
食育推進キャラクター 

ちゃこさん 

知っていますか？ 
  

 

 

 

 

今年も残すところあと２週間をきりました。年末に近づくと忘年

会などでお酒を飲む機会も増えるかと思います。日本では昔から

「酒は百薬の長」などと評され、「酒」そのものや「飲酒」行為は冠婚葬祭の一

部としても人々の日常生活で深い関わりをもっています。適度な飲酒は疲労回復

やストレス解消、あるいは人間関係を円滑にするなど、私たちにとってプラス

の作用があります。 

一方、飲酒量が過度になると、急性や慢性の疾患（急性アルコール中毒やアルコール依存症など）

を発症しやすくなります。「酒はホロ酔い、花は蕾（半開）」「一杯、人、酒を飲み、二杯、酒、

酒を飲み、三杯、酒、人を飲む」といったことわざにもあるように、適量を守って、上手に「酒」

とつきあいましょう。 

 

 

健康や死亡率をふまえ、 

「節度ある適度な飲酒」が奨められています。 

厚生労働省が推進する国民健康づくり運動「健康日本 21」によると、「節度ある適度

な飲酒」は純アルコールにして 1 日 20ｇ程度であるとされています。しかし、アルコール分解には

個人差があります。先天的にアルコールを処理するための酵素（アルデヒド脱水素酵素）が欠損して

いたり、処理能力が弱っていたり、体調が良くないときや空腹などの時はお酒を飲むことはお勧めで

きません。 

 

 

 

 

 （http://www.sapporobeer.jp/tekisei/kenkou/susume.html） 
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飲酒の秘訣！ 
 

http://www.google.co.jp/url?url=http://frame-illust.com/?p%3D2414&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjSwo6J-e3QAhULT7wKHcxyBqoQwW4IIDAF&usg=AFQjCNHD_DvYFYXpvbz5yWKg3juwxNZcPw
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_2498.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjb_bKO4d_JAhXBUKYKHSVnC-kQwW4IFjAA&usg=AFQjCNHbiryooxO7H0hf_0-RZzY4WcsJfw
http://www.sapporobeer.jp/tekisei/kenkou/susume.html
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.irasutoya.com/2013/03/blog-post_26.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwivyqi9qo_MAhVCqqYKHYZyAgUQwW4IKDAJ&usg=AFQjCNHZX0iUhIPgPjDx2w04VS7Sfe5Bag


 

 

飲酒前に食べておくとよいのは、脂肪分が含まれるチーズなどです。

胃腸の粘膜を保護する効果があり、アルコールの刺激で胃壁が荒れるのを和

らげる効果が得られます。また、牛乳を飲むこともアルコールの吸収を遅ら

せる効果があります。 

お酒を飲んでいる間は、アルコールによってミネラルやビタミンが失われやすいので、それ

らが豊富な野菜類などの植物性食品を多くとることを心がけましょう。お酒のつまみには塩分が多

く含まれていることが多く、逆に食物繊維は不足がちになるため、塩分控えめで食物繊維を多く含

んだ食べ物もおすすめです。また、アルコールを分解する肝臓はタンパク質を必要とすることから、

タンパク質の豊富な食べ物が好ましいといえます。アルコールには、ほとんど栄養素が含まれてい

ませんので、炭水化物も含めて、バランスよく食べましょう。 

 

おススメおつまみ 

 

 

お酒とたばこは「死のカクテル」 

 たばこはがんや脳卒中、心筋梗塞などになるリスクを高めますが、飲酒時

の喫煙はさらにこれらのリスクを高めます。喫煙者は飲酒時にたばこを吸い

たくなることが多いものですが、本人だけでなく、周囲の人たちにも健康被

害を広げます。酒とたばこの組み合わせは「死のカクテル」と覚えてくだ

さい。 

罹患リスク がん 脳卒中 出血性脳卒中 

たばこ 

非喫煙グループと比べて 

男性（喫煙者）1.6 倍 

女性（喫煙者）1.5 倍 

男性（喫煙者）1.3 倍 

女性（喫煙者）2.0 倍 

くも膜下出血 

男性（喫煙者）3.6 倍 

女性（喫煙者）2.7 倍 

飲酒 

時々飲むグループと比べて 

男性（１日３合以上）1.6 倍 

男性（喫煙者、１日３合以上）2.3 倍 

男性（非喫煙者）関連なし 

男性（１日３合以上） 

1.6 倍 

男性（１日３合以上） 

2.5 倍 

 

