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②季節ごとの薬膳展開

③体質ごとの薬膳展開
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①薬膳ってな～に？

薬っぽくて
美味しくなさそう

食材がなかなか
手に入らないん
じゃない？



定義。。。

長い歴史を持つ中医学の理論に基づいた
食物の効能を用いて作る
「心とカラダに優しい美味しい料理」のこと。

目的。。。

１．健康を保ち体を丈夫にすること
２．病気の予防（未病ケアが得意♪）
３．病気の回復促進
４．老化防止



気血水の概念



陰陽五行学説
古代中国で成立した自然哲学の基礎概念。

「陰陽説」と五行説から成る。陰陽説は自然界に存在する

物質は、「陰」と「陽」の要素から成立すると考えられ、

人体ではエネルギーが陽で、陰は身体そのもの。

「五行説」は、自然界に存在する物質は、「木」「火」「土」

「金」「水」の５つの要素に由来すると唱えられた。

人体ではこれに五臓を当てはめ、肝、心、脾、肺、腎として

いる。



木

火

土金

水

相生

相克

春・風・肝・胆・筋・爪・怒

夏・暑・
心・小腸・舌・血脈・面色・喜

冬・寒・
腎・膀胱・耳・骨・髪・恐/驚

秋・燥・肺・大腸・鼻・皮膚・皮毛・憂/悲 長夏（梅雨）・湿・脾・胃・口・肌肉・唇・思



②季節ごとの薬膳展開

脾

梅雨 春 夏 秋 冬

肝 心 肺 腎



春

老廃物を出し切る

「気」の高ぶりを落ち着かせる

ストレス対策をする

１

２

３



春の薬膳 食材編

【肝の働きを調節する食材】
アロエ・クレソン・セロリ・クコの実・トマト

ライチ・菊の花・クワン草・三つ葉・納豆
陳皮・かじきまぐろ・貝類・緑茶・桑の葉
ジャスミン・サフラン・ウコンなど。

【血を補う食材】
ほうれん草・人参・きくらげ・ひじき・黒豆
黒胡麻・アーモンド・プルーン・棗・よもぎ

柿・レバー・肉類・鮪・たこ・鰹・鯖・うなぎ
など。

【陰を補う食材】
クコの実・桑の実・えんどう豆・緑豆・黒豆
黒胡麻・白きくらげ・小麦・人参・青梗菜
ほうれん草・山芋・豚肉・卵・あさり・いか
かに・帆立・葡萄・はちみつなど。

【解毒作用のある食材】
クワン草・菊の花・筍・まこもだけ・瓜類
しそ・しじみ・など。



春の薬膳レシピ Part１

「材料」（４人分）
トマト 2個
にが菜 80ｇ
沖縄そば 800ｇ
ツナ水煮缶 80ｇ
ごま油 小2
黒すりｺﾞﾏ 大2
塩 少々

「黒すりｺﾞﾏダレ」（作りやすい分量）
黒ねりｺﾞﾏ 大2
酢 大3
しょうゆ 大2
白みそ 大2
一味 少々

「作り方」
❶黒ゴマダレを作る。
黒練りｺﾞﾏを酢でのばし、残りの材料を加えてよく練る。
❷トマトはサイコロ状に切り、塩・ごま油を振り混ぜる。
ツナは汁気を切ってほぐし、にが菜を千切りにし、水に浸けてあくを抜く。
❸鍋にお湯を沸かし、沖縄そばをサッと湯通しする。
❹ボウルに❸とツナ・黒ｺﾞﾏダレを入れ、よく混ぜる。
❺器に盛り、黒すりｺﾞﾏを振って、トマトとにが菜をのせて出来上がり。

トマト＆ンジャナの冷やし麺



春の薬膳レシピ Part２

「材料」
もずく 165ｇ
寒天 1本
水 1カップ
ツナ 1缶
人参 50ｇ
ｷｬﾍﾞﾂ 100ｇ
青ネギ 30ｇ
おろしにんにく 100ｇ
生姜汁 20ｇ
サラダ油 大1
塩 少々
醤油 小2

