
                     

             

 

 

 

 

 

 

皆さんは食品を買うときに、どんな情報を参考にしていますか。食品は

大きく分けて生鮮食品と加工食品の２種類に分けられます。平成 27 年

４月１日に食品表示法が施行され、食品の包装やパッケージに記載する

産地、原材料名、添加物、賞味期限や消費期限、栄養成分などの内容が変

更されました※。情報を正しく読み取り、商品選びの目安にしましょう。 

  ※ラベル変更の経過措置期間は、「加工食品および添加物は５年」（平成 32 年３月

31 日まで）、「生鮮食品は１年６ヶ月」（平成 28年９月 30 日まで）です。 

 

生鮮食品の表示 

    生鮮食品は、農産物、畜産物、水産物に分けられます。 

 

 表示事項 

農産物 

 

名称 

※生しいたけは栽培方法 

（「原木」もしくは「菌床」） 

原産地 

・国産品は、都道府県名（※「国産」不可） 

・輸入品は、原産国名 

畜産物 
名称 原産地 

・国産品は、国産、都道府県名、市町村名、

その他一般に知られている地名での記載

可 

・輸入品は、原産国名 

水産物 
名称 

養殖品には「養殖」 

解凍品には「解凍」 

原産地 

・国産品は、水域名、地域名（養殖の場合） 

水域名の記載が困難の場合、水揚げ又はそ

こが属する都道府県名、都道府県の併記可 

・輸入品は、原産国名（水域名の併記可） 

「新米」の表示は、どんな米につけられているの?! 

原料玄米が生産された当該年の 12 月 31 日までに精米され、容器に入

れられ又は包装された精米（検査米）に限り「新米」と表示できます。 

 

 

品  示 

食育推進キャラクター 

ちゃこさん 

かのやの 

食べて育む 

知恵袋 

2016.９ 表 食 

https://www.google.co.jp/url?url=https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kurashi/1510/wadai.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiRwNTfmv_OAhUMI5QKHYu7DacQwW4IGDAB&usg=AFQjCNGTjP9n6E-mPa6EtM_yHoaUAdy3hw
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.irasutoya.com/2016/03/blog-post_238.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj9qZL1ku_NAhVBH5QKHTVGD_oQwW4INDAP&usg=AFQjCNH3spzyf9H17Drlwu2AH5-1Ys4IAg
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.irasutoya.com/2013/04/number.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOoZLSh4vPAhVIKJQKHSLFCbYQwW4IHDAD&usg=AFQjCNF3lKADiBxw9q1Dv_l_BTtwAg-Zbw
http://www.google.co.jp/url?url=http://01.gatag.net/0009371-free-illustraition/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj0sJ_o7YvPAhVO-2MKHRtjCrEQwW4IJjAI&usg=AFQjCNEmSAxJnMkxfKpFRyHwl_6CwAC80w
http://www.google.co.jp/url?url=http://gahag.net/tag/%E3%81%8A%E7%B1%B3/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjHmsfO2JLPAhXMKJQKHW3RAKgQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFV6Cl9j880mR2pEkeP9ukn9LXFyw
https://www.google.co.jp/url?url=https://cafy.jp/22539&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwivzam03ZLPAhVTv5QKHQSiAxwQwW4IMjAO&usg=AFQjCNHgYlv64NvoW5Hg1Meo-DaZOfLv5w
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.ooiri1.com/?mode%3Dcate%26cbid%3D2030321%26csid%3D0&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjy6eSb3pLPAhXRNpQKHS33BJQQwW4IMjAO&usg=AFQjCNEb0Vh5eYKsVoz50Np0MX6OAEuZ1Q
http://www.google.co.jp/url?url=http://usamiengei.web.fc2.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_m4K53pLPAhUBvZQKHQO6CPgQwW4IHjAE&usg=AFQjCNGz3qMfXz-fUT8H8444n5rA5-CmSg


加工食品の表示 

 生鮮食品と加工食品の違いは?? 