タンパク質が豊富なメニュー 
ビタミンやミネラル 

が豊富なメニュー 
炭水化物が豊富なメニュー 

さしみ、焼き魚、ししゃも、焼き鳥、

オムレツ、茶碗蒸し、枝豆、冷奴、

チーズなど 

野菜サラダ、野菜のソテー、 

おひたしなど 

寿司、おにぎり、のり巻き、 

焼きうどん、ピザなど 

（厚生労働省研究班による多目的コホート研究の成果をもとに作成） 
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適正飲酒の 10か条 

1 談笑し 楽しく飲むのが基本です 

2  食べながら 適量範囲でゆっくりと 

3  強い酒 薄めて飲むのがおススメです 

4  つくろうよ 週に二日は休肝日 

5  やめようよ きりなく長い飲み続け 

6  許さない 他人（ひと）への無理強い・イッキ飲み 

7  アルコール 薬と一緒は危険です 

8  飲まないで 妊娠中と授乳期は 

9  飲酒後の運動・入浴 要注意 

10  肝臓など 定期検査を忘れずに 

（公益社団法人 アルコール健康医学協会） 

 

 

 

 

アルコールの処理時間 

適正飲酒量である純アルコールにして20g の処理時間

は、個人差はありますが、健康な男性で３～４時間かかります。  

例えば、日本酒を２合飲んだ場合には、６～８時間かかることに

なるので、次の日に用事がある場合は、遅くとも夜の 12 時には

飲み会をおひらきにして家に帰りましょう。 

 

 

 

 

お酒の正しい知識と適量を守り 

 気持ちよく新年を迎えましょう！ 
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12 月：かのやの旬の食材  だいこん、はくさい、にんじん 

大根の皮とにんじんのたらこ炒り 

材料 ４人分 作り方 

大根の皮 

にんじん（皮ごと） 

明太子（皮をとる） 

サラダ油 

☆みりん 

☆薄口しょうゆ 

☆酒 

 

60g 

１本 

60g 

大さじ１ 

小さじ４ 

小さじ２ 

小さじ４ 

① 大根の皮、にんじんを少し太めの千切にし、さっと茹

でてざるに取ります。 

② フライパンにサラダ油を熱し、①を炒めて鍋の端に寄

せます。 

③ 同じフライパンに明太子を入れてほぐし、☆の調味料

を加えて炒めます。 

④ 明太子がピンク色になったら、端に寄せておいた野菜

と混ぜ合わせて出来上がりです。 

※明太子は、電子レンジで加熱してから、最後に和えても OK です。 

簡単!作り置きレシピ ☆冷蔵庫で３～４日保存できます。 

                 ☆保存用のため、調味料の分量が多いです。 

食べるときに味を調整してください。 

 