「作り方」
❶もずくは塩抜きし、水気を切って適当な長さに切る。
❷寒天はちぎってから分量の水でふやかす。
❸人参・ｷｬﾍﾞﾂはみじん切りにする。
❹フライパンに油を熱し、にんにく・❸を入れて炒める。
❺モズクも加え弱火で炒め、ツナ・塩・醤油を加える。
❻別の鍋に寒天を煮溶かす。
❼寒天が溶けたら具を入れて生姜汁と細かく切った葱を加える。
❽少し煮込んだら、流し箱に入れて、冷蔵庫で冷やし固める。

もずく豆腐



梅雨

からだに湿気を溜めない

胃腸の調子を整える

「気」の巡りをよくする
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梅雨の薬膳 食材編

【脾の働きを調節する食材】
米・雑穀・豆類・とうもろこし・サンザシ
人参・山芋・南瓜・なつめなど。

【気の巡りを良くする食材】
蕎麦・キャベツ・春菊・にら・生姜・葱
玉葱・ういきょう・紫蘇・レイシ・大根
ピーマン・らっきょう・陳皮など。

【余分な水分を取り除く食材】
小豆・黒豆・緑豆・えんどう豆・空豆
とうもろこし・葡萄・すいか・冬瓜・なす
きゅうり・セロリ・クワン草・白菜・牛蒡
もやし・青梗菜・レタス・さやいんげん
エンサイ・よもぎ・ココナッツ・チェリー
あさり・しじみ・ハマグリ・海藻・緑茶
ウーロン茶・ハトムギ・玄米など。



梅雨の薬膳レシピ Part１

「材料」
発芽玄米 300ｇ
とうもろこし 1本
（皮・ひげ根も）
緑豆 30ｇ
塩 大1
水 2合メモリ

「作り方」
❶発芽玄米を優しく洗い、水に浸ける。
❷緑豆は１時間ほど水に浸ける。
❸炊飯器に❶・水・塩・❷・とうもろこし・3ｃｍ長さに切ったひげ根を入れる。
❹最後にとうもろこしの皮をかぶせて、炊く。

とうもろこしと緑豆の玄米ご飯



梅雨の薬膳レシピ Part 2

「材料」
空芯菜（エンサイ） 600ｇ
オリーブ油 適量
おろしにんにく 大1
ｵｲｽﾀｰｿｰｽ 大２

「作り方」
❶空芯菜を食べやすい長さに切る
❷フライパンにオリーブ油・おろしにんにくを入れ火にかけ、香りがでて
きたら、❶の茎→葉の順に入れ、炒める。
❸しんなりしてきたら、オイスターソースを回しいれ、サッと混ぜる。
❹出来上がり♪

ウンチェーバーイリチャー



夏

体のほてりを冷ます

体に潤いを補給する

心を整える

１

２
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夏の薬膳 食材編

【体をクールダウンする食材】
小麦・きび・小豆・緑豆・はと麦・豆腐
麩・空芯菜・トマト・胡瓜・白瓜・冬瓜
苦瓜・へちま・もやし・ごぼう・レタス
なす・みょうが・玉ねぎ・まこも・キウイ
西瓜・パイン・メロン・バナナ・レモン
マンゴー・パパイヤ・にがな・ミント
紫蘇・蜆・蛤・わかめ・のりなど。

【必要な水分を補う食材】
豆腐・豆乳・緑豆・くず・胡瓜・白木耳
おくら・冬瓜・トマト・梅・キウイ・葡萄
スイカ・いちじく・パイナップル・メロン
桃・レイシ・レモン・びわ・やまもも・梨
ざくろ・アーサ・昆布・牛乳・緑茶など。

