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幸せの種
最近私が読んだプリンストン大学の環境ユニット研究報告による
と、家庭菜園は心をより健やかにしてくれるそうです。2017年に始ま
った研究では、自宅でガーデニングを楽しんでいる人は、自転車やウ
ォーキング、外食を楽しむ人と同じような幸福感を得ていると報告さ
れています。また、野菜を育てている人の幸福感は、花を育てている
人のそれをさらに上回るとのことです。1

この研究は、社会的な交流の場ともなってい
るコミュニティガーデンまでは対象にしてい
ませんでした。公共の場で好きなことをする
機会が減っている今、この発見には尚更すば
らしい意義が感じられます。また、別の研究
ではありますが、自宅待機が始まった頃、種
苗カタログやガーデンショップの売り上げが大
幅に増加したことも確認されており、こちらも
同様に印象的でした。
種が急に売れた理由が何だったのかは分かり
ません。買い物に出るのが不安だったから、
栄養を補給したいと思ったから、あるいは、
何百万人もの人が、
やっと家庭菜園を始める
時間ができたと思ったから、などあらゆる動
機が想像できます。実際の理由は何であれ、
ガーデニングに着手した人たちに共通してい
るのは、自家製のおいしい食材と、それを育て
る喜びが得られたということです。
先述の研究で3年後に追跡調査を行ったとこ
ろ、対象者の70％が積極的にガーデニングを

1
Ambrose, Graham, et al. “Is Gardening Associated with
Greater Happiness of Urban Residents? A Multi-Activity,
Dynamic Assessment in the Twin-Cities Region, USA.”
Landscape and Urban Planning, vol. 198, 2020, p. 103776,
doi:10.1016/j.landurbplan.2020.103776.
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続け、楽しんでいることが分かったそうです。
これは不思議なことではありません。
健康的な食べ物を育てる人々は、文字通り、
幸せの種を蒔いているのです。キッチンの窓
辺にハーブの鉢をいくつか置く程度のスペース
しかなかったとしても、自分で食べ物を育て
ることの満足感や、採れたてを味わえる喜び
は、果物や野菜、ハーブなどをお店で買ってき
て食べる経験とは比べものになりません。
裏庭をたっぷり使える場合でも、窓辺にひと
つバジルを置くだけでも、幸せの種を育てる
ことは、これまで以上に大切になっているの
ではないでしょうか。

Dwight L. McKee
Scientific Director

最新ニュース

心臓の保護にオリーブオイルと野
菜と果物を
古くから健康に良いことで知られる地中海地
方の食事に関する最近の研究で、野菜と果
物、
ナッツ類、非精製穀類の豊富な食事のさ
らなる利点が見出されました。
これによると、
地中海式の食事をした成人に内皮機能の改
善が認められ、
それが心血管疾患の予防に
役立つと示唆されています。5

運動でうつ状態を撃退
1日に35分程度でも体を動かせば、
うつ状態
になるのを防ぐ効果が期待できるようです。
しかも、
これは遺伝的にうつになりやすい傾
向のある人にも有効とのことです。ハーバー
ド大学で8,000人以上を対象に行われたあ
る研究で、
アクティブに運動している人はう
つになりにくいと結論付けられています。半
時間と少し体を動かすだけで効果が期待で
きるというのは朗報です。2

ベリー類に新たなメリット

ウエイトリフティングで心臓を応援

ベリー類を対象とした最新の研究で、
この風
味豊かな食べ物とアルツハイマー病のリス
ク低減に相関性があることが示されまし
た。2,800人のベリー類、
リンゴ、お茶の摂取
状況を20年にわたり調査したところ、
フラボ
ノイド類の豊富な食品をあまり口にしてい
なかった人は、
そうでない人の2倍から4倍の
確率でアルツハイマー病を経験する可能性
があると分かったそうです。1

ウエイトリフティングが心臓に良いことが研
究で示されました。
そのメリットは特に本格
的に取り組まなくても得られるもので、1週間
あたり1時間弱、筋肉に負荷をかける運動を
すれば、心臓発作や脳卒中のリスクを大幅に
減らせるそうです。
ちなみに、1時間以上続け
て筋力トレーニングをしても、利点がより大
きくなるということはなかった、
とも記述され
ています。4

太陽のビタミンで消化管を守り
ましょう
微生物学の専門誌（Frontiers in
Microbiology）に掲載された新しい研究に
よると、太陽の下で過ごす時間を増やせば
消化管の健康を守るのに役立つということ
です。皮膚に直射日光を浴びると体内でビ
タミンDが産生されます。
そして、
このビタ
ミンDが消化管内で体に有益な働きをして
いる微生物に働きかける、
というわけです。
多発性硬化症や炎症性腸炎を患っている
人にとっては、関連因子である腸内細菌の
バランスの崩れをこれで改善できれば、特
に有意義な知見となりそうです。3

1
Shishtar, Esra, et al. “Long-Term Dietary Flavonoid Intake
and Risk of Alzheimer Disease and Related Dementias in the
Framingham Offspring Cohort.” The American Journal of Clinical
Nutrition, 2020, doi:10.1093/ajcn/nqaa079.
2
Wozniak, Tomasz. “35 Minutes of Exercise May Protect Those
at Risk for Depression.” Harvard Gazette, Nov. 14, 2019, news.
harvard.edu/gazette/story/2019/11/physical-activity-may-

protect-those-at-risk-for-depression/.
3
Bosman, Else S., et al. “Skin Exposure to Narrow Band
Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal
Microbiome.” Frontiers in Microbiology, vol. 10, 2019,
doi:10.3389/fmicb.2019.02410.
4
Liu, Yanghui, et al. “Associations of Resistance Exercise with
Cardiovascular Disease Morbidity and Mortality.” Medicine &

Science in Sports & Exercise, vol. 51, no. 3, 2019, pp. 499–508,
doi:10.1249/mss.0000000000001822.
5
Shannon, Oliver M., et al. “Mediterranean Diet Increases
Endothelial Function in Adults: A Systematic Review and MetaAnalysis of Randomized Controlled Trials.” The Journal
of Nutrition, vol. 150, no. 5, 2020, pp. 1151–1159,
doi:10.1093/jn/nxaa002.
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フィットネス

テニス
自分なりに決めたやり方で運動をしていても、途中で時計を見ると
まだ予定時間の半分にもなっていなかった、ということはありません
か。あるいは、
マシンに乗るとそこからしばらく動けないことが嫌で、
モチベーションを維持するのに苦労したことはないでしょうか。

フィットネスにおいて退屈は大きな抑止力
になってしまいます。単調な運動の繰り返し
に没頭すことを好む人もいますが（例えば水
泳選手は、何度も折り返して泳いでいるうち
に瞑想状態に入るとも言われています）
、
も
っと変化のある、
ダイナミックなスポーツの
方が魅力的だと感じる人は多いようです。
テニスは社会的、精神的にも健康的な利点
をもたらすスポーツです。
テニスがおすすめ
な理由のひとつとして、体のあらゆる領域を
応用する全身運動になる点が挙げられます。

ジャンプしたり、しゃがんだり、
急に止まったり、素早く走ったり
と、脚は様々な動きをこなしま
す。ですから、主要な筋肉群ひと
つに集中するのではなく、脚の様
々な筋肉を強化し、伸ばすこと
ができます。
腕や体幹もまた、常に力学的な変化に応じ
て動いています。ボールをうまく打ち返そう
とするとき、体はあらゆる反応をします。体幹
をひねる、回す、曲げる、
さらに腕でラケット
を振り回すなどの動きが組み合わさります。
ラケットを使いこなすには、肩や背中で力を
こめつつ、正確な角度で打ち返せるようコン
トロールしなければなりません。

