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去った年につかみ損ねたチャンスのことを考
えていると、新たな目標に向かって動き出す
ことができません。それは、ネガティブな体
験や記憶に縛られている間は、好ましい新
たな展開に意識を集められないからです。そ
のままにしておくのは不健康です。新しい目
標を立てたとしても、とても達成できないで
しょう。

ですから、過ぎたことを悔やむのをやめて、
新しい年を迎えましょう。過去のことは流
し、2020年はポジティブな物事や状況に意識
を向けて、目標を達成しましょう。

過去を悔いないということは、2019年にあっ
た悪い出来事を無理になかったことにする
のとは違います。生きていれば当然、辛いこ
とも悲しいこともあります。ネガティブな経
験を全くしなかったという人はいないはずで
す。そして時々それを思い出してしまうのも、
ごく自然なことです。それでもネガティブな感
情に埋もれてしまうことなく、事実は事実と
して受け止め、必要なら自分を許したうえで、

意識を未来に待ち受ける新しい可能性へと
向ければ、後悔なく進めます。

悔いなく新しい1年のスタートを切ることで、
実りある年にできる可能性はぐんと高まりま
す。具体的な目標が何であれ、ポジティブな
エネルギーですばらしい可能性に向かってい
けば、きっと達成できます。ポジティブ思考で
いれば、より好ましい人や経験が引き寄せら
れてきて、相乗効果でどんどん前へと進める
ようになります。

1年でも特別なこの時期にこそ、過去を手離
し、そのメリットを大いに活かして未来に向
かって歩みましょう。

過去に悔いなし
新しい年の始まりは心機一転にうってつけです。去年どんなことが
あったとしても、1月1日になれば新鮮な気持ちでスタートを切るチ
ャンスがやってきます。ここで過去を思い悩むのは得策ではありま
せん。
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最新ニュース

このほどプロバイオティクスの効果に関する
大規模な研究が新たに行われました。その
結果、プロバイオティクスを摂取する人が増
えれば、医療費削減につながるだけでなく、
医療を提供する側が予防的な面に力を入れ
るようになると期待できることが分かりまし
た。プロバイオティクスをより多くの人が摂取
した場合、免疫系に及ぶ効果は集団全体に
波及し、累積的に大きなものになるというこ
とです。6  

魚油から得られる予防効果に注目した研究
は過去にも数多くなされてきました。世界中
から任意抽出された13種の試験（被験者は
成人計12万人）を対象にした新しいメタ分析
により、心臓血管系の健康に効果があるサプ
リメントとして魚油が再度評価されていま
す。魚油摂取と心臓血管系の健康との関連
はオメガ3脂肪酸の補充用量が多い場合に
最も顕著になっています。これは、より多く魚
や魚油を摂取すれば、もっと予防効果が得ら
れるということを示しています。2  

長い間、フレンチパラドックス（フランス人は脂肪
分摂取が比較的多いにも関わらず、心臓病の発
症率が低い）については、フランス人が赤ワイン
を好きなことで説明されてきました。新しい研究
によると、食事と一緒に飲む一杯のワインが腸内
の微生物群を多様化することが分かりました。こ
の研究では、ビール、サイダー、赤ワイン、白ワイ
ン、そしてスピリッツ類の影響を調べましたが、赤
ワインだけが腸内の健康を助け、それが免疫シス
テム、体重やコレステロール値に影響を与えるこ
とが突き止められました。 4

プロバイオティクスを全ての人に
今も根強い人気の魚油

赤ワインが精神面にもたらす新し
い効果
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articles/10.3389/fphar.2019.00980/full.

最新の研究により、体脂肪が10キロ余計に
つくと、うつ病を誘発するリスクが17%高くな
ることが明らかになりました。これは体脂肪
が多ければ多いほど、リスクが高くなるとい
うことを示しています。体のどこに脂肪がつ
いているかは関係ありません。オルフス大学
とオルフス大学病院によるこの研究は、脳、
体そして私たち自身の認識がどのように深く
つながっているか、を示しています。5 

1日にアボカドを1個食べると、悪玉コレステ
ロールが減って、心臓の健康にいくつか大き
な効果がもたらされます。ペンシルベニア州
立大学の新しい研究により、アボカドには酸
化した血液内の悪玉コレステロール（LDL）
粒子を減らす働きがあるということが分かり
ました。酸素が食べ物にダメージを与えるの
とほぼ同じように（カットしたリンゴが茶色く
変色するように）酸化は人間の体にも害を及
ぼします。 1

体重と気分

1日1個のアボカドが心血管疾患
の予防に

ドイツで最近行われた研究で、成人初期の
健康な若者はエクササイズをすることで脳
内の白質を守ることができる、ということが
分かりました。白質は脳内の神経接続のスピ
ードと質を改善する働きがあることで知られ
ています。研究者によれば、体力レベルを上
げると、記憶力や問題解決などの認知能力
の向上を導く可能性がある、とのことです。3 

エクササイズで脳を守る
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英語の略称SMARTは、５つのキーワード
（specific, measurable, attainable, realistic, 

time-bound）の頭文字をとったものです。

体力をつける、という大きな課題に取り組む
にも、実際のところは、週に2回有酸素運動を
する、運動時間を少しずつのばしていく、とい
ったように、具体的な（specific）目標をこなし
ていくことになります。

明確化のためにも、計測可能な
（measurable）要素を盛り込みましょう。現

在週3回ウォーキングをしている人も、1回増
やして週4回を目標にできます。数字で把握
できる何かが1つでも含まれていれば、1週間

（あるいは1日、1ヶ月）の終わりに、達成度が
よく分かります。毎日、職場に着いたらオフィ
スまでの階段を上る、と決めた人も、できた
かどうかははっきりと把握できます。

5キロ走ったこともない人がフルマラソン完
走を目標にしたところで、比較的容易に、楽
しみながら達成できるとは考えにくいでしょ
う。

ですから、現実的な（realistic）範囲で目標を
設定するべきなのです。長距離走が苦手な
人がマラソンを走れるでしょうか。不可能と
はいい切れません。ただ、現実的か、あるい
は本人が本当にそんな目標を達成したいと
思うか、となると、話は違ってきます。

意欲の有無は別にして、自分のニーズとライ
フスタイルに照らし合わせて、現実的に達成
可能な目標かどうか、考えてみて下さい。同
じスマート方でも、Rを関連性（relevant）とす
る定義もあります。目標を達成したいなら、
現実的に達成可能なだけでなく、自分にとっ
て大切なこと、自分のライフスタイルに密接
していることにするのが重要です。

大きすぎる目標は、聞こえは良くても、いつ
の間にか見失いがちです。小さくても現実的
な目標を達成し、成功体験を積み重ねていく
方が有効です。例えば、ジムに通う、だけでは
続かなくなる可能性があります。現実的な目
標として、1ヶ月だけ契約し、週2回行くことか
ら始めましょう。有酸素運動はいつもしてい
るけれどウエイトトレーニングを導入した
い、という場合は、10分間の筋力強化運動を
3ヶ月続けてみて、それからウエイトを購入す
るか決めてもよいでしょう。小さな目標から
始めて、徐々に目標を大きくしていくのもお
すすめです。

04

新年の計として健康のために体力をつけることを決意する人はたく
さんいます。そのためには確たる意思をもって目標を立てることが重
要です。有意義な目標の立て方に、スマート法というものがあるのは
ご存知でしょうか。

体力づくりは目標を立てて

フィットネス

「体を引き締める」のような漠然
とした目標を掲げるのではなく、 
「毎日オフィスまでの階段を上る」
「筋力と柔軟性を高めるためにヨ
ガをする」といったような、詳細の
明確なものにしましょう。