大根の葉のふりかけ 

材料 分量 作り方 

大根の葉 

ごま油 

酒 

みりん 

しょうゆ 

かつお節 

白ごま 

１本分 

大さじ１と 1/2 

大さじ２ 

大さじ１と 1/2 

大さじ１と 1/2 

２つかみ 

大さじ２ 

① 葉はきれいに洗って、細かく刻みます。フライパンを

熱してごま油を入れます。 

② 刻んだ葉を入れて強火で炒めます。しんなりしたら、

酒、みりん、しょうゆの順に炒め合わせます。 

③ 仕上げに白ごま、かつお節を入れてさっと絡めて出来

上がりです。 

※あれば、桜海老やじゃこを乾煎りして加えます。 

鶏の大根おろし煮 

材料 ４人分 作り方 

鶏もも肉 or むね肉 

大根 

長ねぎ 

ごま油 

しょうゆ 

砂糖 

１枚 

15cm 程 

１本 

大さじ１ 

大さじ３ 

小さじ１ 

① 長ねぎを細かい小口切りにし、大根はおろします。 

② 鶏肉は一口大に切ります。 

③ おろした大根はしぼらずに、切った長ねぎ、ごま油、し

ょうゆ、砂糖と混ぜ合わせ、鶏肉を漬け込みます。（30

分程度） 

④ 漬け汁から鶏肉を取り出し、きれいに水分等を落として

から、フライパンにサラダ油（分量外）を入れ、両面が

ほんのり焼き色になるまで焼きます。 

⑤ ④に大根おろしと漬け汁を加え、弱火で 15 分ほど煮込

んで出来上がりです。 

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.pictcan.com/item/0070.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig9b7S7uHJAhUh2KYKHXMbCZ0QwW4IFjAA&usg=AFQjCNHLm8DNfHjnxK7vJOxdYEwkiSJB8w
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.pictcan.com/item/0020.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiT8dT48d_JAhVImZQKHYjRCw4QwW4IFjAA&usg=AFQjCNG7c1dNNfnE-G7MkQwpMHNaw1zq2g


白菜と焼き油揚げの柚子漬け   

材料 分量 作り方 

白菜 

油揚げ 

かつお削り節 

☆柚子の皮 

☆塩 

☆酢 

☆しょうゆ 

1/8 個 

１枚 

５g 

1/3 個分 

小さじ 1/3 個 

小さじ２ 

小さじ１ 

 

① 白菜は縦２等分に切り、沸騰した湯に入れ約２分茹で

てざるにあげ、粗熱をとります。 

② ①を 5cm 幅に切り、水分をぎゅっと絞ります。 

③ 油揚げは、グリルやフライパンで表面に焼き目をつけ

て三角形に切ります。 

④ ②、③、☆を合わせてよくなじませ、かつお削り節を

加えてさっと和えて出来上がりです。 

 

白菜と豚肉の春雨煮 

材料 分量 作り方 

白菜 

豚もも薄切り肉 

赤ピーマン 

春雨 

しょうが 

酒（紹興酒） 

オイスターソース 

水 

しょうゆ 

ごま油 

1/8 個 

150g 

１個 

60g 

１かけ 

大さじ２ 

大さじ２ 

100ml 

小さじ１ 

小さじ２ 

① 白菜は斜めに 5mm 幅に切ります。豚肉は７，８mm

幅に切ります。赤ピーマンは 5mm 幅に切ります。 

② 春雨は熱湯を注ぎ約３分浸けてからざるにあげ、冷水

でさっと洗い水気をきります。 

③ フライパンを中火で熱し、ごま油としょうがを入れ香

りが立つまで炒めます。 

④ 豚肉を加えて色が変わるまで炒め、白菜、赤ピーマン

を加え、しんなりするまで炒めます。 

⑤ ②、酒、オイスターソース、水を加えてひと煮立ちさ

せ、弱火にし、汁気がなくなるまで約７分煮て、しょ

うゆを加えて出来上がりです。 

厚切り大根のそぼろ煮 

材料 分量 作り方 

大根 

大根の茎 

鶏ひき肉 

しょうが（千切り） 

うずら卵（茹でて

おく） 

水 

酒 

みりん 

しょうゆ 

塩 

1/２本 

５本 

150g 

１かけ 

８個 

400ml 

大さじ２ 

大さじ２ 

大さじ２ 

小さじ 1/4 

① 大根は２cm の厚さに切り、皮をむき、面取りをし、片

面に切れ目をいれます。 

② ①を鍋に入れ、たっぷりの水（分量外）を加え、中火

にかけます。大根が透き通るまで約 10 分茹でます。 

③ ②の湯を切り、再度鍋に入れ、水、酒、みりんを加え、

中火でひと煮立ちさせます。 

④ 鶏ひき肉を入れ、ほぐして火を通し、アクをとります。 

⑤ しょうゆ、塩、うずら卵、しょうが、小口切りした大

根の茎を加え、蓋をして約８分煮て出来上がりです。 

 

 