テニスは全身を使えるだけでなく、
ストレッチや筋力強化、有酸素運
動にもなります。バランス感覚や
柔軟性、動作の連携も求められま
す。テニスの動きはダイナミックで
す。

サッカーやジョギングのようなス
ポーツでは下半身を重点的に使い
ますが、テニスは頭からつま先ま
で全身を駆使します。
テニスをしている間、脚は常に何らかの動き
をしています。ボールに向かってダッシュす
ることもあれば、次の出方を素早く判断でき
るよう、
その場で軽く跳ねていることもありま
す。
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ちょっとした待ち時間の入る比較的ゆっくり
としたペースで始めることもできますし、慣
れてきたらペースを上げて、激しく動き回る
こともできます。

テニスは認知能力を向上させま
す。プレー中は素早く判断し、瞬時
に対応しなければなりません。

ジョギングや水泳、
ローイングといった運動
の場合、体は何度も何度も同じ動作を繰り返
しますが、
テニスでは、
コートの中を前後左
右に不規則に走ることになります。体の動き
には特定のリズムも順序もありません。
ラケ
ットがボールに届くように、突如腕や全身を
伸ばすこともあれば、時には体に当たりそう
なボールを避けるために後方へジャンプす
ることもあります。
そうしているうちに、体（と
心）がより機敏に反応できるようになります。

相手の動きを計算しながら返し方を決めた
り、ボールの動きに影響する風など他の要因
を考慮に入れたりします。
どこにボールを打
つか、
どのくらいの強さで打つか、
どんな角
度でラケットを当てるかなど、迅速な判断の
必要なことはたくさんあります。計画や戦略
を立て、調整をしていくことが求められるテ
ニスは、心身を連携させる運動になります。

テニスは社交的なスポーツです。少なくとも
一人は他の人がいないとプレーできません。
勝手に休めないという状況が責任感につな
がる
（ウォーキンググループやダンスクラス
などと同様）だけでなく、楽しみも広がりま
す。多くを語り合う必要はありませんが、
プレ
ーを通じてある程度の時間を誰かと一緒に
過ごすことになります。
テニスラケットを手にしたことがない人や、
経験豊富な相手とプレーするのは怖いと思
っている人はいらっしゃるでしょう。
スポーツ
のポイントは、基本をマスターできるくらい
の時間をかけるよう努めることです。

どんなスポーツであれ、慣れるま
では好みに合っているかどうか分
からないものです。
スポーツも体力づくりも、続けられるのは、
自
分が心から楽しいと感じられるものだけで
す。楽しいことならもっとやりたくなるはずで
す。
テニスであれ、サッカー、バスケットボー
ル、
その他の何かであれ、好きなスポーツを
取り入れてフィットネスの習慣にして下さい。
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特集記事

夏のお肌

お肌の不調の原因は何でしょうか。天候、汚染、腸の健康、食べ物、
アレルギー、あるいは、それ以外にも思い当たるものはありますか。

お肌にとって辛いのは、冬の寒い時期だと思
っている方は多いでしょう。
ところが夏には
夏の悩みがあり、湿疹、乾癬、発疹などでお
肌が荒れてしまうことがあります。

夏のスキンケアは、天候の違いを
考慮して、秋冬のお手入れとは変え
る必要があります。
アレルギー（季節ごとに異なるアレルゲンが
空気中に浮遊しています）
、汚染、食べ物や
食生活の変化などの要因も、気温の高くなる
時期に必要なスキンケアに影響を及ぼしま
す。

肌を清潔に保ち、水分を拭き取って十分な保
湿をして下さい。保湿にはココナッツオイル
やオリーブオイルなどの天然オイルを使うの
がベストです。合成化学物質を使用した市販
の製品は、刺激の強いものが多いので避け
た方がよいでしょう。衣類は天然素材の通気
性の良いものを選んで下さい。非常に乾燥し
た地域で暮らしている場合は、加湿器がおす
すめです。
ちょっと奮発して、家庭やオフィス
に質の高い空気清浄機を導入するのもよい
でしょう。家の中にほこりやふけが積もらな
いように、
こまめに掃除することも大切です。

湿疹はアトピー性皮膚炎とも呼ばれるアレ
ルギー性の皮膚炎で、中程度から強度のか
ゆみと赤い発疹を引き起こします。湿疹は刺
激物やアレルゲンに対する体の過剰な免疫
反応であると考えられています。
また、家族
に罹患者のいる人に多く認められる傾向が
あります。実際に症状のある人々は、非常に
強い不快感に苦しんでいます。
乾癬は慢性的な自己免疫疾患の一種で、皮
膚細胞のターンオーバーが急速化しすぎて、
患部にかゆみが生じたり、皮膚が厚くなって
表面がぽろぽろと剥がれ落ちたりします。乾
癬を発症した人にとって、
日光は有効なので
（光線療法になる）
、夏は軽快する時期にあ
たります。
また、夏の間は世界の多くの地域
で湿度が高くなり、
これが症状に悩む人を助
けてくれます。
重要なのは、何が症状を再発させたり悪化
させたりするのかを特定し、
それを避けるよ
うにすることです。夏にお肌が荒れやすい場
合は、
新しいクリームやローション、
石鹸、
洗剤
（洗濯用や食器洗い用を含め）が原因とな
っていないか、確認してみましょう。体質によ
っては、夏の猛暑のような気温の変化で湿疹
や乾癬が悪化する人もいます。汗をかきすぎ
ないようにして、運動後や汗をかいた後はし
っかりと洗い流すようにしましょう。

炎症を抑える工夫をしてみましょ
う。チェリー、脂肪分の多い魚、緑
茶、ダークチョコレートなどは、抗
炎症作用のある食品です。
炎症対策には腸の健康が不可欠です。乾癬
が実は腸の問題である可能性に着目したあ
る研究では、ケルセチンなど特定のフラボ
ノイドが乾癬の症状につながる毒素の吸収
を防ぐのに役立つことが示されています。ケ
ルセチンは、葉野菜、玉ねぎ、柑橘類、多くの
ベリー類、
リンゴ、ハチミツなどの食品に含
まれているほか、サプリメントも利用できま
す。パイナップルに含まれる酵素、
ブロメラ
インと一緒に摂取すると、効率的に吸収さ
れます。

1
Ely, P. Haines. “Is Psoriasis a Bowel Disease? Successful
Treatment with Bile Acids and Bioflavonoids Suggests It Is.”
Clinics in Dermatology, vol. 36, no. 3, 2018, pp. 376–389.,
doi:10.1016/j.clindermatol.2018.03.011.
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ストレスは免疫系に過剰な刺激を与え、
体内
のホルモンバランスを乱すことがあります。
そ
れが原因で湿疹がでる場合もあります。
体だ
けでなく心のケアも忘れないようにしましょ
う。
物理刺激やアレルゲンに触れないように
するのと同じように、
不必要な騒動や不安を
避け、
優先順位に応じたライフスタイルでポ
ジティブで健やかな状態でいられるように心
がけて下さい。
時には、
職場や個人的な人間
関係で、
避けようのない状況に陥ることもあ
るでしょう。
ストレスの重なりやすい時期にも
対処できるよう、
自分に合ったセルフケアの
手段をいくつか知っておくことは大切です。
ヨ
ガ、
瞑想、
定期的な運動、
そして、
きちんと食べ
てしっかり眠ることはセルフケアの基礎となり
ます。
健全な友人関係や人間関係を優先する
こともまた、
ストレスやネガティブな人、
好ま
しくない状況に対処する手立てとなります。
毎年の習慣として、夏の初めに皮膚科に健診
に行き、ほくろやそばかす、
しみなどに変化
がないかチェックしてもらいましょう。全身の
皮膚（下着で覆われる部分も含めて）の状態
を確認するとともに、ほくろや変色部分に異
変があれば、すぐに対処できるという点で有
意義です。

