言うこと、やること。科学的な根拠があると信じてしまうけれど、 

ないと「わがまま、勝手」で済ませられ「直すべきこと」となってしまうことも多々あります。 

バランスが必要ではありますが、子供の話に耳を傾ける。 

必然の可能性を視野に入れておくことも必要かもしれません。 

野菜に含まれる硝酸塩については、健康に影響があるという議論がされています。 

野菜の含む硝酸塩は、体内で亜硝酸塩に変化した時、発がん性物質であるニトロソアミンの生成

に関与すると言われているからです。 

また乳児のメトヘモグロビン血症 (チアノーゼを起こす代表的疾患の一つ) との関連が疑われて 

います。 

また硝酸塩の持つ苦味は、苦味を苦手とする肺、大腸を傷めます。 

ニトロソアミンは特に胃がん、大腸がんを招きやすいと言われています。 

自然界の中の硝酸塩だけでなく、加工食品 (ハムや明太子、チーズ、ベーコン) に含まれる 

添加物には特に注意し、避けるようにしましょう。 

硝酸塩とは土壌を含む自然界に広く分布しています。それを植物は根を通して吸収し、 

光合成によってアミノ酸やタンパク質に合成するのですが、硝酸塩が多過ぎたり、日光が 

十分に当たらず合成ができなかった場合、植物に貯まります。 

自然な野菜を適量食べる分には問題ないはずですが、自然なものの中には毒となるものが 

含まれるということも考えておく必要があります。添加物に至っては、避けることが 

できるのですから、できるだけ注意して避けられたらいいなと思います。 

硝酸塩は茹でることで減らすことができます。

野菜と硝酸塩 (しょうさんえん)
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以上の理由から、硝酸塩の少ない野菜を記載します。子供に食べさせる時、注意してみると 

よいでしょう。これらの野菜で子供が特に嫌がるものがあるのなら、別のもので代用できないか

考えてみるのもいいと思います。 

一般的に葉物に含有力が多く、果実類は少ない傾向にあるようです。 

硝酸塩を含む野菜の料理を再加熱することは、発がん性物質を生むので、やめた方がいいという 

説があります。 

硝酸塩多い野菜　　ほうれん草、サラダ菜、小松菜、菊菜、フェンネル、レッドビーツ、ごぼう 

硝酸塩少ない野菜　カリフラワー、ブロッコリー、コールラビ、ズッキーニ、ナス、トマト、 

                                 かぼちゃ、大根、にんじん、キャベツ、ねぎ、玉ねぎ、芋類 

(この中で特にほうれん草はシュウ酸も含み、カルシウムと結び付いて結石を作ります。 

 また乳製品など脂質の多いものだと、さらに結合するので食べ合わせに気を付けます。 

 ほうれん草のシュウ酸は茹でることで減らすことができるので、生食に特に注意しましょう)
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葉物 