スマート法で体力づくりに励む
場合、目標自体を達成可能な
（attainable）、つまり比較的成功
しやすいものにしておくこともポイ
ントとなります。目標を高く大きく
掲げてはいけない、というわけで
はありませんが、認知行動学的に
は、達成できると思えない物事に
対してはやる気がおきにくいことが
知られています。
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最後のTは time frame、時間です。いつまで
に達成するか、期限を設定しましょう。また、
期限だけでなく、頻度や継続時間を切り口に
する方法もあります。時間的な縛りを設ける
ことで、明日に先延ばしにする可能性を低減
し、達成度が把握しやすくなります（スマート
のM）。「週3回、朝に散歩をする」というのは、
頻度を明示した目標例です。継続時間は「30
分間歩く」と設定できます。

あるいは、より大きな目標として、「この春は
近所の森の中の10キロのコースを歩く」と決
めてもよいでしょう。時間的な制約を加える
ことで、振り返って自己評価し、継続の意思を
改めたりできます。

体力づくりにスマート法を取り入れて、成功
を味わいながら前進していきましょう。

05

両方を組み合わせれば、とても具
体的な目標になります。さらに、期
限を区切りとすれば、達成度が把
握しやすくなります。
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お料理を 
マインドフル
な体験に 

特集記事
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マインドフルネスについて考えるとき、私た
ちはたいてい静かで落ち着ける場が必要だ
と考えます。そして、例えば山の頂上で金色
の太陽の光に包まれて、あるいはラベンダー
やユーカリの香る爽やかな空気を吸いなが
ら、座禅を組み手をひざの上に置いて心を
開放する、といったような体験を想像するで
しょう。ところが、実際はどうでしょう。思い描
いた通りにできたことなどあったでしょうか。
とはいえ、マインドフルネスの魅力は、特別
な場を必要としないことです。バス通勤の途
中でも、朝シャワーを浴びながらでも、マイ
ンドフルな状態になれます。

マインドフルネスのワークショップでよく実
施されているものに、干しブドウを使った練
習があります。インストラクターは参加者に
それぞれ1粒ずつ干しブドウを手渡し、食べ
るように指示します。食べ終わったらグルー
プディスカッションをします。

このようにして、小さな干しブドウからマイン
ドフルに食べることを学ぶ手法は広く取り入
れられています。それなら、料理をマインドフ
ルな体験にしてもよいのではないでしょうか。
手早く完成させるために日々先を急ぐように
調理している人でも、マインドフルネスを体
感する機会をつくることはできるはずです。

マインドフルな料理はヘルシーな食習慣に
大いに役立ちます。それは、やがて体内に入
っていく素材について、考える時間と空間が
できるからです。ではどのように実行すれば
よいのでしょうか。鋭い刃物を扱いながら意
識を瞑想状態にするというのは現実的では
ありません。それでも、日常生活のあらゆる
習慣と同様、料理をマインドフルな体験にす
ることは可能です。心身のあらゆる感覚を駆
使して、内なる気付きを意識し、今現在の在
り様に感謝する、それができれば充分です。

まずは心の準備から始めましょう。仕事を終
えて帰宅して、夕食の支度をする人にとって、
できるだけ手早く料理を終えるのは重要な
ことです。それでもただ先を急ぐのではな
く、職場など日中過ごした場所からキッチン
へと、局面が変わったことをまず意識して下
さい。ほんの短い間で構いません。キッチン
に踏み入れた足からはどんな感触が伝わっ
てくるでしょうか。木材やタイルなど床の材
質によって感じ方は異なるはずです。カウン
ターに手を触れ、作業が始まる前のキッチン
のにおいを確かめながら、お料理に向けて
心の準備をととのえましょう。それがマインド
フルな状態へと導いてくれます。

料理は愛する人や自分への慈しみを表現で
きる最も基本的な行為のひとつです。家族の
ため、あるいは自分のために食事の用意を
しながら「穏やかな」気持ちになれれば、そ
れだけでも充分かもしれません。また、愛し
い人と過ごす時間へと向かっていく自分の
心の声を「聞く」ことも効果的です。食事の際
には「ゆっくりと」「よく味わって」食べ、日中の
公の場から自宅に戻ってからの変化も含め
てよく観察して下さい。

キッチンに立ったら、感謝を意識しましょう。
週末に丁寧に掃除すべきだった、あるいはも
っとカウンターが広かったら、といった思い
がよぎりそうになるところですが、すでに手
にしているものに目を向け、ありがたいと思
うようにするのです。作業する場所を決め、
準備を始めましょう。カウンターをさっと拭い
て、洗い物があれば片付けてしまいましょう。
レシピを開き、鍋や包丁、まな板、ボウル、タ
ッパー、そして食材を取り出したら、ひと呼吸
おきます。

今現在に感謝することを忘れないようにして
下さい。さっき感謝したことに、また何度でも
感謝して、それをリズムとして体得しましょ
う。お野菜を手にしたら、それを育ててくれ
た大地と収穫した農家の人たちに思いを馳
せるのです。スープを混ぜるとき木杓子を手
にしたら、そのもとになった樹木を思い浮か
べます。リビングから子どもたちの喧嘩する
声が聞こえてきたり、配偶者が家事を確認し
に来たりするかも知れませんが、必要な対応
を済ませたらまた自分の世界に戻ってきて
下さい。

落ち着いてゆっくり呼吸をしましょう。野菜を
刻んでいるとき、肩はどんな様子でしょうか。
耳に向かってせり上がっているようなら、大
きく息を吸って、リラックスして下さい。息を
止めたり、飲みこんだりすることがあっても
大丈夫です。自分を責める必要はありませ
ん。深く呼吸をしましょう。嗅覚を働かせるこ
とも、深呼吸につながります。

07

どんな味がしたか、口の中でどん
な感じがしたか、口に含んだ時、咀
嚼を始めた時、飲み込んだ時にど
のような変化があったか、香りはど
うだったか、などの問いに答えなが
ら話を進めていくわけですが、思
わず笑ってしまう人もいれば、特別
思い当たることがなく首をかしげ
る人もいます。続いて、インストラク
ターは再び干しブドウを1つずつ配
り、感覚をできるだけ働かせて食
べ、干しブドウについて気付いたこ
とを挙げるよう促します。
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腕を回し水をかく音、顔面にかかる水しぶ
き、水中で感じる流れ、息継ぎといった世界
に没頭できるのでしょう。ジョギングをする人
たちは、足が着地する音や、息を吸って吐くリ
ズムの作用をよく知っています。料理でも、
野菜を切っている時や鍋の中をかき混ぜて
いる時に一定のリズムに集中できます。

パンを焼く人も運動する人と同様に、リズミ
カルにパン生地をこね、ととのえる作業に癒
しを感じています。また、手作業でお皿洗い
をすることを好む人も少なくありません。そ
の間はキッチンで一人になって、ゆっくりと自
分と向き合えるから、とのことです。

オリーブオイルに塩コショウ、パルメザンチ
ーズという素朴なパスタにも遊び心を働か
せることはできます。

料理には五感を使いましょう。塩を量ってい
るとき、どんなにおいがするでしょうか。計量
した塩を入れたあと、においに変化はあるで
しょうか。

味見して変化を楽しむのもおすすめです。す
ぐそばで温かくなったオーブンの熱や、換気
扇で空気が動くのを感じてみましょう。ニン
ジンを手にしたらその手触りを確かめ、洗っ
て皮をむくとどんな風に変わるか意識して下
さい。油を熱し、食材を入れたらどんな音が
するでしょうか。さらに食材を追加していくと
音はどんな風に変わっていくでしょうか。こん
な風に様々な変化に着目できるはずです。