できれば配偶者やパートナーと協力して、チ
ェックポイントを一通りノートに書き出し、季
節ごとに記録をつけていきましょう。年ごと
に変化を比較していくとよい資料になりま
す。
これは定期的なセルフケアとしておすす
めです。皮膚の状態を把握して、気になる所
があれば医師に相談しましょう。ほくろを生
検に出す必要があるか、慎重に経過観察を
するか判断したり、病変を識別したりする際
にも記録があると役に立ちます。
自宅にアロエはありますか。
アロエは手間の
かからない観葉植物で、通年緑を添えてくれ
るだけでなく、肌に塗るととても優れた保湿
剤になります。
一にも二にも水分補給を忘れずに。水はとて
も大切です。1日を通じてたっぷりと水を飲む
だけでなく、みずみずしい野菜と果物を積極
的に食べましょう。
シャワーを浴びた後は、水
分を含んだ肌に天然オイルを含むボディロ
ーションやボディバターを塗って、潤いを閉
じ込めましょう。ホホバオイル、
シアバター、
アーモンドオイル、
スクワレンといった成分
には、肌に必要な栄養素が豊富に含まれて
います。

近くに海があるなら、海水浴に出かけましょ
う。海水は乾癬対策になります。エプソムソ
ルトの入浴剤を使ったお風呂もおすすめ
です。
ビタミンDは、免疫力と精神面の健康にとっ
て特に重要なビタミンです（実はホルモンで
もあります）
。最も優れたビタミンDを得るに
は、直射日光（窓を通してではなく）
を皮膚に
吸収させて体内で産生するのが一番です
が、必要充分な日光を浴びつつ、過度になら
ないよう、バランスをとるのがポイントです。
一般的には、温帯地域であれば、春の終わり
から初秋にかけて、週に数回、
日焼け止めを
塗らずに10分から30分の日光浴をすること
が望まれます。肌の色が薄い人の場合、
日焼
けしないように実行するのは少し難しいでし
ょう。肌の色が濃い人は、やや長めに、
あるい
はより頻繁に日光を浴びる必要があるかも
知れません。
緯度の高い北方に住んでいる人は、冬の間
は日照量が少ないため、必要なビタミンDを
確保しにくくなります。サプリメントで補給す
るようにしましょう。

暖かく日差しの強まる日中には10分から30
分程度、短パンやタンクトップを着て、直射日
光を浴びるようにしましょう。
ダメージと早期
老化から顔のお肌を守るため、帽子とサング
ラスを着用して下さい。
日焼け止めは有害な太陽光線（短波紫外線）
を物理的にブロックするもの（酸化亜鉛や二
酸化チタンを含有する、鉱物系、
ミネラルタ
イプとして知られているもの）
を選ぶとよい
でしょう。肌から吸収される有害な化学物質
は使われていません。
あるいは、衣類で覆う
のも有効です。乾癬がある部分には5分以
上、直射日光にさらしましょう。ただし、
日焼
けすると悪化する可能性があるので、注意し
て下さい。非鉱物性の日焼け止めは内分泌
系やホルモンの乱れを引き起こす可能性が
あります。
また、サンゴ礁やその他の水中の
生態系を守るためにも、
日陰や衣類を積極
的に利用し、
日焼け止めはミネラルタイプを
選ぶようにしましょう。
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ライフスタイル

キャンプ生活を取り入れる
キャンプをする家庭としない家庭、あなたはどちらで育ちましたか。

キャンプをする家庭なら、おそらく年に1回か
2回はテントと寝袋、薪、
キャンプ用の椅子な
どを車に詰め込んで、家族で出かけたことで
しょう。

自宅の庭で過ごしたり、近所の公
園を散歩したりといった方法でも
自然と日々触れ合うことはできま
すが、キャンプに行くと、本当の意
味で自然に浸ってリセットやリラッ
クスを体験できます。
このような自然との触れ合いは、健康に良い
だけでなく、地球とのつながりを確かめると
いう意味でも重要なことです。
キャンプは慌ただしい日常から離れるのに
有効です。
自然の中にいると、ほぼ本能的に
ゆったりとしたペースで過ごすようになりま
す。電話が鳴ることもなく、
メッセージにすぐ
に返信するように急かされることもありませ
ん。授業も会議もなく、義務といえば料理や
片付けをするくらいで、
ありのままでいられ
ます。

そして、森の匂いや、湖の冷たい水
しぶき、焚火で焼いたマシュマロ
の味などを語り合ってきたはずで
す。
キャンプをしない家族は、地面に寝て、蚊を
追い払い、
シャワーを毎日浴びることができ
ない生活なんて、
と首をかしげていたかも知
れません。

外に出て自然の静けさに包まれる体験は、何
ものにもかえられません。様々なメロディを
奏でる鳥のさえずりも、茂みの中でシマリス
が動く気配も、ひとつひとつがユニークです。
風に揺れる木々の音にも耳を傾けてみて下
さい。
キャンプ場は、
ラジオの騒音や大声で
のパーティーが禁止されている所を選ぶよう
にしましょう。

水道もトイレも完備された安全な住居で生
活できるということは、相対的に見れば贅沢
です。
そのすべてがある家から離れて、
より素
朴な体験をしに行くことにどんな魅力がある
のでしょうか。

キャンプだからと言って、すべてをラフにす
る必要はありません。電気も水道もない、人
影すらもない自然保護区や自然公園の奥地
を何日かかけて歩くのもよいものですが、実
際には、多くの国立公園や自然公園が、バス
ルームやシャワー設備のあるキャンプ場を
設置しており、快適なキャンプができるよう
になっています。

都会で暮らす人はもちろん、
さほど大きくな
い町に住んでいる人でも、
自然に触れる機会
はなかなかありません。

キャンプに行ったら、毎日森の中で
ハイキングをしたり、湖や海で泳
いだりして遊びましょう。
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こういったアクティビティはよい運動になり
ます。
テントを張り、焚き火をするだけでも、
便利で都会的な生活の中では求められるこ
とのないような方法で体を動かすことができ
ます。

岩の上で寝そべるのではなく、寝袋の下にパ
ッドを敷きましょう。空気で膨らませ、空気を
抜くと小さくたためるものが市販されていま
す。冷たい缶詰を無理やり食べる必要もあり
ません。焚き火を使って楽しく作り、おいしく
食べられる料理の用意をしておきましょう。
杉板を持参して、新鮮な魚や野菜をキャンプ
ファイヤーで焼いたり、鋳鉄製のスキレット
を持っていって、
キャンプファイヤーパイを
作ったりしましょう。
キャンプはお金をかけなくても楽しめます。
もちろん、基本的な装備や用具は必要です
が、すべてを買いそろえなくても大丈夫で
す。
テントやキャンプ用品を持っている人に、
貸してもらえるかどうか聞いてみましょう。

キャンプ用品のレンタルを行っているレクリ
エーション施設やお店もあり、
頻繁には使わ
ない道具を買わずに済ませることができま
す。
購入は定期的にキャンプをするようになっ
てから検討してもよいでしょう。
身近な範囲に
キャンプ用品の共同所有を考えている家族が
いるかも知れませんし、
年に一度は友人や隣
人たちと一緒に合同キャンプに出かけたいと
思っている人と出会うかも知れません。
キャンプは人と人をつなぐ時間になります。
日常生活から離れて、大切な人との絆を確か
めることができます。普段の煩雑さを削ぎ落
した時間は、家族にとって歓迎すべき変化を
もたらしてくれます。大人がよもやま話をして
いる間に、子供たちは探検を楽しむことがで
きます。たとえ短期間であっても、
より持続可
能なペースで生きるチャンスを与えてくれる
のがキャンプなのです。
2020 年７月８月 | 09
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栄養