【気持ちを安定させる食材】
小麦・ココナッツ・はちみつ・鶏卵・棗
百合根・龍眼・豚心臓・ひじき・緑茶
さんぴん茶・コーヒー・ワインなど。



夏の薬膳レシピ Part １

「材料」
あさり 400ｇ
水 200ｃｃ
玉葱 120ｇ
人参 400ｇ
じゃが芋 200ｇ
ベーコン 2枚
バター 大2
小麦粉 大2
コンソメスープ 300ｃｃ
牛乳 200ｃｃ
あさりの茹で汁 200ｃｃ
塩コショウ 少々
パセリ 適宜

「作り方」
❶あさりは200ｃｃの水に入れて火にかけ、ゆで汁と分けておく
❷玉ねぎは１ｃｍ色紙切り、人参はいちょう切り、
じゃが芋は1ｃｍ角切り、ベーコンは1ｃｍ幅に切る
❸バターを熱し、ベーコン・野菜を炒め、しんなりしたら小麦粉を振り入れ
て炒め、スープを少しずつ加えて溶きのばし、あさりのゆで汁も加え、
野菜が柔らかくなるまで煮る
❹牛乳・塩コショウで味付けし、あさりを入れて火からおろす
❺器にチャウダーを注ぎ、パセリを散らす

あさりのチャウダー



夏の薬膳レシピ Part 2

「材料」
鯖 4切れ
塩コショウ 少々
小麦粉 少々
サラダ油 適量

☆ｿｰｽ
酢 1/3カップ
塩 小1
サラダ油 2/3カップ
シークワサー 1/2個
トマト 200ｇ
ゴーヤ 80ｇ
玉ねぎ 100ｇ

「作り方」
❶鯖は塩コショウをして10分程おき、水気をふき取って小麦粉をまぶす。
☆ソースを作る。
❷シークワサーをいちょう切り、トマトは湯むきしてみじん切り
ゴーヤはスライス、玉ねぎはみじん切りして水にさらす
ボウルに酢・塩を混ぜ合わせ、サラダ油を少しずつ混ぜ入れる
次に野菜を入れる