時には手を止めて観察してみましょう。英語
には、鍋をじっと見ているとなかなか沸かな
いものだ、という言い回しがあります。それが
本当かどうか試してはいかがでしょうか。他
にもやらなければならない家事がたくさん
あって気になるかも知れませんが、たまには
心身を休める時間も必要です。例えばキャセ
ロール料理をするなら、オーブンに鍋を入れ
た後、椅子に腰掛けてリラックスタイムにし
ましょう。あるいは、床に座ってオーブンの中
の様子を眺めてもよいでしょう。オーブンに
入れたパンやケーキが膨らんでいく様子を
早回しの映像で目にしたことはあるでしょう。
ゆっくりとした実際の速度で変化するのを見
ているのも楽しいものです。
盛り付けにも遊び心を活かせます。特別に込
み入った技術は必要ありませんが、オリーブ
オイルの垂らし方を工夫したり、木の葉を降
らせる気分で刻んだパセリを散らしたりとい
ったように、ちょっとしたことで発想を広げら
れます。ちょっとふざけてみる、くらいの気持
ちで楽しんで下さい。

08

料理は創造力を発揮する機会にな
ります。寝るまでの間に食事を済
ませるだけでもひと仕事だと感じ
る日もあるでしょう。クリエイティ
ブなお料理といっても、ミシュラン
の星を目指す必要はありません。

同じ動作の繰り返しを楽しみまし
ょう。プロやアマチュアの水泳選
手の多くが同じ動作のリズミカル
な繰り返しに癒されると言ってい
ます。
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私たち人類は、欠乏を恐れながら進化してき
たと言えます。私たちの脳は石器時代に大き
な発展を遂げて以来、あまり変わっていませ
ん。その当時もごく最近に至るまでの間も、
人類にとって食べ物や水、安全な居住環境
は常に確保できるとは限らないものでした。

進化と時代の変遷を経て、私たちは有形無
形の資源を活用し、食うか食われるかのその
日暮らしを超えて生きながらえることのでき
る社会を築いてきました。世界にはまだ貧困
問題が存在しますが、その多くは自然環境の
乏しさではなく、資源の管理不良や不均衡な
分配といった人的要因によるものです。

私たちは論理的根拠を求める生き物です。
本能に従うだけの生活に留まる必要はあり
ません。さらに歩みを進めて、真の豊かさを
享受することができるはずです。私たちは満
たされている、と声にして良いのです。私た
ちは充分に満ち足りています。必ずしも理想
通りというわけではなく、特に美しくも効率
的でもないかも知れませんが、もう充分では
ないでしょうか。

現代社会には「もっと、もっと」というメッセー
ジがあふれています。マーケティングは生存
競争の心理に働きかけ、「xとyとzを手に入れ
れば安心、そうすれば幸せになれる」とけし
かけてきます。大量消費と所有はいわば時代
の申し子ですが、考え方次第で私たちはそれ
を乗り越えることができます。

100点チャレンジと称して、自宅に置くモノを
計100点に絞り込むことに挑戦している人
や、ワードローブのカプセル化を目指して、
全て組み合わせ可能な基本のアイテムだけ
を残して整理している人もいます。

シンプルなライフスタイルを実現するため、
たくさんの物を手離すテレビ番組はとても
人気があり、家ごとダウンサイズする番組も
好評のようです。ソーシャルメディアでは、衣
食住と交通を必要最低限にして新しい物を
増やさない取り組みが多くの人々を引きつ
けています。

このように、足るを知るに直結する試みはた
くさんありますが、その基盤となる思考は日
々の暮らしに気軽に取り入れることができま
す。まずは今の自分の現在地を知り、感謝を
することから始めましょう。暮らしの中にある
豊かさを実感するには、ありがたみを理解す
ることが最も重要なステップとなります。

10

豊かに生きる

ライフスタイル

人類に限らず生き物はずっと、生
き残るだけで必死だったのです。今
私たちが当たり前と思っている豊
かな生活は（少なくとも先進国に
おいては）前世紀まで誰も経験し
たことのないものです。

近ごろ住宅設計からワードローブ
整頓まで、あらゆる場面でミニマリ
ストが注目されています。それは、
現代の物質的な大量消費社会に
疲れた人々 がモノをよく吟味する
ようになっているからです。

私たちはいつになったら無い物ねだりから解放されて満たされるの
でしょうか。私たちの生きるこの時代では、成長と成功が同一視され
ています。豊かさを追うほどに「もっと」と急き立てられているようで
す。より多くを望み続けた先に、私たちの考える良い暮らしはあるの
でしょうか。そうではないことに気づくのは、難しそうです。
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他人の人生と比べるのはやめて、非現実的・
非健康的な理想も忘れましょう。足りない何
かに意識が向きそうな時は、踏ん張りどころ
です。自力で乗り越えて新たなチャンスに心
を開いて下さい。

いつどんな時でも、上を見ても下を見てもき
りがありませんが、満たされていると知るこ
とは、向上を放棄することではありません。今
の暮らしの豊かさに深く感謝しつつ、より良
い明日のために努力を続けて下さい。

11

足りないものではなく、すでにある
ものを見直すよう努めましょう。例
えば、食事の度に（自分の心の内
だけでも、食卓を囲む人たちと話
題にしても構いません）これまでに
手にしてきた物事の好ましい点を
数える、という方法があります。
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食べるという行為が空腹に起因するのか飽
食のせいなのか、感覚的に分からなくなって
いる人は少なくありません。不健康な何かが
どうしても食べたくて仕方ない時は何が起こ
っているのか、食べてしまうとどうなるかも
理解されていません。

流行のダイエットやライフスタイル改善法は
季節よりも早いスピードで変わっていきま
す。食を全く考慮していないものもあれば、
いつ食べ、どの程度空腹時間を置くべきかの
概念が欠如しているものもあります。インテ
ュイティブ・イーティングはその逆を行くもの
で、制限事項やガイドラインに従うのではな
く、体の声によく耳を傾け、体が必要なもの
を直観で把握して食べます。

体の本来の調子を信用するには、ちょっとし
た学習が必要かも知れません。ケーキやワイ
ン、ハンバーガーなどをたまに食べるくらい
は構いませんが、お腹の空き具合や満足感
を胃袋と相談するという基本を徹底して下さ
い。

インテュイティブ・イーティングの原則につ
いては、乳児が好例を示してくれます。赤ちゃ
んはお腹が空いたらミルクを飲みます。最初
は懸命に、やがてペースを落としたり休憩を
入れたりしながら飲み、その間、保護者の腕
の感触やミルクのにおいといった、その瞬間
のすべてをあらゆる感覚で確かめています。
そして、空腹が満たされたら飲むのをやめま
す。母乳でも哺乳瓶でも、急激に飲みすぎて
しまうことはまずありません。

インテュイティブ・イーティングは、カロリー
を計算したり、特定の食べ物に執着したり、
体形を気に病んだりするのとは対極に位置
します。そのアイデアが表舞台に登場したの
は今から20年ほど前、イヴリン・トリボールと
エリス・レッシュの両氏が本を出版したとき
のことです。取り扱ったテーマは他にもいく
つかありますが、インテュイティブ・イーティ
ングの基本がハイライトのひとつとして注目
されました。1  

この著書は、ダイエットを巡る悩みから自己
を解き放ち、自分の体をありのままに受け入
れ、体が教えてくれる真のニーズに合わせよ
う、と提唱しました。いわゆるダイエットが長
続きしないことは研究でも明らかにされてい
ます。ダイエットで減量に成功したとしても、
その状態を維持できる人は少ないのだそう
です。2 それなのに私たちは、カロリーや炭水
化物、脂肪、糖分を制限し、いつ食べるべき
か食べてはならないか（そして伴う罪悪感）
を気にせずにいられません。

インテュイティブ・イーティングでもうひとつ
重要な概念は、食にまつわる罪悪感を忘れ
て、食べたいものを食べるというものです。
食べ物と平和な関係を築きましょう。食べ物
は体の燃料になる以上に心を満たし、喜び
に満ちた経験をもたらしてくれるものです。
一方、口に入れるものは自分で決めているは
ずなのに、何日も良心の呵責を抱えてしまう
こともあります。善悪の観念の間で揺れ動く
ものとして食をとらえるのは、健康的でも建
設的でもありません。