選択は自分次第
昨今は誰もが何らかの食事制限をしているように見受けられます。欧州連合（EU）圏のレストランでは、
各メニューに何が含まれているか（ナッツ類、乳製品、卵、肉類など）を表示することが広く行われていま
す。よくあるディナーパーティーでさえ、ホストは夕食に来る友人や家族に事前に連絡して、避けるべき食
品があるかどうかを尋ねているようです。

重度のアレルギー反応を防ぐために食事制
限が必要な人もいれば、特定の食品で頭痛
や胃腸障害のような健康上の問題を生じる
人もいます。倫理や宗教的な信念に基づい
て食事を選ぶ人もいますし、
トレンドや個人
的な健康目標に基づいて食べるものを選択
している人はたくさんいます。体にとって最
も重要なのは必要なビタミンやミネラルを
摂取することですから、食品はオーガニック
で加工を最小限にとどめたホールフードを
基本とするべきでしょう。

とはいえ、人の体はそれぞれにユニークで、
体が喜ぶ食品もあれば、
あまり好ましい反応
をしない食品もあるものです。個々のニーズ
や個人的な目標に合わせてどんな食品を選
ぶかは本人の判断次第です。
筋肉を増やす栄養の摂り方を目指すなら、
タ
ンパク質の摂取量を増やし、脂肪を減らす必
要があります。炎症が気になる場合は、炭水
化物と精白された糖分を減らすことが重要
です。低レクチン食を検討してもよいかも知
れません。

減量を目的としている人の間で
は、近頃、断食が人気です。
断食の方法は様々ですが、
比較的気軽にで
きる
「16:8ルール」が注目を集めています。
こ
れは24時間のうち16時間は食事を控え、
そ
の後8時間のうちに食事をする、
というもの
です。いくつかの研究により、間欠的な断食
でカロリー摂取量を約25％減少させること
ができると示されています。
また、血糖値の
制御や体内の炎症の低減、ホルモンバラン
スの改善に役立つとする研究もいくつか発
表されています。

栄養摂取を最適化するための普
遍的なガイドラインはいくつか設
定されています。新鮮な野菜や果
物を中心とした食事もその一例で
す。

グルテンフリー食はセリアック病に悩んでい
る方によく選ばれていますが、他にも様々な
理由で選択されています。
グルテンやその他
のレクチンの摂取量を減らすか無くすように
することで、慢性的な頭痛、軽度の胃腸の不
調、慢性的な炎症、体重増加、血糖値の制御
などに役立つようだ、
という人は少なくあり
ません。

同様に、乳製品を使わない食生活
をしている人は、乳糖不耐症の可
能性もありますし、乳製品に対す
る体の反応を見てライフスタイル
上の選択肢としている場合もあり
ます。
ベジタリアンやビーガンには、肉を食べない
ことに始まり、食生活から動物性食品を完全
に排除する主義まで、幅広い選択肢がありま
す。動物福祉への倫理的な関心からベジタリ
アンになる人もいれば、環境保護のために
ベジタリアンになる人もいます（動物性食品
の生産には多くの天然資源が使われていま
す）
し、健康上の理由から菜食を選ぶ人もい
ます。
また、
「フレキシタリアン」が自分のライ
フスタイルに合っていると感じる人もいま
す。
フレキシタリアンは自宅では菜食でも、
レ
ストランや他の人の家で食事をするときに
は、肉や動物性食品を除去することにこだわ
りません。
栄養ニーズが自分と全く同じ、
という人はい
ません。誰かと同じ目標を持っていても、栄
養の摂り方をそっくり同じにはできません。
体の栄養ニーズは健康状態によって異なり
ます。例えば、心臓病を患っている人は、肉
中心のパレオダイエットは避けるべきです。
他人のやり方を盲目的に真似してはいけま
せん。
栄養ニーズは人それぞれで、遺伝、年齢、文
化、収入、季節、個人的な食べ物の好み、精神
面で重視することなど、実に多くの要因が関
与しています。
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ひとりさすらう：一人旅の
メリット
肩の力を抜いて世界を知り、世界と深く繋がる方法のひとつとして、
旅は特に充実感に満ちた選択肢です。旅先では日常から離れて、知
らない土地で新たな食べ物や人々、習慣に出会えます。一人で旅に出
ると、さらに多くのメリットが期待できます。一人旅をしたことはない
けれど、どんなアドベンチャーになるか興味はある、という方は、続
きを読めば決心がつくかも知れません。
旅は自分を知る機会になります。

あるいは、
自分のことがより深く理解できるよ
うになる、
と言ってもよいでしょう。家庭や職
場、友人、結婚などを通じて、私たちは様々な
コミュニティで社会的な交流をしています。
そこは愛情や支え合い、帰属意識の基盤で
もあります。
ところが、一人になって自分の心
の内と向き合う時間を取るのが難しくなる面
もあります。
とにかく時間がない、時間を作ろ
うにも障壁が多すぎる、
と思っている人はた
くさんいるようですが、一人の時間は、
自己
内省と成長につながる健康的な過ごし方で
す。一人でいることを恐れないで下さい。

離れていると思いは募るものです。情
が深まることもあれば、吹っ切れるこ
ともあるでしょう。

一人で新たな体験に心踊らせるうちに、
爽快
な気分と孤独が入り混じることがあります。
孤
独感、
あるいは家族や仲間を懐かしく思う気
持ちを知ればこそ、
身近な人たちの存在に感
謝し、
帰ってから大切に接するよう心がけるで
しょう。
おなじみのやり取りを思い出し、
心細く
なるときもあるかも知れませんが、
それは正
常な反応です。
日常に戻ったら、
本当に大切な
相手に新しい視点から向き合えるはずです。
加えて、
一人になって自分の本音に目を向け
る余裕ができたら、
健全とは言えない動向や
人間関係が浮び上がって来ることもあります。
深呼吸してよく考え、
頭を整理するよい機会と
なるでしょう。

旅はいつもの居場所から踏み出すチ
ャンスです。

正直なところ、たいていの人は単独で旅行す
ると考えただけで気が引けるのではないで
しょうか。内なる自己を見出し成長するとき
は往々にして不快感や痛みが伴うものです。
一人旅の間に何回かはユニークなアドベン
チャーを体験しましょう。現地ガイドが地元
の村を案内するオプショナルツアーに参加し
たり、旅先の市場に行ってその土地特有の食
べ物を味わったり、料理教室に申し込んだり
と、様々な楽しみ方があります。
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一定の地域に数週間滞在する予定
にしているなら、語学のレッスンを
取り入れると、より豊かな体験がで
きます。
あるいは、現地の非営利団体や慈善団体で
ボランティア活動に参加してもよいでしょう。
このようなアドベンチャーを通じて、旅先に
ついて理解を深めていくうちに、慣れ親しん
だ範囲を超えて世界が広がっていきます。地
元の人々や旅の仲間との出会いも楽しんで
下さい。