 生鮮食品 加工食品 

農産物 単に切断したもの 複数の野菜を切断した上で混合したもの 

単に水洗い、冷凍したもの 撒塩、生干し、湯通ししたもの 

生しいたけ 乾燥しいたけ 

畜産物 複数の部位を切断して単に詰め合わ

せたもの 

合挽肉、混合肉の詰め合わせ 

 スパイスをふりかけたり、焼き肉のたれを混

合したもの 

水産物 単品の刺身 複数種の刺身の盛り合わせ 

マグロのキハダとメバチを盛り合わ

せたもの 

塩蔵わかめを塩抜きしたもの 

赤身とトロを盛り合わせもの 鍋セット 

 

加工食品には、どんな栄養素がどれくらい含まれているか、一目で分かるようにした「栄養成分

表示」と原材料名や消費期限などが分かる「一括表示事項」の表示が義務付けられています。 

 

 

健康に役立てよう！ 

栄養成分表示 

熱量から食塩相当量までの５つの成分は表示することが 

義務付けらており、また記載の順番も決められています。 

必須５項目以外の栄養素は６番目以降に任意で表示します。 

栄養成分以外を表示する場合は、枠外などに表示します。 

カロリー「０（ゼロ）」の表示は、本当に０（ゼロ）?! 

エネルギー（熱量）について、０kcal やカロリーオフといった表示をする場合には、それぞ

れ、下図のような基準を満たしていなければいけません。 

表示例 基準 

０kcal 

ノンカロリー 

１００ml（１００g）あたり５kcal 未満 

低カロリー 

カロリーオフ 

カロリー控えめ 

飲料  100mlあたり20kcal以下 

飲料以外の食品 100g あたり 40kcal 以下 

 

0（ゼロ）kcal と記載されている食品でも、必ずしも０（ゼロ）カロリーではありません！！ 

表示を理解して、多量の摂取は控えましょう！ 

栄養成分表示（１本（350ｇ）当り 

熱   量 150kcal 

たんぱく質 1.8ｇ 

脂   質 0.4ｇ 

炭水化物  35ｇ 

食塩相当量 0.01g 

カルシウム 4mg 
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色々な情報得られます！ 

一括表示事項 

 

①名称：どんな食品か分かりやすく表示する。 

②原材料名/③添加物：原材料の中で使った量

が多いものから順に表示する。 

「添加物以外の原材料」と「添加物」の区分を

明確に区分するために、記号／（スラッシュ）

で区分、改行で区切る、原材料と添加物を別欄

に区分などの方法で表示する。 

④内容量：どれくらい入っているか重さや個

数を表示する。 

⑤期限表示：いつまでに食べればよいか、消

費期限と賞味期限のどちらかで表示する。 

⑥保存方法：保存するときに注意することを表示する。 

⑦食品関連事業者：表示内容に責任を有する者の会社の名前や住所を表示する。 

 

食品添加物ってどうして入っているの? 

役割 用途名 物質名 食品例 

食品の味を 

向上させる 

調味料 グルタミン酸ナトリウムなど「だし」のうま味成

分を抽出したものが多い。 

旨み調味料 

甘味料 アスパルテーム、ステビアなど砂糖の代替として

甘味を与えるほか、低カロリー等の砂糖にはない

特徴を付加する。 

清涼飲料水 

お菓子 

たれ 

食品の腐敗・ 

変質を防ぐ 

保存料 ソルビン酸など、 

食品の腐敗、微生物の増殖を防ぐ。 

チーズ 

マーガリン 

魚肉練り製品 

酸化防止剤 アスコルビン酸（V.C）など、 

酸化による食品の劣化（栄養価の低下、褐変など）

を防ぐ。 

缶詰 

漬物 

パン 

栄養価の維持、

向上 

アミノ酸類 アスパラギン酸ナトリウムなど 

栄養成分の強化のために必須アミノ酸を添加す

る。 

栄養補助食品 

食品の魅力を

増す 

着色料 食用赤色○号（12 種類が指定） 

色をつけることで、食欲を増進させる。 

お菓子 

魚肉加工品 

香料 バニラ、イチゴなど。食品の香りを増強する。 お菓子 

食品の製造に

必要 

膨張剤 炭酸水素ナトリウムなど 

食品をふっくらさせるなど、製造に必要 

焼き菓子 

ホットケーキ 

乳化剤 レシチンなど 

水と油がよく混ざるようにする。 

お菓子 

ドレッシング 

名称：洋菓子 

原材料名：ピーナッツクリーム、小麦粉、砂糖、マーガリン、

卵、脱脂粉乳、加糖れん乳、植物油脂（大豆含む）、ぶどう糖、

イースト、水あめ、食塩 /  

乳化剤、イーストフード、V.C、香料、グリシン 

内容量：１個 

消費期限：枠外右に記載 

保存方法：直射日光や高温多湿を避け、涼しい場所に保管し

てください。 

販売者：○○株式会社 HK 

    鹿児島県鹿屋市●● 
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消費期限と賞味期限の違いは？ 

 意味 表示対象食品（例） 

消費期限 期限を過ぎたら食べない方がよい期限 

（use-by date） 

 