まずは、体が求めるものを食べる、それを大
原則にしましょう。そのためには、マインドフ
ルな状態で空腹感や食欲、満足感を把握で
きるようになる必要があります。私たちはマ
インドフルな食事がなかなかできません。給
湯室にクッキーがあったから手が伸びた、そ
して口にしたことを恥じながらもあっという
間に食べてしまった、そんなとき、クッキーが
どんな味でどんな質感だったか、意識したで
しょうか。クッキーを味わうという体験を楽し
んだと言えるでしょうか。インテュイティブ・イ
ーティングでは、食べる楽しさ、喜びを満喫す
ることが推奨されています。

何かを食べた後の気持ちはしっかりと感じ取
り、そこで得たものを次からの食事に活かし
ましょう。高度に加工されたファーストフード
ばかり食べてきた場合、味覚や嗅覚が鈍くな
っている可能性があります。食べ物と心の状
態の関連性（が良好とは言えない現実）にも
無頓着になっているでしょう。ですから、少し
ずつでもよいので、ホールフード、できれば
オーガニックの食品に切り替えていくように
して下さい。しばらくすると本物の食べ物の
においや味を感じ取る力が戻ってきます。自
分の好みが分かったり、食べた後の変化に
気付いたりといった発見もあるはずです。こ
こまで回復すれば、インテュイティブ・イーテ
ィングは難しくありません。

インテュイティブ・イーティングはある程度心
のトレーニングを要します。マインドフルネ
スや健康的なライフスタイルを実践する他
のあらゆる方法と同様に、最初のうちは1日、
あるいは1食の間に何度も意識の持ち方を
修正することになるでしょう。それでも実際
にやってみた人たちは、食べ物との関係が改
善されて心身に大きなメリットがあったと口
を揃えています。 

13

人と食の関係性はとても複雑です。自然な生物学的現象でありながら、発展を遂げ、社会化され教え育
てられるものともなっています。食品の宣伝で、とにかく食べる方向へと強く誘導されたり、現代社会の
ストレスが引き金となって、空腹でなくても食べたくなったりすることはありませんか。食べ物の量や質に
望むことは、文化や家系によっても変わってきます。

インテュイティブ・イーティング 

栄養

つまり、自分に合った食べ方は自
分の体が知っている、と考えるわ
けです。体のリズムに合わせてその
声を聞き取り、自分の心と体の相
互作用を信じてみましょう。

テクノロジーが発達して便利にな
った地域では自炊する人が減って
いるようですが、料理は生きるため
に必要なスキルとして見直す価値
があるものです。

1 Tribole, Evelyn, and Elyse Resch. Intuitive Eating: a Recovery 
Book for the Chronic Dieter: Rediscover the Pleasures of Eating 
and Rebuild Your Body Image. St. Martin’s Paperbacks, 1996.
2 Lowe, Michael R., et al. “Dieting and Restrained Eating as 
Prospective Predictors of Weight Gain.” Frontiers in Psychology, 
vol. 4, June 2013, doi:10.3389/fpsyg.2013.00577.
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リズムに乗って：
ルーチンの重要性 

特集記事

思いつきや驚きは日々の暮らしに刺激をもたらしてくれま
す。そういった意味で、休暇をとるのは大切なことです。変
化を経験することがリフレッシュになり、心身に新鮮な風
が吹き込んできます。旅行に出かけたり、季節の変遷を感
じたりするだけでも、時間の経過と未来への期待に目を向
ける機会となり、特別な気分が味わえます。

|    The Art of Growing Young
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年末年始は多くの人がとっておきの時間を満
喫されたことでしょう。パーティーでご馳走
を食べたり、フェスティバルに出かけたりと、
多忙なあまり運動の習慣から離れてしまった
という人もいれば、久しぶりに会う人たちと
話し込んで睡眠不足になったという人もいる
はずです。

「ルーチン」という言葉にあまり良い印象を
持たない方もいらっしゃるでしょう。それは、
厳格なスケジュールや義務を連想するからだ
と思われます。しかしながら、ルーチンは健
康的な習慣を身につけ、穏やかな日常を維持
するうえで重要な手段となります。ルーチン
は安定感、安心感につながります。想定でき
る範囲内で物事が進んでいる間は、その瞬間
に意識を集中させマインドフルな状態になり
やすいのです。

ストレスや不安感に負けないために：小さな
子にはルーチンが不可欠です。それは、分か
らないことだらけの世界の中で、確かな足場
をつくる助けとなるからです。ルーチンのもた
らすリズムは安定感と安心感につながりま
す。それによって余裕が生まれ、子どもたちは
自由に遊び、発想を広げ、世界を探索します。
安全圏の中に安定した足場があってこそ、冒
険してみようという気になるのです。大人に
も同じことが言えます。これまでに不安定な
人や状況に直面したことがあれば思い当たる
はずです。親切にしてくれたと思ったら、わけ
もなく不機嫌になったり怒りだしたりする人
が家族にいたらどうでしょうか。あるいは、い
つどんな理由で解雇されるか分からないよう
な不安定な職場にいたらどうでしょうか。予
想外の大きな不確定要素は強度のストレス
のもとになります。

ルーチンが生きがいに：ルーチンは生活に意
義をもたらすもの、と言ってもよさそうです。
ルーチンのある人の方が生きがいを感じてい
ることを示す研究結果も発表されています。1  

効率性と上達：練習を積み重ねれば上達し
ます。ルーチンとして行うことはリズムに乗っ
て効率的にこなせます。例えば朝コーヒーを
入れる習慣でもそうです。水を計量してコー
ヒーメーカーに入れる、必要量のコーヒー豆
を用意する、グラインダーを手にとり豆を入
れる、そういった一連の動きはある程度決ま
っているでしょう。朝や前夜に何度も同じこ
とを繰り返していれば、よりスムーズなやり方
が定まってきます。

計画的に流れに乗って：先の見通しがついて
いれば、あれこれと悩んだりしなくても、シン
プルに計画が立てられます。ルーチンが決ま
っているぶん、次の展開が分かっているの
で、スケジュールの流れに沿って穏やかな気
持ちで物事を進められます。

余力を味方に：ルーチン自体はいつもと同じ
でも、ちょっとした勢いが必要なときに備え
て余力を蓄えることができます。ルーチンと
して定着したことは簡単にこなせます。楽に
済ませられることがあるぶん、ここ一番の挑
戦に意欲が高まるというものです。上手にで
きることが何かあれば、心理的に次の課題
達成へと前向きになれます。新しい方法を探
ったり、これまでにない情報を見つけたりと、
積極的に手を広げて下さい。

優先順位が明確に：ルーチンが定着すると、
自分にとって本当に大切なのは何かが見えて
きます。自分のリズムができることで価値観
やセルフケアが確立し、時間や空間を優先順
位の高いものに割りあてられるようになりま
す。

15

ルーチンから外れてしまいがちな
年明けこそ、昨年を振り返り、新し
い年のプランを考えるのに絶好
の機会です。新年の計は大げさな
ものでなくて構いません。実は、
いつものリズムを取り戻すだけで
も、大半を成し遂げたことになる
のです。

豆をひいている間に水を量るよう
にしたり、要領よく豆を用意できる
よう、キッチンスケールとコーヒー
豆とグラインダーをセットにして置
いたり、効率的なやり方が身につ
いてきます。

ルーチンが機能している間は先が
読めます。自分のしていることに確
かな実感があり、それが穏やかな
日常につながります。

1 Heintzelman, Samantha J., and Laura A. King. “Routines 
and Meaning in Life.” Personality and Social Psychology 
Bulletin, vol. 45, no. 5, Sept. 2018, pp. 688–699., 
doi:10.1177/0146167218795133.