❸鯖を揚げて、熱いうちにラビコットソースに漬けこみ、味をなじませて、
盛り付ける。

鯖のラビコットソースかけ



秋
夏バテを引きずらない

免疫力の要の胃調を丈夫に保つ

冬に向けて乾燥対策をする

１

２

３



秋の薬膳 食材編

【乾燥から体を守り体を潤す食材】
大豆・空豆・豆腐・ほうれん草・きゅうり

クレソン・キクラゲ・りんご・びわ・かりん
梨・杏仁・バナナ・松の実・アーモンド

ピーナッツ百合根・オリーブ・豚肉・牛乳
白身魚・バター・卵・はちみつ・胡麻・油
白砂糖など。

【肺の働きを調節する食材】
銀杏・百合根・胡桃・はと麦・にら・葱
大根・紫蘇・玉ねぎ・生姜・菊花・びわ
梨・柿・みかん・蜂蜜・シナモン・杏仁

陳皮・山薬・氷砂糖・さとうきび・松の実
ピーナッツ・クレソン・きくらげ・いちじく
オレンジ・みかん・バナナ・パパイヤ
白魚・チーズなど。

【必要な水分を補い体を潤す食材】
山芋・蕪・きくらげ・ほうれん草・緑豆・黒
豆・白菜・青梗菜・ぶどう・桑の実・梨・卵
あさり・いか・ぶり・牡蠣・カニ・豚肉など。



秋の薬膳レシピ Part１

クワン草彩りカップ寿司
クワン草茎（100ｇ）・クワン草花（100ｇ）・クワン草花ジュレ・
今帰仁産エリンギ・酢飯（適量）

クワン草のレシピ（提供：今帰仁ざまみファームさん）

クワン草の白和え
クワン草茎（100ｇ）・豆腐（300ｇ）・ツナ缶（１缶）・胡麻ドレ

クワン草入りひらやーちー

小麦粉（３カップ）・ニラ（適量）・卵（２個）・クワン草花（適量）・
塩（少々）・油（適量）・だし汁（２カップ）・ソース（好みで）

クワン草花ゼリー
クワン草花（200ｇ）・パッションフルーツ（適量）・ゼラチン（5ｇ）・
お湯（50ｍｌ）・蜂蜜（適量）



秋の薬膳レシピ Part ２

「材料」
レモン
はちみつ

※ 金柑や梨で作るのも
美味しくいただけます♪

「作り方」
❶レモンはよく洗い、水気をふいておく
❷レモンを１ｃｍの輪切りにする
❸保存瓶にレモンの皮・果肉・はちみつを入れ、蓋をして冷暗所でねかす
❹冷蔵庫に保存する

はちみつレモン



冬

乾燥対策をする

体を温め、冷えを防ぐ

「気血」の巡りを良くする

１

２

３



冬の薬膳 食材編

【腎の働きを調節する食材】
栗・胡桃・葡萄・黒胡麻、キャベツ・韮

さやいんげん・ブロッコリー・カリフラワー
黒豆・桑の実・山芋・椎茸・いか・うなぎ

海老・帆立貝・昆布・鯛・牡蠣・ムール貝
豚肉・ラム・卵・クコの実・シナモンなど。

【体を温める食材】
イーチョー葉・長命草・からし菜・胡桃
葱・ニラ・生姜・にんにく・らっきょう
マッシュルーム・栗・牛肉・鶏肉・ラム
やぎ肉・海老・鮭・鮪・山薬・シナモン
葛・黒砂糖・紅花など。

【気を補う食材】
穀類・ジャガイモ・山芋・さやいんげん
とうもろこし・アボカド・南瓜・大豆・空豆

豆腐・ほうれん草・クレソン・キクラゲ・梨
リンゴ・アーモンド・ピーナッツ・百合根
杏仁・オリーブ・牛肉・鶏肉・豚肉・白魚
うなぎ・鰯・ひらめ・牛乳・バター・卵・蜂蜜
ごま油・白ごまなど。



冬の薬膳レシピ Part１

「材料」
米 180ｇ
かつおだし 8カップ
シーチキン 大1缶
よもぎ 130ｇ
塩 小1
しょうゆ 大1
バター 20ｇ 「作り方」

❶米を洗い水気をきっておく
❷ヨモギは葉を摘み取り、水でもみ洗い
❸鍋にバター以外の材料を入れて炊き、沸騰するまでは強火で、
沸騰後は弱火で静かに40分ほど炊く
❹最後にバターを入れ混ぜる

フーチバージューシー



冬の薬膳レシピ Part２

「材料」
ニラ ２束
くるみ 30ｇ
黒すりｺﾞﾏ 大4
味噌 大1
しょうゆ 小2
蜂蜜 小2

「作り方」
❶ニラは熱湯で30秒ほど茹で、ざるにあげて水気をよく絞り、4ｃｍ
長さに切る。
❷胡桃は粗くつぶし、ボウルに移す。
❸❷に黒すりｺﾞﾏ・味噌・しょうゆ・はちみつを加えて混ぜ合わせる。
❹ニラを器に盛り、❸を乗せて出来上がり。