弁当、惣菜、調理パン、生菓子類、食肉、

生めんなど 

賞味期限 おいしく食べられる期限 

（best-before） 

この期限を過ぎても、すぐに食べられ

なくなるということではありません。 

缶詰、牛乳、乳製品、スナック菓子、即席

めん類など 

※記載されている期限は、未開封の状態で、記載されている保存方法を守ったときの期限です！ 

必ず期限表示と保存方法を確認して保存しましょう！また、開封後は早めに消費しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

食物アレルギーについて 

 食物アレルギーは、特定の食品を食べると、かゆみやじんましん、くちびるの腫れ、吐き気など

の症状があらわれ、ひどい場合には命に関わります。 

 そのため、特定原材料を含む場合は必ず表示をする必要があります。 

  

特定原材料（７品目） 卵、乳、小麦、えび、かに、落花生、

そば 

・患者数が多い 

・死亡例がある 

推奨（20 品目） あわび、いか、いくら、オレンジ、

カシューナッツ、キウイフルーツ、

牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、

大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつた

け、もも、やまいも、リンゴ、ゼラ

チン 

・過去に一定数の発症例がある 
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かのやの旬の食材 

【９月】落花生、さつまいも、さといも 

 

 

落花生豆腐       作ってみると意外と簡単！ 

材料 作りやすい分量 作り方 

落花生 

さつまいもでんぷん 

水 

 

梅だれ 

 濃口しょうゆ 

 みりん 

 砂糖 

 梅干し 

 

梅だれの作り方 

梅干は、種を抜き刻

んでおく。 

鍋に材料をすべてい

れてとろみがつくま

で煮詰めます。 

 

 

１カップ 

１カップ 

５カップ 

 

 

大さじ２ 

大さじ２ 

大さじ２ 

２個 

 

①８～10 時間浸水した落花生を水切りします。 

②ミキサーに①と水３カップを入れて、なめらかになる

までかけます。（約２分） 

③②をさらしでこします。 

④ミキサーに水２カップを入れ、②の残りを洗うように

３０秒かけ、③のさらしで同様にこします。 

⑤バットや容器（落花生豆腐を入れる）の内側を水で濡

らしておきます。 

⑥こし汁を鍋に入れ、さつまいもでんぷんを加えて、木

べらを前後に動かしよく混ぜます。 

⑦でんぷんがよく混ざったら火をかけます。 

⑧絶えず混ぜながら強火で５分程度加熱し、もったりと

なったら、中火にし、さらに力強く練り３分程加熱しま

す。 

⑨火をとめ、粗熱がとれるまで混ぜます。 

⑩⑨を⑤に流し入れます。 

⑪常温で徐々に冷まし、固まったら梅だれをかけて出来

上がりです。 

からいもごはん  炊飯器に入れて、スイッチオン♪からいもの甘味が美味しい!! 

材料 分量（４人分） 作り方 

米 

さつまいも 

水 

塩 

黒ごま 

２合 

100g 

450ml 

少々 

適量 

①米は 30 分前に洗って、水気を切ります。 

②さつまいもはよく洗って皮をむき、角切りにして水に

浸しアクを抜きます。 

③①に②と塩、水を加えて炊き、器に盛って黒ごまをか

けたら出来上がりです。 

◆「さつまいも」と「からいも」 

全国各地では薩摩から伝わったため「（薩摩の芋＝）薩摩芋（さつまい

も）」と呼ばれていますが、鹿児島では唐（中国）から琉球を通じて伝わ

ったため「（唐の芋＝）唐芋（からいも）」として呼ばれています。 
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超簡単！さといものひじき煮  お弁当のおかずに♪ 

材料 分量（４人分） 作り方 

さといも 

ひじき（乾燥） 

しらす 

濃口しょうゆ 

砂糖 

みりん 

だし汁 

500g 

20g 

20g 

大さじ４ 

大さじ２ 

大さじ２ 

適量 

①さといもは皮をむいて、食べやすい大きさに切

ります。 

②鍋に①とひじきはそのまま入れて、だし汁をひ

たひたになるまで加えて、強火で煮ます。 

③沸騰したら弱火にして、砂糖、みりん、濃口し

ょうゆを加えて、さといもに火が通るまで煮て出

来上がりです。 

食品の種類によってさまざまな「食品表示」があります。 

そこには、求められている食品を正しく選びとるための大切な

情報が詰っています。しっかりと自分の目で見て、好みや用途に

合わせたかしこい食品選びをしましょう。 
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