|    The Art of Growing Young

健康的な習慣：ルーチンは健康的な生活の
重要な鍵です。毎日習慣とすることにこそ、生
き方や人となりが現れます。また、繰り返し実
行していれば上達も期待できます。例えば、
夕食にたっぷりのグリーンサラダを沿えるこ
とをルーチンにすれば、毎晩しっかりと野菜
が食べられます。朝の散歩とストレッチ、5分
間の深呼吸も1日のリズムを作る健康的な習
慣になります。健康的な習慣として他にどん
なことができるか考えてみましょう。タイミン
グとしては1日の始まりと終わりに着目するの
がおすすめです。最初と最後のリズムがはっ
きりすることで、日中も落ち着いて集中でき
るようになります。

朝はメディアから離れてみましょう。心を豊
かにする朝の過ごし方は最も重要なルーチ
ンになる可能性があります。朝一番にスマホ
やテレビ、パソコン、タブレットなどのデジタ
ル画面を見ない時間を確保しましょう。起き
てから15分か20分ほどの間、最低でもソーシ
ャルメディアとニュースを避けるようにして下
さい。ソーシャルメディアやオンライン通信を
必要としない仕事に就いているなら、2時間
は離れることを検討できるはずです。

午後7時以降は画面を見ないようにしましょ
う。1日の終わりにはブルーライトを制限し、
刺激を受けないようにすることが望まれま
す。毎晩スローダウンする時間をとる習慣を
つけると、睡眠の質（と健康）が向上します。
何よりも、目の前にいる家族や自宅、自分自
身に意識が向くことを実感できるはずです。

自分と向き合う時間も忘れずに。朝一番の
ルーチンとしてもうひとつおすすめしたいの
は、一人で過ごすことです。パートナーや子ど
もたちが目を覚ます前に起き出せるよう、夜
は15分早く寝る必要があるかも知れません
が、自分のための時間をとって下さい。

1日の終わりはさっぱりと。夜はお風呂に浸
かったり、マスクでパックをしたりと、ささや
かな贅沢を習慣にしましょう。聖書を読むこ
とや日記をつけることをルーチンにするのも
一案です。

活動的な朝を。朝は体を動かすチャンスで
す。慌ただしく通勤する人や車が行きかうよ
りも前の時間帯に近所を軽く走ったり、東向
きの窓（か、寒くなければ屋外）に上る太陽に
向かって礼賛のヨガをしたりできます。音楽
に合わせて踊るのが好きなら、ダンスで元気
に朝をスタートしましょう。

夜はストレッチ。夜は寝る前に5分ほど、うつ
伏せに寝るだけのヨガのポーズを取り入れま
しょう。背筋が伸び、神経系が落ち着いてき
ます。ゆっくりと呼吸し、頭を空にしてから眠
りましょう。

ルーチンの力を活用しましょう。今すでにや
っていることと、さほど変わりのない内容で
構いません。ルーチンの意義を再考し、適宜
身を委ねましょう。嬉しいことに、ありふれた
日常が自分の可能性を開いてくれるかも知れ
ないのです。

16

ゆっくりとお茶を飲みながら、その
温かさと風味を楽しむだけでも構
いません。
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毎日の習慣で善玉菌をしっかり増やして、より健やかに、幸せに！ ◊

Biotic Blast™

よいものをたっぷりと…  
ライフプラスのバイオティックブラストは、科
学的データを精査のうえ、特性や機能の異な
る14の菌株に由来する100億もの善玉菌を配
合しています。消化酵素の正常な働きと代謝
エネルギーの産生を考慮して、カルシウムも
加えました。◊

体のバランスを調整して、より健やかで幸せ
なライフスタイルを手に入れて下さい！ 

© 2020 Lifeplus International

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト 
www.lifeplus.comをご覧ください。

◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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食物繊維そのものには何の目新しさもあり
ません。健康を支える存在として古くから知
られていて、摂取すべきであることは誰もが
分かっています。それなのに、ほとんどの人

（統計によると97％）が1日に必要な推奨量
を摂取できていません。1 

植物性食品のいわば残渣にあたるものです
が、栄養保健上、食物繊維は水溶性と不溶性
に大きく分類されています。水溶性繊維では
βグルカンやペクチン、不要性繊維ではセル
ロースが代表的です。今日では他の分類法
が使われることもありますが、いずれも用語
として広く普及しています。

腸は食物繊維を運ぶ運動をしながら、他の
栄養素を吸収します。食物繊維は便の容量
を増し、便秘を予防します。また、老廃物を体
外に排出するのを助け、消化器系のデトック
スに寄与します。このデトックス作用により大
腸がんのリスクが低減するという説もありま
す。ある種の食物繊維には、環境や代謝のも
たらす毒素を吸着し、体外に運び出す働きが
あることが知られています。

腸内細菌の活躍、特に善玉菌の利点はよく
話題になっています。こういったプロバイオ
ティクスには、その餌となるプレバイオティク
スが必要ですので、オーツ麦（エンバク）のよ
うに食物繊維の豊富な食品の摂取を心がけ
ましょう。あらゆる食物繊維が善玉菌の餌に
なりますが、微生物の種類は多岐にわたり、
好む繊維もそれぞれです。ですから、幅広い
植物性食品から多種多様な食物繊維を摂取
することが重要です。

食物繊維には心臓血管系を保護する働きも
あり、特にコレステロールが気になる人に注
目されています。さらに、血糖値を抑制する
作用から、糖尿を患っているか、その兆候の
ある人にも、食物繊維の豊富な食事が推奨
されています。

食物繊維をたっぷりと摂取するには、野菜、
果物、全粒穀物といった植物性食品が欠か
せません。代表的なものでは、ブロッコリー、
緑の葉野菜、ナシ、ベリー類、オーツ麦、そし
てマメ類が優れた摂取源になります。

1日あたりの摂取量は30g以上を目安にして
下さい。子どもも年齢層に応じた量の食物繊
維をしっかりと摂取する必要があります。幼
児は15g、学童期で20g、ティーンになったら
25gを毎日摂取できるようにしましょう。数千
年に及ぶ先祖代々の食事が受け継がれてい
る地域では、食物繊維の摂取量が1日あたり
100gを超えることも珍しくありません。

食物繊維の摂取量を増やすべく、朝から工夫
してみましょう。朝シリアルを食べるなら、ス
ライスした桃や新鮮なベリー類をトッピング
できます。レクチン過敏でないなら、パンを
全粒穀物のものにしましょう（ただしラベル
でごまかされないよう、原材料表示をきちん
と確認する習慣をつけて下さい）。ランチは
野菜が半分を占めるよう考えて食べ、ナシの
ように消化を助けるもので締めくくるとよい
でしょう。

自宅に冷凍野菜のストックがあれば、スープ
やオムレツ、ソテーなどにさっと加えることが
できます。ジャガイモやカブ、サツマイモの
食物繊維は皮の部分が最も繊維が豊富なの
で、皮ごと調理して使いましょう。パスタソー
スにレンズマメを入れると、とろみを出しな
がら食物繊維をプラスできます。夕食には毎
回たっぷりのグリーンサラダを添えましょう。 

食物繊維はヒトの体内で消化しに
くい炭水化物で、野菜や果物、豆
類、ナッツ類、全粒穀物に豊富に
含まれています。

19

食のトレンドでは様々なスーパーフードが話題になります。エキゾチックな原産地に由来する発音の難し
そうなものが流行しては忘れられていくようにも思われます。MCT（中鎖脂肪酸）オイルをコーヒーに混
ぜたり、朝のシリアルにチアシードを加えたり、抹茶とターメリックのラッテを土曜の朝に飲んだりと工
夫している人でも、往々にして摂取が足りていないものがあることはご存じでしょうか。それは食物繊維
です。

食物繊維 

ハーブとサプリメント

食物繊維はヒトの体内の消化酵素
では分解できませんが、何兆とい
う数の腸内細菌の餌になります。
腸内細菌の活動が人体の健康にど
れほど重要であるかは、科学者に
よって続 と々明らかになってきてい
ます。