旅は様々な出会いをもたらします。

誰かと一緒に旅行していると、同行者といる
ことが気楽に感じられます。親しい友人やパ
ートナーがいつもそばにいて、話し相手に不
足していない状態で、わざわざ他の旅行者
や知らない人に話しかけようと思うでしょう
か。
一人旅なら地元の人と交流しやすい環境に
恵まれます。一人旅は世界の多くの地域で特
殊なものと考えられています。文化圏によっ
ては、家族や地域社会との結びつきが濃密
なため、一人で休暇を過ごすという考えが奇
妙に思われていることもあります。
ところが、
そんな中へ一人で入って行くと、思わぬとこ
ろで温かなもてなしを受ける可能性もありま
す。
また、一人旅をしている他の人たちも、仲
間との出会いを楽しみにしています。

旅のルートは自分で決められます。

誰かと一緒に旅行していると、やりたいこと
を譲り合わなければならないという状況は
しばしば起こります。誰かが具合が悪くなる
日もあれば、
自分よりも好奇心旺盛で活発に
探索したいと意気込む同行者に戸惑うこと
もあるでしょう。一人旅なら予定もペースも
自分次第です。

基本は自給自足です。

一人旅の間、頼る相手は自分しかいません。
同行者がいれば、一緒に外国語の道路標識
を解読したり、鉄道の路線図を見ながら目的
のレストランへの行き方を考えたりしなが
ら、絆を深めることができるのは確かです。
一人で旅行していると、誰かが何とかしてく
れるのを待っているわけにはいきません。
自
分で決めて自分で実行する、
それが一人旅
なのです。

泊まったことのないタイプの宿を選ん
でみましょう。
個人旅行者を対象とした宿泊施設はたくさ
んあります。ホステルは若者に人気がありま
すが、人によっては合わないと感じるかも知
れません。一部のホステルはそんな方のた
めにパーティーなどで騒ぐことを禁止して、
落ち着いた雰囲気でくつろげるようにしてい
ます。
さらに清潔感を大切にし、個室を多め
に設置するなどの工夫があれば利用しやす
いでしょう。

あるいは、Airbnbなどを通じてア
パートの一室を借りるか、ホームス
テイを検討するという方法もあり
ます。
現地で語学学校へ行くなら、ホームステイに
すれば教室の外でも家族とのコミュニケーシ
ョンを通じて学ぶことができます。

経験が自信になります。

旅行中に困難を乗り越えた経験は、後に振り
返るたびに自分を誇らしく思う気持ちをもた
らしてくれます。外国で公共交通機関を利用
して移動するときは緊張感に圧倒されがち
です。同行者がいれば多少楽になりますが、
一人だと自分にしか頼れません。

（時には通りすがりの親切な人に助けられ
ることもあります。
）経験したことはきっと誇り
になります。

より深みのある旅ができます。

一人でいると、
その時々の体験により深く没
頭できます。同行者と話をする機会がないぶ
ん、
あらゆる感覚を初めて行く場所や初めて
会う人に向けることができます。

安全第一。

一人旅の目的地には比較的安全な地域を選
ぶものですが、事前にしっかりとリサーチを
して、現地の慣習まで頭に入れておきましょ
う。行き先によっては、女性の一人旅はあり
得ないとされている所もあります。万一の際
に手助けを求める方法も把握しておきましょ
う。不必要な関わりを避けるためにも
「ノー
サンキュー」程度のフレーズは現地語で覚え
たいものです。

旅先には着衣に異なる常識があることもぜ
ひ学んで下さい。大使館、領事館の連絡先は
すぐに分かるよう持ち歩き、急にお腹をこわ
したり怪我をしたりした時に備えて救急医療
を要請する方法を調べておきましょう。
自国
の大使館に旅行計画を通知し、旅程表とパ
スポートのコピーだけでも、信頼できる友人
や自宅の家族に渡すことをおすすめします。

未知の世界をオープンに受け入れま
しょう。

ほとんどの人が安全に旅を楽しんでいます。
最悪のケースに備えつつ、最高の時間を期待
しましょう。

自分だけのユニークな冒険は、い
つまでも心に残る思い出になりま
す。
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ハーブとサプリメント

花粉症
花粉症（アレルギー性鼻炎）とは、花粉やダニ、ペットのフケなどのアレルゲンに体が反応することで生じ
る季節性のアレルギーです。主な症状は、鼻水、目の赤みやかゆみ、
くしゃみ、咳、全身の倦怠感などで
す。発熱はなく、ウイルスとの関連性もありません。

ビタミンCは、
フリーラジカルの攻撃から体
を守り、免疫系を最高の状態に保つうえで役
に立つ、頼もしい抗酸化物質です。
アレルギ
ー症状の出やすい季節には、
ビタミンCの豊
富な野菜や果物をたっぷりと食べましょう。

舌がカッと熱くなったり、鼻にツンときたりす
る刺激はカプサイシンによるものです。辛い
ものが苦手な方は無理をする必要はありま
せん。
スパイスを使わずに花粉症の症状を
楽にする自然な方法は他にあります。

ハチミツには抗ヒスタミン作用が
あることが知られています。

ニンニクとタマネギは豊かな風味を添える
食材です。辛味を気にせず使えるのも魅力で
す。

地元産のものが手に入るなら、
より望ましい
でしょう。
ファーマーズマーケットに出かける
か、
オンラインで地元の養蜂家について調べ
てみて下さい。地元産のものが手に入らな
い場合は、抗酸化物質の特に豊富なマヌカ
やソバのハチミツを選びましょう。
花粉症の季節や空気中のアレルゲンが多い
時には、乳製品の摂取量を減らしてみましょ
う。乳製品は呼吸器系の粘液の分泌を増や
す可能性があります。全乳ヨーグルトやケフ
ィアには体に良いプロバイオティクスが豊富
に含まれていますので、適量であれば食べて
も構いません。

食事にスパイスを効かせましょ
う。カプサイシンは、
トウガラシや
ワサビ、大根、辛子などに含まれる
抗炎症作用のある天然化合物で
す。

ニンニクとタマネギに含まれるケル
セチンはフラボノイドの一種で、抗
炎症作用と抗ヒスタミン作用があ
ります。
インフルエンザや風邪の季節には、ニンニク
のスープで心身を和ませましょう。
もちろんア
レルギーの季節にも
（夏間であっても）
、温か
いニンニクのスープが鼻腔を開き、腫れを抑
えるよう働きかけてくれます。
その他、
フラン
ス風のオニオンスープ、
夕食のおかずになる
タマネギのグリルとマスタードのヴィネグレ
ット、
ローストしたニンニクを温めたパンに
バターのように塗り広げたものなどもおすす
めです。
原因がアレルギーであれウイルスであれ、健
康を維持し、病気を撃退するためには、免疫
力を高めることが不可欠です。

免疫を強化するため、以下のような工夫をし
てみましょう。
ビタミンDは免疫機能に欠かせません。新鮮
な空気と日光は精神面の健康を最大限に引
き出すために必要なものですが、免疫力を
高める作用もあることが分かっています。室
内の空気には、有害物質や刺激物が驚くほ
ど多量に含まれている可能性があります。ビ
タミンDが不足している人は多く、特に日照
量の少ない地域に住む肌の色の濃い人は不
足しやすいと言われています。ビタミンDは
脂溶性ビタミンなので、脂肪分を含む食事
にサプリメントを組み合わせ、1日あたり
1,000～4,000IUのビタミンDを補給すること
が望まれます。
ストレスを軽減してホルモンバランスを整え
ましょう。健康的な免疫系を維持するために
も、余分なストレス要因に反応しないように
して下さい。
自然の中で過ごすことは、バラン
ス調整に役立ちます。マインドフルネスと瞑
想は、健康的な精神状態の維持に欠かせな
い習慣です。サポートしてくれる
（そして一緒
にいて楽しい）人たちと過ごすことで、喜びを
見出し、
リラックスしましょう。
ストレスを軽減する方法として挙げておきた
いことのひとつは、毎日の運動です。体を動
かすと酸素を含んだ血液の循環が促進さ
れ、細胞の再生や体の強化を助けます。毎日
外で運動をすれば、直射日光の作用でビタミ
ンDを作り、
ストレスを軽減し、体力を維持す
ることができ、一石三鳥です。
また、毎日の運
動には、夜の睡眠の質を高める働きもありま
す。
質の高い睡眠をとることは最優先にしましょ
う。調子が悪い時は水分補給と休養が必要
です。昔からおばあちゃんも医療関係者も同
じアドバイスをしてきました。睡眠は神経系
を再生し、細胞を修復する時間になります。
睡眠不足はストレスホルモンの急増を招き、
免疫力をいっそう低下させてしまいます。
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子供のためのマインドフル
ネス
幼い子供に走るなと言うのは、息をするなと言うようなものです。子
供たちは全身全霊で今を生きています。親、祖父母、教師、世話係と
して子供と関わる大人の仕事は、自分の感情を汲み取って理解する
方法を教えることではないでしょうか。