・排毒を促し、気を流す。自律神経系を健やかに保つ。 

・蔵血を助ける。身体のコリを流し、生理をスムーズにする助けに。 

・春から夏にかけて食べる葉物は、冬の乾燥肌を予防する。

丸いもの 

・身体の中心を強くする。不安定な気持ち、環境、状況、体調を支える。 

・グラウンディングのエネルギーをもたらすと言われる (土とつながる)。 

・胃や膵臓を滋養し、脾臓にエネルギーを与え、身体に力をもたらす。 

・血糖値を安定させる。血液を強くし、免疫系を強化する。

根っこのもの 

・滋養、精根を養う。身体を温め、頭へ力を送る。 

・電磁波など陰性な影響を受けたりして弱っている場合、足腰の強化にもすすめられる。 

・肺、大腸を滋養し、不要物の排出やリンパの流れを助ける。 

・秋から冬にかけて食べる根の野菜は、春夏のじゅくじゅくした肌の疾患を予防する。

覚えておきたい野菜の効能とレシピ
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作り方 

1. 鍋にお湯を沸かし、塩少々を加えて、小松菜を茹でる。 

竹ザルにのせて冷まし、水気を切る (すし飯の代わりなので、しっかり水気を切る) 。 

たくあんは巻きやすいように細く切っておく。 

2. 巻き簀に焼きのりをのせる。小松菜をのせて広げ、中心に来るところに 

たくあんとしそをのせて巻く (のりの大きさにより、具をのせる場所を変えてもいい)。 

3. お寿司のように切って、炒りごまを好みでふりかけ、お皿に盛り付ける。

小松菜 

たくあん 

しそ 

焼きのり 

塩 

炒りごま 

材料

ポイント 

のりで巻くことで、青菜が嫌いな子供も食べてくれることがあります。 

またクレソンや春菊など、秋から冬の葉物で作っても美味しいです。 

のり巻きが面倒なら、ちぎったのりと茹でて切った青菜をボールに入れて、しょうゆを回しかけ、 

青菜ののり和えにしてもいいでしょう。

青菜ののり巻き

Recipe 

53

1 束 

適量 

適量 

2 ～ 3 枚 

少々 

少々 
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作り方 

1. 玉ねぎの皮をむき、十字の切り込み (上から 1/3 くらいのところまで) を入れる。 

2. 鍋に昆布をしき、玉ねぎをのせる。少量の水で溶いた麦みそを、玉ねぎの上にかける。 

鍋底から 1 センチほどまで水を加えてフタをし、中火にかける。 

3. 沸騰したら弱火にして30 分 ～ 60 分ほど (玉ねぎの大きさによる) 玉ねぎが柔らかく 

なるまで煮る。火を止めて数分、フタを取らずに蒸らす。 

4. 器に盛り、煮汁をかけて、パセリなどの薬味を散らす。

玉ねぎ 

昆布 

麦みそ 

パセリ

材料

ポイント 

少ない水分で野菜の甘みを閉じ込める調理法、煮しめ。秋から冬にマスターしたい調理法です。 

重いお鍋で作ると、より美味しくできます。甘いものを食べ過ぎてしまう時、また秋の始まりに 

ぜひ取り入れたいメニュー。甘くなった玉ねぎとスープは身体の中心を癒やしてくれます。 

柔らかく煮えて、アクがとんで甘味に変わった玉ねぎは、玉ねぎ嫌いの子供でも食べやすく 

なっています。

玉ねぎの丸ごと煮

Recipe 

54

小 ～ 中 5 個 

1 片 (水で戻す) 

大さじ 1 ほど 

少々
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作り方 

1. ひじきは水で戻して、食べやすい大きさに切る。 

油揚げは熱湯にくぐらせて油抜きし、薄めの短冊切りに。 

れんこんは薄いいちょう切りにしておく。 

2. フライパンを火にかけ、ごま油を温め、塩ひとつまみふって、れんこんを炒める。 

フライパンにれんこんを広げて、その上に油揚げ、ひじきの順にのせて、水をひたひたより 

少なめに入れてフタをする。沸騰したら弱火にして 10 ～ 15 分煮る。 

3. フタを開けて、しょうゆを回し入れて、さらに 2 ～ 3 分ほど煮る。 

優しく混ぜ合わせて味を見て、足りなければしょうゆを加え、煮汁がなくなるまで煮る。

れんこん 

ひじき 

油揚げ 

しょうゆ 

ごま油

材料

ポイント 

腎臓を助ける海藻を使った煮ものは、冬場には必ず取り入れたいおかず。 

長ひじきは芽ひじきよりも身体を温める力があるので、煮ものに向いています。 

れんこんが粘膜を守り、呼吸器も助けるので、風邪のはやる時期に取り入れることを 

おすすめします。にんじんを加えて作っても美味しいです。 

しょうが汁などを加えて風味を付けても、身体を温める助けになります。

ひじきれんこん煮

Recipe 

55

1 本 

30 g 

1/2 枚 

大さじ １ ～ 好みの味まで 

少々