おやつにはセロリやニンジン、ブロ
ッコリーの茎などの野菜スティック
を用意しておくと便利です。

1 Clemens, Roger, et al. “Filling America’s Fiber Intake Gap: 
Summary of a Roundtable to Probe Realistic Solutions with a 
Focus on Grain-Based Foods.” The Journal of Nutrition,  
vol. 142, no. 7, July 2012, doi:10.3945/jn.112.160176. 
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子どもたちが不安を乗り越えていけるよう、
親としてできることをいくつかまとめてみま
した。

兆候を捉える
不安感の現れは年齢層によって異なります。
小さな子なら癇癪を起こしたり、すぐに泣い
たり、しがみついて離れなくなったりします。
おねしょをすることもあるでしょう。ある程度
成長すると、簡単な日課をこなせなくなる、
集中力に欠ける、睡眠障害になる、怒りを爆
発させる、といった兆候が現れます。  

対処法を学ばせる
親は子どもの辛い姿を見たくないでしょう。
とはいえ、ストレスの原因を親が先回りして
取り除いていると、将来的に子どものために
なりません。子どもが自分の力で不安感を乗
り越えられるよう、健康的な対処法に必要な
スキルを身につけさせるのが一番です。

介入しない
不安感の元を取り除いてやりたくなるのと同
様、子どもが困難に直面したときには、我が
子を守ろうとつい介入したくなります。親まで
不安に陥らないようにしましょう。不安を感じ
てしまったら、健康的な対処をして見せるこ
とです。過保護はいけません。

現実的に
「やってごらん、楽しいよ」などと子どもにつ

い言いがちですが、子どもがどう感じるかを
決めつけるのは現実的ではありません。確か
に親は子どものことをよく理解しているでし
ょう。それでも、きっと気に入るはずだと言わ
れたのにそうならなかった、というある種の
虚偽は、後々不信感につながりかねません。
それよりも、子どもたちの力を信じているこ
とを伝え、自信を育てましょう。どんな結果に
なっても大丈夫、信じている、と語りかけ、現
実に見合った自信を持たせて下さい。

気持ちを尊重する
子どもが怖いと思ったことを怖がるほどのこ
とではないとあしらっても、子どものために
はなりません。それでは励ましにもならない
でしょう。子どもの気持ちに寄り添い、共感を
もって心の内を明かせるような会話をして下
さい。不安感がどこから来るのか、何をする
のが助けになるかが見えてくるはずです。 

「怖いと思ったのね、それでいいよ」「乗り越
えられるまでそばにいるから」といったよう
に、受容する言葉で支えてやれば、感情に振
り回されずに落ち着いて考えられる子にな
るでしょう。

健康的なお手本を示す
子どもたちは常に大人の様子をよく見聞きし
ています。親がお手本となり好ましい言動を
示すことは、子どもの成長とともに重要性を
増していきます。もしも過度な飲酒で不安感
をやり過ごす親を見て育ったら、子どもも後
に不健康な行動をする確率が高くなります。

20

不安を抱えた子どもに手を差し伸べるという場面は親なら必ず経験
するものです。試験のストレス、ソーシャルメディアやネット上のいじ
め、自分や友達の転校など、子どもたちが不安に直面する理由は様
々です。

子どもが不安を抱えたら

家族の健康

不安に耐え、乗り越えることを学
ばせるということは、今後の長い歳
月を生きるために欠かせない術を
教えてやることなのです。

友人と話をしたり、物事のプラス面
に着目して建設的に問題を解決し
たりできる親を見て育てば、子ども
も健康的な対処法を身につけてゆ
くでしょう。

子どものために何とかしてやりた
い気持ちを自制して、子どもと話を
して下さい。不安感を引き起こす
状況を避ける方法について一緒に
考え、不安感の根源に健康的な方
法で対処するよう促しましょう。

1 Staff. “Anxiety in Children.” NHS Choices. NHS. Accessed 
November 3, 2019. https://www.nhs.uk/conditions/stress-
anxiety-depression/anxiety-in-children/.
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誘導尋問はしない
入学初日は、怖いと思うかどうかではなく、本
人がどう感じているかを尋ねましょう。怖いと
思うかな、と親に問われると、怖いようなネガ
ティブな気持ちが沸き起こってしまう可能性
があります。

助けを求める
不安を感じるのはごく自然な心の動きです。
不安を抱えた子どもが辛そうに見えることも
あるでしょう。

医師が窓口になりますので、相談してみて下
さい。 同時に、子どもが必要な栄養素をしっ
かりと摂取できるようにするのは親の務めで
す。ある種のアミノ酸の欠如や栄養バランス
の偏り（炎症性の脂肪酸が過多となっている
のに抗炎症性のアミノ酸がほとんど食事か
ら得られていないなど）は、脳を不安感に対
して敏感な状態にすることがあります。

21

たいていは親の手助けで乗り越え
られますが、強度の不安感が続き
日常生活に支障をきたすようであ
れば、相応の手立てを外部に求め
たほうがよいかも知れません。
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「多世代の家」は、保育園と高齢者交流セン
ター、お茶を飲みながら相談ごとができるよ
うな若い家族の出会いの場といった共用施
設の要素を兼ね備えています。

60才以上の年配者には静かにリラックスで
きるリビングが割り当てられていますが、子
ども用スペースにつながるドアがあり、これ
が閉じられたままになることはほとんどない
そうです。1  

世代を超えて多くの人々が利点を感じている
のはむしろ自然なことかも知れません。核家
族化の進んだ現代の生活様式は人類にとっ
ては比較的新しいものです。人類は長い間、
一つ屋根の下、家族や部族、村で共同生活を
してきました。

子どもたちと親世代、祖父母の世代が一緒に
暮らすメリットは多く、家事の分担などで時
間やエネルギーを効率よく使えます。それぞ
れに役割ができることで、子どもたちはお手
伝いの重要性を学びますし、お年寄りは満た
された気持ちになれます。

仕事を持つ親は、子の世話を祖父母に手伝
ってもらえると助かります。現代社会ではし
ばしば若者と年配者の断絶が問題視されま
すが、子どものころからお年寄りと接し、お手
本となり導いてくれる人に出会ったり相手を
敬うことを教わったりしていれば変わってい
くはずです。

祖父母世代もそういった関わりを通じて、子
や孫の役に立つ喜びが味わえるでしょう。宿
題に付き合ったり、夕食を一緒に作ったり、赤
ちゃんの面倒を見たりと、日常の様々な場面
が絶好の機会を提供してくれます。

高齢者にとって最も重要なのは、孤独を防げ
る点かも知れません。家族や共同体から孤
立したように感じる高齢者の精神面は現代
の社会問題のひとつですが、多世代の家で
幅広い年齢層の家族や仲間に日々接するこ
とで生活の質が向上します。

また、実の家族と離れて暮らす高齢者にとっ
ては、親世代の若者やその子どもたちを見守
ることは、世代を超えたお付き合いを可能に
します。

言葉数は少なくても、助ける方と助けられる
方の両方が嬉しい気持ちを共有できます。ア
ドバイスを受けた人がうまくいけば、アドバ
イスをした人も達成感が得られ、ともに幸福
感と自尊心の高まりを実感するでしょう。

もちろん、それぞれに乗り越えるべき課題は
存在します。相互の子育ての方針を尊重する
にも、人ごとの境界線を把握するにも時間が
かかります。それでも、あらゆる年齢層の人
がその労力をはるかに上回るメリットを多世
代の家に感じています。2  

22

今注目の革新的な生活空間は２つの要因に後押しされています。それは、65才以上の高齢者が急増して
いることと、乳幼児の保育費が年々上昇していることです。そこで理想的な解決法がドイツで誕生しまし
た。多世代コミュニティで助け合えばよいではないか、と。