子供たちによりよい自己像を獲得して成長し
てほしいと願うのであれば、
自分の思考や感
情に向き合い、健康的かつ心温かな方法で
自己に働きかけることを教えなければなりま
せん。
自分の内なる世界を認識することは、一個人
として生きていくうえで重要なスキルです。
自己実現に成功する人々は、
自分の思考や
感情を深く認識しているだけでなく、思考や
感情に支配されることなく感じ取る方法を身
につけています。感情に支配されることのな
いように自分の感情を確かめるなんて、一生
かかりそうな気がするかも知れません。子供
たちに幼いうちからマインドフルネスを教え
ることは大切です。心優しく穏やかな人格を
形成するためにも、
より人道的で健康的な大
人になるためにも役に立ちます。
ただし、子供たちに教える前に、
まず大人が
自ら行動しなければなりません。

それはマインドフルネスのお手本
を示す必要があるからです。本を
読んだり、健康的に食事をしたり、
他人に親切にしたりといった身近
な大人の行動を見て、子供たちは
学んでいます。
どんなに小さな一歩でも構いません。
自分な
りのマインドフルネスを実践しましょう
（まず
は1日1回5分から！）
。
期待にこだわらないようにしましょう。
これは
マインドフルネスでも特に影響力のある要
素です。10才の我が子が瞑想の達人になれ
ると考えているなら、
その思考から離れまし
ょう。
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レゴで作っていたものをきょうだ
いに壊されたときに、すみやかに
自分の気持ちをなだめることがで
きる、
そんな理想を4才児に描かな
いで下さい。
無理な押し付けはいけません。導入するとき
は、
アイデアを盛り込みつつ、何だか楽しそう
なこととして紹介しましょう。同じくらいの年
齢の子供たちと一緒になるクラスに参加した
り、YouTubeなどで楽しいビデオを見たりと
いった工夫ができるでしょう。瞑想やマイン
ドフルネスを、やらないと罰を受けるもの、
も
しくは、何か悪いことをしたらやらなければ
ならないものにしてはいけません。気が立っ
ているようだから瞑想してきたほうがいいん
じゃない、
といったような誘導もやめましょ
う。最初のうちは、他の言動とは関連させず
に練習を始めるべきです。やがて、練習を重
ねるうちに、子供たちは自分で何らかのつな
がりを見出せるようになります。
練習はシンプルにしましょう。マインドフルネ
スは学童期の子供には抽象的すぎる概念で
す。
「気づく」
あるいは「気づき」
といった言葉
を使ったほうが分かりやすくなります。

子供の五感を活用しましょう。子供たちはあ
らゆる感覚を今現在の瞬間に向けています
（そんな子供たちから大人が学べることもあ
ります）
。
日々楽しく過ごす中で、観察するこ
と、気づきを得ることを練習して下さい。
夕食
時には、家族全員でパスタを食べながら、味
や匂い、感触などを語りあいましょう。
ちょっ
とふざけるくらいの気持ちでいればよいか
も知れません。子供がパスタは貨物列車み
たいだ、笑い転げるなら、喜んでそれを受け
入れて下さい。
就寝時には、
自分の体をチェックすることを
習慣にしましょう。毎晩、子供のボディスキャ
ンを手伝ってあげるのです。最初のうちは、
ち
ょっとしたストレッチやマッサージを取り入
れてもよいでしょう。子供のボディスキャンに
役立つアプリや音声なども検討してみる価
値があります。

これは特に6才か7才までの子供に適してい
ます。子供を仰向けに寝かせたら、お腹の上
にぬいぐるみをのせます。
そして、息をする
たびに、ぬいぐるみが上下に動き、浮いたり
沈んだりする様子を見るように促して下さ
い。

子供に相棒となるぬいぐるみを与
えて、呼吸に意識を向ける練習を
しましょう。

どんなことに気づくか、周囲を見ながら散歩
するという方法もあります。散歩中、
あらゆる
感覚が経験していることについて話しながら
歩くのです。同じ道を散歩していても、季節が
変わればいろいろな変化があるはずです。

感謝の気持ちを表現しましょう。
食事の時間はよい機会です。
家族でひとりずつ、何に感謝しているかを話
すようにして下さい。嬉しかった瞬間につい
て話すときは、物理的に手に入ったものだけ
でなく、
その時の状況や人に焦点を当てるよ
う会話を工夫しましょう。
また、大人から子供たちへ、人生をともに歩
む家族との出会いに感謝している、
というこ
とをしっかりと伝えて下さい。
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日本に学ぶ長寿の秘訣
健康で長生きしたいと願う人々は、日本のシニアの生き方に関心を寄せています。高齢化が進んでいる
とはいえ、日本は世界でも有数の長寿国です。日本人の長寿の秘訣は、子供の頃の家庭生活から始ま
っています。今日生まれた日本の子供たちは70代前半まで大きな病気や合併症を抱えることなく、80代
まで生きると予想されています。

健やかに年を重ねていくうえで、
日本の国や
文化はどのように作用しているのでしょう
か。突き詰めていくと、秘訣は日本人の食生
活と移動方法にあるようです。

日本人はカロリーの高いものより
も、低いものを食べる傾向があり
ます。日本の典型的な食事は、味
噌汁1杯、ご飯1杯、タンパク質のお
かず（魚、肉、豆腐など）1品、野菜
の副菜2品で構成されています。
一般的に日本人は食べる量も少なめで、特
に体に良くないものは控えめにします。おや
つやデザート、ピザやポテトチップスのよう
なジャンクフードで日常的にお腹を満たすこ
とはせず、食べるとしても少量にしています。

例えば、白米に魚や野菜、海苔などを組み合
わせたお寿司なら、
タンパク質や野菜を一緒
に食べるため、白米が血糖値に及ぼす影響
は少なくなります。
子供たちには、いろいろな食べ物を味わって
みることが推奨されています。かといって、
日
本の親が毎日三食の自炊を求められている
わけではありません。
日本の学校給食が健康
的であることは、国際的にも
（フランスの給食
と同様に）評価されています。
日本の学校で
は野菜をふんだんに使った昼食が提供され
ています。新鮮で季節感のある地元の食材
を使っている所もたくさんあります。子供に
好き嫌いがあろうと、学校で食べるお昼ごは
んに給食以外の選択肢はありません。

一方、日本人は幼い頃からよく歩き
ます。日本の子供たちは徒歩で通
学しています。
子供だけで公共交通機関を利用してる光景
もよく見られます。社会に対する恐怖心があ
まりないためでしょうか、早ければ6才くらい
の子供にひとりで電車に乗ることを教える親
も珍しくありません。社会が安全であれば、
子供たちは自由に歩き回ったり、遊んだりす
ることができます。
それはつまり、幼い頃から
体をよく動かす生活ができるということで
す。大人になってから、
よりアクティブな生活
をする以前に、
ライフスタイルの基盤が形成
されているのです。