多世代の家がもたらす利点 

家族の健康

2003年にドイツ始まった試みは社
会的にも経済的にも有効な方法と
して諸外国に広まっています。

家庭の外でも世代を超えて集まる
機会があると、さらなるメリットが
期待できます。家族や家計のこと
で相談をしたい時、身内よりもし
がらみのない大人の方が話しやす
いと感じる若い親世代は少なくあ
りません。

家庭の中でも外でも、若い世代の
役に立てるという実感は確かな生
きがいとなります。人は誰かの役
に立つことに喜びを感じます。

1 Oltermann, Philip. “Germany’s ‘Multigeneration Houses’ 
Could Solve Two Problems for Britain.” The Guardian. Guardian 
News and Media, May 2, 2014. https://www.theguardian.com/
world/2014/may/02/germany-multigeneration-house-solve-
problems-britain.
2 Goyer, Amy. “Multigenerational Living Is Rising, and May 
Be to Everyone’s Benefit.” American Society on Aging. 
Accessed November 3, 2019. https://www.asaging.org/blog/
multigenerational-living-rising-and-may-be-everyones-benefit.
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「男ならしっかりして（Man up）」は最も問題
のある否定的なフレーズです。一方の性に特
定した時代遅れのこのフレーズは失礼に聞
こえ、本来の問題から目を逸らしてしまうか
らです。表面的には罪のない言い方ですが、
男性に責任を取るように、強くいるように、も
しくは感情を表さないように（感情を表すの
が悪いことでしょうか？）と言い聞かせるよう
な言い方です。しかし、このフレーズが実際
伝えているメッセージは、程度の差こそあ
れ、男性は感情を隠す能力によって評価され
る、ということです。

男性の多くは自分の健康について語ること
はありません。語らないことは精神的にも身
体的にも健康にダメージをもたらすほど深
刻です。すでに問題を抱えている男性に「し
っかりしろ」と言えば、状況を悪化させること
になります。

プラス思考の人に心を打ち明け、より密な関
係を構築したいと望む男性は、友情を求め
育もうとしない男性よりも、感情的にも身体
的にもより良い健康を謳歌する傾向にあり
ます。

落ち込んでいる時に「しっかりしろ」とは言わ
ない、信頼できるプラス思考の友人が必要
な理由はたくさんあります。人生を通じてポ
ジティブなサポートを得られるネットワーク
を見つけておけば、感情的な危機に陥った
時に大変効果があります。

気持ちを共有する時、男性でも女性でもお
互いに感情的に支え合い、信頼され、認め合
っていると感じます。誰もがこのような絆や
サポートからメリットを得られます。友人が
お互いの感情や必要性、信念に配慮しつつ
信頼し合うことができるなら、人間関係にお
いて誠実、公平、支援、寛容といった他の重
要な道徳的価値感も自然に伴ってきます。

男らしさにこだわる古い考えを捨てれば、人
生のどのような場面でも、例えば仕事場や近
所の付き合い、ジムのパートナー、あるいは
教会や学校、家族の中でも、たくさんの人間
関係を築くことができるようになります。異な
る年齢、人種、性別、場所から様々な人 と々友
達になることが重要です。なぜなら、そのよう
な友達はまた違ったニーズを満たしてくれる
からです。

それが、男性の人生をより良くする手助けと
なります。本当に必要とする感情的なサポー
トを提供してくれる人もいれば、フィットネス
にやる気を出すよう後押ししてくれる人や、
仕事の問題を助けてくれる人もいるでしょ
う。多く友人がいれば多様な役割を果たして
くれます。

24

友達であれ家族であれ、問題を切り出すのが男性である場合、私たちの多くが「しっかりして」、「愚痴を
言わないで」、「立ち直って」といった言葉をかけますが、それは実は罪なことなのです。何年もの間、この
ようなフレーズは一般には良いとされてきました。しかし、実際に使うのは良くありません。

「男ならしっかりして」と言わない方がいい理由

家族の健康

自分の人生に関わる男性に「しっ
かりしろ」と言う必要はありませ
ん。代わりに「打ち明けて」と言う
べきです。男性は、自らの感情が大
事である、と感じる必要があるの
です。

ユニークでポジティブな友人は誰
でも、人生に必要な何か特別なも
のを与えてくれるでしょう。

友人といることで安心感を得られ
れば、感じている気持ちを共有す
ることができ、それが多くのストレ
スを軽減する手助けになります。
安心して心を開くことのない「伝
統的」な役割に縛られている男性
にとっては、最初のステップを踏み
出すのは難しいことかもしれませ
ん。しかし、そこでがんばってみる
価値があることも確かです。
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時代遅れの「男ならしっかりして」という価値
観にとらわれない人とポジティブな友情を築
くことが個人の成長につながります。

特にポジティブな友情を育むことと、人を傷
つけるフレーズを避けることが、男性の人生
に、よりポジティブな事柄、人々、体験や状況
を引き寄せるようになるのです。
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それはお互いにメリットがありま
す！どちらもお互いに一緒にいる
ことで、ハッピーになり、感じるス
トレスが少なくてすむというわけ
です。
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更年期が近づいている女性は、食事からしっ
かり栄養を補給することで不快な更年期の
症状を軽減したり、時には避けることができ
ます。

多くの女性は、食事から摂取する鉄分とカル
シウムが足りていません。更年期を迎える女
性が十分な鉄分を摂取するには、鉄分の豊
富な食べ物を少なくとも毎日3品は食べる必
要があります。

更年期にある女性の場合、吸収されるカルシ
ウムは減り、尿を通じて排泄されてしまうの
で、乳製品やカルシウムの多い食べ物を1日
3～4品は食べるのが望ましいとされていま
す。1 牛乳やヨーグルト、ケフィアなどの乳製
品はカルシウムが豊富です。さらにカルシウ
ムが豊富なものとしては、ブロッコリー、豆
類、緑の濃い葉野菜、イワシや鮭の缶詰など
小骨も食べられるものが挙げられます。2

  

更年期初期はコレステロール値が急激に上
がり、心臓病発症のリスクを高めます。摂取し
た食物繊維は体内に吸収されることなく脂
肪と結合して出ていくので、脂肪の吸収を抑
制する作用もあります。3  

もうひとつは、食物繊維が多く含まれる食べ
物を摂取すると、満腹感が得られやすいこと
です。お腹がいっぱいなら、あまり健康的では
ないおやつに手を出さないで済み、更年期に
見られる体重増加も防いでくれることになり
ます。食物繊維は玄米やオートミールといっ
た穀物、野菜や果物全てに含まれています。

「何を避けるべきか」は「何を食べるか」と同
じくらい重要です。食事の量を減らし、脂肪
や糖分が過度に多い食べ物や高カロリーの
食べ物を減らすことが大切です。更年期に当
たる年齢層には代謝が衰え始める傾向があ
ります。これは以前のように体がカロリーを
燃焼してくれないことを意味しています。
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人生のどの段階にあろうと食事で考慮すべきガイドラインというも
のがあります。これは、新鮮な野菜や果物、きれいな水、食物繊維、
タンパク質を幅広く摂取すること、そして、加工処理された手軽で便
利な食べ物を避けるようにすることを原則としています。しかし、ラ
イフステージによっては、特異な身体的変化をサポートするための栄
養補充が必要です。更年期も同じです。

更年期と食事 

家族の健康

鉄分を多く含む食材には、有機畜産
による脂肪分の少ない赤身肉、卵、
緑の葉野菜、ナッツ類、天然ものの
魚などがあります。

どの年齢にあっても女性は水分を
多く取る必要があります。更年期の
間、快適に過ごし、膣の乾燥を防ぐ
ためにも特に重要です。一般的に
毎日少なくとも8杯の水を飲むこと
が勧められています。