白米の消費量が多いのは明らかで
すが、糖尿病を患っていない人の
場合、他の健康的な食品と一緒に
食べていればさほど気にする必要
はありません。
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日本は高齢化社会を見ぬふりをするのでは
なく、高齢者に対応する大小の工夫を積極
的に取り入れてきました。単に高齢者の手助
けをするだけではなく、高齢者が各自の水準
に合った方法で日常生活に参加できるよう
にしています。

高齢者の日常を支える小さな工夫
はあちこちに見られます。例えば、
銀行やお店では窓口に老眼鏡が
置いてあります。
電車やバスの時刻表は大きな文字のプリン
トで手に入れることができます。押しボタン
式の横断歩道には、歩行時間が長めに必要
な方のためのボタンもあります。70才以上の
ドライバーには、高齢者マーク
（高齢運転者
標識）
を車の前後の見えやすい場所に貼るこ
とが強く推奨されています。100才になった
人には首相から特別な贈り物が届くこともあ
ります。
健やかに年を重ねていくには個人の選択の
積み重ねも文化も大切ですが、ニーズに合
った改変を国に求め、声を上げてもよいの
ではないでしょうか。
自分達が社会に属し、
かけがえのない一員であることを実感でき
るなら、
その気概がより長く健康に暮らすこ
とにつながっていくはずです。
日本の文化や
社会から世界が学びとれることはまだまだあ
りそうです。
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自宅でテレワーク
COVID-19のパンデミックで社会的距離を保つことや在宅勤務が推奨されるようになりましたが、テレワ
ークの人気はそれ以前から高まっていました。スタートアップやテクノロジーなど特定の業界では、在宅
勤務を認め、特典として挙げている企業も少なくありません。また、意図的に在宅勤務を企業文化に組
み込んで、遠隔でありながら完全に連携できるチームを作っている所もあります。

在宅勤務が初めての方は、いくつか課題に
直面するかも知れませんが、かなりの充実感
を感じられる可能性もあります。一人暮らし
であれ、
あっという間に子供が学校から帰っ
てくる家庭であれ、効率的な自宅勤務に移行
するには調整期間があることを予期しておく
べきでしょう。

まずは、仕事に専念するための特
定のスペースかゾーンを確保しまし
ょう。育児を気にしなくてよい場合
や、子どもが既に自立している場
合は、居間や寝室などの生活空間
とは別の場所を家の中で見つけて
下さい。
どうしても育児に参加しなければならない
場合（あるいは育児も仕事も一人で担う場
合）は、
リビングではなくダイニングの一角に
小さなデスクを置くなど、遊んだりリラックス
したりするためのスペースから少し離れた
場所に作業環境を作りましょう。
次に、
就業時間を決めて、
時間外の業務連絡
の通知はオフに設定しましょう。
就業時間中
は効率よく仕事に集中し
（ソーシャルメディア
やニュースページを見ないように！）
、
オフの
時間を大切にしましょう。
過労に陥らないよう
優先順位に応じた仕事の進め方をすることに
ついて、
仕事仲間と話し合うことも大切です。
通勤時間がなくなれば、配偶者や子供、ルー
ムメイト
（一人暮らしの場合は自分自身）
と一
緒に過ごす時間が増えます。

この時間を宝物と思って大切にし
ましょう。朝の通勤時間がないぶ
ん、朝食をゆっくりと食べることが
できます。
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昼休みを上手に使って、仕事から離れて大切
な人と過ごす時間にすることもできます。ま
た、午後の帰宅に費やす時間が空いた分、家
族と夕食を食べたり、散歩に出かけたりする
時間が作れるでしょう。家族と一緒に庭でラ
ンチを食べるなど、普段はできない特別なこ
とに時間を使いましょう。
朝はきちんと起きて服を着替え、歯を磨いて
寝室を整えましょう。一日のスタートをしっか
りと切ることがポイントです。
それが仕事に
向けて頭を切り替え、心の準備を整える助け
となります。
オンとオフのけじめをつけること
は、
オフの自分時間を大切にすることにもつ
ながります。
就業中は1時間ごとにひと休み入れましょう。
オフィスにいてもやるべきことですが、
デス
クから立ち上がって歩き、
ストレッチをした
り、少しだけ仕事から離れたりして、休憩をと
りましょう。
これは短時間でも心を休ませる
だけでなく、血流を向上し、体に酸素を行き
わたらせる効果があります。

自宅に子供がいて、仕事をしている
間にも世話をしなければならない
場合は、子供の学習や遊びの時間
に合わせたスケジュールを組んで
みましょう。
子どもが小さくてまだひとり遊びをさせてい
ない方も、幼児期の子供に自主的な遊び方
を促すなら、今がチャンスかも知れません。
子供にまだまだ手がかかる場合は、就労時
間を柔軟にできないか、職場のチームに相
談するのも一案です。子供たちの日課に静か
に過ごす時間やお昼寝の時間を作り、
その
間に仕事に集中しましょう。

朝、子供たちが起き出す前の数時
間は、最も仕事に集中できる時間
帯になるかも知れません。

とはいえ、普段からテレワークに積極的な会
社で在宅勤務をしている人が、たいてい保育
所や学校に子供を通わせているということ
は覚えておいても良さそうです。

外部からのサポートをほとんど受けずに家で
仕事に追われるのは、余分なストレスをもた
らすものです。
それを普通と思う必要はあり
ません。
ご自身がマネージャーの立場なら、
部下が最善を尽くしていることに理解を示
し、
きちんと言葉で伝えるようにして下さい。

今の在宅勤務が通常の意味でのそれとは異
なることを忘れてはいけません。世界的な危
機の中、
自宅にいながら仕事を続けようとし
ているのですから。
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夏のヘアケア
季節が変われば髪のニーズも変わります。その理由は、気温や湿度
であったり、季節に応じたアクティビティ（プールの塩素、海水、日光
浴など）であったり様々です。以下のアイデアを参考にして、夏に合っ
た髪のお手入れをしましょう。

ホホバオイルやアルガンオイルの
ような、軽くて栄養価の高いオイル
を選びましょう。オリーブオイルや
ココナッツオイルはヘアマスクを
自作するには最適ですが、上記の
目的には少し重すぎるかも知れま
せん。