食物繊維も重要な成分のひとつで
す。主な理由は2つあります。まず、
食物繊維が豊富な食べ物はコレス
テロールを制御する役割を果たす
ことが挙げられます。

1 Heaney, Robert P., Robert R. Recker, and Paul D. Saville 
Omaha. “Menopausal Changes in Calcium Balance 
Performance.” Nutrition Reviews 41, no. 3 (2009): 86–89. 
https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.1983.tb07709.x.
2 Johnson, Traci C. “Menopause Diet/Foods: What to Eat & 
What to Avoid.” WebMD. WebMD, August 4, 2018. https://
www.webmd.com/menopause/guide/staying-healthy-through-
good-nuitrition#1.
3 “The Menopause Diet.” wallerwellness.com. Accessed 
November 3, 2019. https://www.wallerwellness.com/health-
aging/the-menopause-diet.
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砂糖や塩分も同様に控えるのがおすすめで
す。塩分をとり過ぎると血圧が上がります。高
血圧と高コレステロールは密接に関連して
いるので、心臓血管系の健康を保つために
はナトリウムの摂取に気をつけることが極め
て重要です。硝酸塩が多く含まれている燻製
や炭火焼き、塩漬けにされたものは避けた
方がよいということになります。精製された
砂糖はインスリンの分泌を誘発し、これが体
重過多やインスリン感受性の低下をもたら
し、メタボリック症候群や最終的には2型糖
尿病を引き起こします。

骨を丈夫にするのに十分なビタミンDを確
保するには、日光を浴びるのがベストな方法
です。春から秋にかけてなら、日差しの強い
時間帯に日焼け止めを塗らず20分間、日に
当たるようにして下さい。4  
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加えて、更年期には、減ってゆく骨
量を維持するために必要な栄養素
を摂取することが大事ですが、ビタ
ミンDは食事ではなかなか得られ
ません。

4 Suszynski, Marie, and Rosalyn Carson-DeWitt. “Menopause: 
The Optimal Menopause Diet.” EverydayHealth.com. Accessed 
November 3, 2019. https://www.everydayhealth.com/hs/guide-
to-managing-menopause/the-optimal-menopause-diet/.
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ご家族の全般的な健康のサポートのために、
安全かつ効果的なオメガ3補給の方法をお探
しなら、オメゴールドがおすすめです。

オメゴールドで健康的な食生活に欠かせな
いオメガ3系脂肪酸をたっぷり摂りましょう。

オメゴールドは脂溶性の抗酸化
物質各種を豊富に含む画期的な
オイルサプリメントです。植物か
ら抽出した特製オイルを独自の
配合でブレンドし、DHAとEPA、
オメガ3系脂肪酸のほか、ビタミ
ンDと一緒にソフトカプセルに詰
めました。

DHAとEPAをたっぷり配合した、独自のオメガ3脂肪ブレンド

オメゴールド ®

© 2020 Lifeplus International

◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

製品詳細については当社製品カタログもしくはウェブサイト 
www.lifeplus.comをご覧ください。



2020 年1月/2月    |

最初に、成分表示上の1人分と盛り付けで言
う1人分の違いに注目しましょう。成分表示
上の1人分は、その食品を食べるおすすめの
量です。表示ラベルを読む時に栄養成分の
目安となる分量でもあります。お皿に1人分と
してどれだけ盛るかは個人の感覚次第です。
従って、盛り付ける1人分は成分表示上の1人
分よりも多くなっている可能性があります。

 では、食事の量のコントロールについて話し
を進めましょう。対処法として取り入れられる
ことはたくさんあります。まず始めに、外食時
には食事が提供される前に、半分を持ち帰り
用の容器に入れてもらうことです。ウエイタ
ーは喜んで応じてくれるでしょう。そうしてお
けば必要以上に食べたくなる欲求を抑える
ことができます。食事を一緒にする相手につ
いても気に掛けましょう。最近行われた調査
では、友達や家族と一緒にいると食べ過ぎる

傾向があり、知らない人と一緒にいると食事
を加減する傾向が強くなる、と示唆していま
す。周囲の人が食べる量に気を配りつつ、自
分の量を意識することが助けになります。 2
食事を記録する日誌をつけたり、管理するア
プリを使って、量のコントロールに成功して
いる人もいます。他の対策としては、繊維とタ
ンパク質の豊富な食べ物を選ぶように気を
つけることが挙げられます。どちらも満腹感
が長続きするように作用してくれます。

ダイエット業界は世界で何十億ドルもの収
益が見込める巨大産業です。ダイエットと表
示される商品の多くが、他の食べ物の代わり
となる健康的なものであっても、全ての「ダ
イエット」商品が同じではありません。ダイエ
ットと銘打った炭酸飲料もその一例です。例
えば、ヨーロッパ10ヶ国で451,743人を対象
に行われた近年の研究で、ソフトドリンクを
常飲していた人は、ダイエット用の表示があ
るもの、ないものどちらを飲用するかに関わ
らず、死因全てにおいてリスクが高まること
が関連付けられました。1相互関係を示す研
究はこれだけではありません。食品添加物の
使用されている加工食品は、どのような表示
があっても、決して良い健康に役立つ特効薬
とはなり得ません。のどが渇いたなら、いつ
でも水を飲むのが最善の選択です。何千年
も前を生きた人々は水だけを飲んでいまし
た。水分補給に体が必要としたのは水がす
べてだったのです。炭酸飲料やスポーツドリ
ンク、エナジードリンクを飲み慣れている人
は、水だけを飲むように習慣を変えるのは大
変かもしれません。そのような場合、水のボ
トルにレモンやライムの果汁を小さじ1～2
杯入れれば柑橘風味で飲みやすくなります。

もちろんです！エクササイズは気分、記憶
力、心臓の健康、睡眠などにプラスの効果
があります。定期的なエクササイズは認知
機能が衰えるシニア層の思考力改善の手
助けになるでしょう。3また、気分を高める働
きがあり（特に躁うつ病を患っている方）、 4夜
の睡眠改善、免疫系の保護、5心臓血管系の
保護にも役立ちます。6さらに、食欲をコント
ロールする助けになるなど、体を動かすア
クティビティは減量だけではなく、より多く
のことに効果があります。エクササイズに
は、心と体に数えきれないほどのメリットを
もたらします。
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炭酸飲料は普通のものよりもダ
イエット用を謳ったのものを選
ぶ方がよいのでしょうか。

エクササイズは減量以外にも何
か役に立ちますか。

つまり、私たちの多くは、思って
いるよりももっと多くのカロリー
を摂取しているということになり
ます。

食事の量をコントロールする良
い方法はありますか。

1 Mullee A, Romaguera D, Pearson-Stuttard J, et al. Association 
Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European 
Countries. JAMA Intern Med. Published online September 3, 
2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.2478
2 Ruddock, Helen K, Jeffrey M Brunstrom, Lenny R Vartanian, 
and Suzanne Higgs. “A Systematic Review and Meta-Analysis 
of the Social Facilitation of Eating.” The American Journal of 
Clinical Nutrition 110, no. 4 (2019): 842–61.  
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz155.

3 Rapaport, Lisa. “Exercise May Improve Thinking in Sedentary 
Seniors with Cognitive Decline.” Reuters. Thomson Reuters, 
December 19, 2018. https://www.reuters.com/article/us-health-
cognition-exercise/exercise-may-improve-thinking-in-sedentary-
seniors-with-cognitive-decline-idUSKCN1OI2PN?utm_
source=reddit.com.
4 Aspril, Joshua. “Increased Motor Activity Linked to Improved 
Mood.” Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 
December 12, 2018. https://www.jhsph.edu/news/news-

releases/2018/increased-motor-activity-linked-to-improved-
mood.html.
5 Walsh, Fergus. “How Exercise in Old Age Prevents the 
Immune System from Declining.” BBC News. BBC, March 8, 
2018. https://www.bbc.com/news/health-43308729.
  “Weightlifting Is Good for Your Heart and It Doesn’t Take 
Much.” RSS. Accessed November 3, 2019. https://www.news.
iastate.edu/news/2018/11/13/resistancecvd.
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