以下のアイデアを参考にして、夏に
合った髪のお手入れをしましょう。
紫外線から髪を守るため、帽子を日
よけにして髪にダメージが及ばない
ようにしましょう。
髪の長い人は低めの位置でおだんごにする
と、髪に日光の当たる面積を減らすことがで
きます。太陽の下で過ごすことが多い場合
は、
コンディショナーを多めに使いましょう。
紫外線から髪を守るという謳い文句の新製
品も出回っていますが、成分によっては注意
が必要ですので、
ラベルをきちんと読んで下
さい。最善の方法は、
日陰に入ること、頭を覆
うことです。
塩素の入ったプールで泳いだり、海水に浸か
ったりする場合は、髪に少量の保湿オイルを
塗っておきましょう。髪のキューティクルを包
み、髪の芯までしみ込む水の量を減らしてく
れます。
シャワーで髪を濡らしてからオイル
を塗るという方法もあります。
こちらの方法
では、先にシャワーの水がしみ込んで膨張し
た状態の髪をオイルで包んでしまうことで、
塩素や塩分を含んだ水がさらに浸透してく
るのを防ぎます。
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とはいえ、髪質のデリケートな方や乾燥が気
になる方には、
ココナッツオイルやオリーブ
オイルが向いている可能性もあります。泳ぎ
終わった後は、
シャンプーで髪を洗って余分
なオイルをしっかり落とすのを忘れないで下
さい。
プールで泳いだ後は、すぐに塩素を洗い流
しましょう。
プールサイドでしばらくくつろい
でから帰りたい場合でも、
まずはシャワーで
す。髪（とお肌も）
をしっかりすすいで下さい。
すすぎは早ければ早いほど良いのです。
頭皮もケアしましょう。乾いた髪に枝毛がで
きていないか、
といったように、私たちは髪
の外側のことはよく気にかけています。
でも、
髪は頭皮から生えてくるものであって、髪の
健康は生える前から始まっているのです。頭
皮マッサージが発毛を促進するかどうかに
ついてはヘアケアの世界でも様々な議論が
あるようですが、健康な頭皮が必要であるこ
とは間違いありません。夏場は、頭皮が日焼
けしないようにすることが重要です。繰り返
しになりますが、最善策は、帽子をかぶって、
頭部に真昼の日差しが当たらないようにす
ることです。髪の分け目に沿って、
ミネラルベ
ースの日焼け止め（酸化亜鉛や二酸化チタ
ンを含むもの）
を塗っている人もいます。

頭皮がよほどのオイリー肌でない限
り、シャンプーは毎日する必要はな
いでしょう。

コンディショナーのみで髪を洗う、お湯です
すぐだけにする、
リンスに工夫する
（市販品
のほかリンゴ酢など）
といった方法も試して
みると、
自分の髪質に合った方法が見つかる
かも知れません。
コーウォッシュとも呼ばれるコンディショナ
ー洗髪は、巻き毛や乾燥の進んだ髪に向い
ています。文字通り、
シャンプーのかわりにコ
ンディショナーを使って髪を洗うという方法
です。洗浄用のシャンプーには（刺激性のあ
る）界面活性剤が入っています。
これを軽い
コンディショナーで代用して、頭皮を揉み、髪
全体に行き渡らせてからすすぎます。洗髪
後、
あぶらっぽさが気になる場合は、
コーウ
ォッシュ用の製品か、
リンスインシャンプー
を使ってみて下さい。

界面活性剤の入ったシャンプーを使
った日は、コンディショナーを忘れ
ずに。その後、洗い流さないタイプ
のトリートメントをつけてもよいで
しょう。
直毛の方やオイリーな髪質の方は、通常の
洗髪とシャンプーなしの洗髪を交互にして
みましょう。例えば、毎日髪を洗っているな
ら、一日おきにシャンプーを使わず、お湯で
すすぐだけにするのです。汚れを落とすた
め、指で優しく頭皮をこすりながらすすいで
下さい。

オイリーな髪質の方は、卵白のみを使うとよ
いでしょう。卵のにおいが苦手な方は、
ラベ
ンダーオイルかレモン汁を数滴加えてみて
下さい。髪と頭皮に行き渡らせたら、
シャワ
ーキャップを被って20分～30分間浸透させ
ます。
その後、水でよく洗い流して下さい。お
湯を使うと卵が変質して固まり、乾いてから
粉になって髪の間からぽろぽろと落ちてくる
ことがあります。卵を洗い流したら、髪と頭皮
に優しいシャンプーとコンディショナーで仕
上げます。

タンパク質たっぷりのヘアマスクを
自作してみませんか。卵を泡立てて
髪と頭皮全体に塗るだけです。必
要な卵の数は髪の太さや長さによ
って異なりますが、1個から3個程度
です。

髪質は人それぞれです。似た髪質の人でも、
シャンプーやトリートメントの作用は人によ
って異なります。旅行用サイズや試供品を使
ってみたり、
自作できるナチュラルなお手入
れ（先ほどの卵マスクなど）を試したりして、
お金をかけずに髪に合ったケアを見つけま
しょう。
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最も栄養価の高いお茶は何でし
ょうか。

社会的な栄養とは何のことでし
ょうか。

お茶の栄養価といえば、酸化ストレスから体
を守る働きのあるポリフェノールです。
この
成分は、たいていのお茶に含まれています。
実は、広く愛飲されている緑茶、紅茶、
ウーロ
ン茶はいずれも同じ植物の葉でできていま
す。違いは発酵の度合いだけです。

体が最適に機能するには健康的な食事から
栄養を摂取する必要があるように、心にも社
会的な栄養が必要です。体の栄養は食べ物
や飲み物から得られますが、心の栄養は、友
人や家族との時間や、見知らぬ人との何気な
い世間話、親しい人との心のこもった会話、
そして一人で過ごす時間などから得られま
す。人は社会的な交流の方法が多彩である
ほど、快い状態でいられます。

お茶には何千もの栽培品種があ
りますが、基本的にはどれもツバ
キ科ツバキ属のチャノキ（Camellia
sinensis）です。
お茶は製法により主に緑茶（未発酵）
、
ウーロ
ン茶（半発酵）
と紅茶（完全発酵）に分類され
ます。
ここで言う
「発酵」は、茶葉の細胞内の
酸化酵素によって生じる自然な褐変反応で
す。製法と発酵度の違いにより、
カテキンの
含有量は緑茶が最も多く、紅茶が最も少な
く、
ウーロン茶は両者の中間となります。実際
に口にするお茶に含まれるポリフェノールの
種類や量は、お茶を入れるときの温度や蒸ら
し時間に加えて、栽培品種や茶畑の標高に

全体的な健康を達成するには社
会的栄養が欠かせません。4
よっても異なります。
こういった微妙な違い
はあるものの、抗酸化作用については3種の
お茶はほぼ同等です。
ですから、お好みでお
いしいと感じるお茶を選んで飲むとよいでし
ょう。ただし、お茶を入れたままカップを放置
しないように気をつけて下さい。お茶の有効
成分は時間が経つと減ってしまいますので、
メリットを期待するなら入れたてを飲むのが
一番です。

ところが自宅待機や隔離を強いられる状況
では人とのつながりを感じるのが難しくなり
ます。幸いなことに今の時代、実際に対面す
ることはできなくても、
デジタルツールを使
って交流をすることは可能です。
スマートフ
ォンやタブレットで利用できるオンラインツ
ールはたくさんありますので、活用してみま
しょう。

睡眠はなぜ重要なのでしょうか。
夜に充分な睡眠をとることが重要な理由はたくさんありま
す。注意力を高めるにも、深刻な健康問題から身を守るに
も、早寝早起きは賢明なことです。いくつか具体的に挙げて
みましょう。睡眠が健康に重要である理由は、数多くの研究
で明らかにされています。
まず、睡眠不足はしばしば不安感
の増大につながります。1 別の研究では、たった一晩眠れな
かっただけでも、脳機能の低下やアルツハイマー病との相
関性で早くから注目されてきた脳内タンパク質、βアミロイ
ドが増加することが示されています。2 最も重視すべきはお
そらく、500人近くを対象に行われた研究で、一晩の睡眠時
間が5時間未満の人は、少なくとも7時間以上の睡眠をとっ
ている人に比べてテロメアが著しく短いことが判明したと
いう報告でしょう。
テロメアは、単なる経過時間としての年
令ではなく、生物学的な残り時間を示すものですので、
ある
意味で衝撃的な結論と言えます。3 これは、睡眠に関する数
多くの研究のほんの一部にすぎませんが、
それでも、
さっさ
とテレビを消して就寝することの重要性はお分かりいただ
けるでしょう。充分な睡眠は、気分や記憶力の調整に役立つ
だけでなく、若々しくアクティブに年を重ねていくためにも
重要な要素なのです。
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