ニラと胡桃のｺﾞﾏ味噌和え



琉球と薬膳の奥深い関係。



③体質ごとの薬膳展開



気虚 （疲れやすい、無気力）
食養生の心得

• その１ 山芋・豆類・きのこ類を毎日の料理に積極的に取り入れる

• その２ 主菜には、すぐに「気」を補ってくれる牛肉・海老・うなぎを使うとよい

• その３ 生もの、冷たいもの、脂っぽいもの、刺激の強いものは避ける

おすすめの食材



気虚の薬膳レシピ

「材料」
山芋 240ｇ
きのこ １パック分
（しめじ）
（椎茸）
（舞茸）

玉葱 １/４個
ﾍﾞｰｺﾝ ２枚
豆乳 １カップ
味噌 大１
バター 大１
塩コショウ 少々
粉チーズ お好み
パプリカ粉 お好み

「作り方」
❶きのこはほぐし、食べやすい大きさに切っておく
❷玉ねぎは薄切り、ベーコンは1ｃｍ幅に切る
❸フライパンにバターを熱し、❶を炒め、すりおろした長芋・豆乳・味噌を
加えて、塩コショウで味付けをする
❹❸を耐熱容器に移し、チーズをちらし、パプリカ粉をふる
❺トースターで表面がこんがりしたら取り出す

長芋ときのこの豆乳グラタン



血虚 （ふらつく、青白い）
食養生の心得

• その１ 主菜には、レバー・かき・うずら卵を積極的に摂る

• その２ 黒い食材・赤い食材を積極的に摂る

• その３ 生もの、冷たいもの、脂っぽいもの、刺激の強いものは避ける

おすすめの食材



血虚の薬膳レシピ

「材料」４人分
豚レバー 200ｇ
豚赤肉 200ｇ
かつおだし ７カップ
おろしにんにく 10ｇ
島人参 200ｇ
塩 2ｇ
しょうゆ 5ｃｃ 「作り方」

❶レバーは削ぎ切りし、水で洗い血抜きする
❷赤肉も食べやすい大きさに切る
❸鍋にだし汁・にんにく・レバー・赤肉を入れ、火にかけ沸騰したらあくを
取り除き、弱火で３０分煮込む
❹斜め切りにした島人参を入れ、さらに３０分程煮込み、最後に塩・醤油
で味を調える

チムシンジ



陰虚 （のぼせ、便秘）
食養生の心得

• その１ 「甘酸化陰」の食材を摂る

• その２ 松の実・黒胡麻・白胡麻・白きくらげなどを常備して積極的に料理に使う

• その３ 香辛料・薬味野菜は控えめにする

おすすめの食材



陰虚の薬膳レシピ

「材料」
白きくらげ 30ｇ
水菜 ４株
ベビーリーフ ２パック
万能ねぎ ５本
赤玉葱 １/２個
糸唐辛子 適量
れんこんチップ 適量

☆ドレッシング
おろしにんにく 小1/2
しょうゆ 大1
ごま油 大2
酢 小2
シークワサー汁 １/２個分
ナンプラー 小1
粉黒糖 ひとつまみ

「作り方」
❶白木耳はぬるま湯に約１５分ひたし、もどす
❷水菜とベビーリーフは冷水に放してパリッとさせ、水気を切る
❸水菜と万能ねぎは４ｃｍ長さに切り、玉ねぎは薄くスライスする
❹ドレッシングの材料を混ぜ合わせる
❺野菜・糸唐辛子を軽く混ぜ合わせて器に盛る
❻ドレッシングをまわしかけ、れんこんチップを散らす

白木耳のサラダ



気滞 （イライラ、憂うつ）
食養生の心得

•その１ 香り野菜や柑橘類を積極的に食べる

•その２ イライラして怒りっぽい人は、強い辛味のものや香辛料を控える

•その３ ガスやゲップの多い人は、芋・豆を控える

おすすめの食材



気滞の薬膳レシピ

「材料」８人分
アガー 小2 1/2
砂糖 150ｇ
水 750ｃｃ
ジャスミンティー（茶葉） 20ｇ
ライチ ８個
クコの実 １６粒
ミントの葉 適宜

「作り方」
❶ボウルにアガーと砂糖を入れ、水を少しずつ加えながら泡だて器で
ダマにならないように混ぜる
❷❶を鍋に移し、撹拌しながら熱して完全に沸騰したらジャスミンティを
加え、２分間蒸らす
❸ザルでいったん濾して別の容器にとり、氷水の入ったボウルにあてて
冷やし、粗熱をとる
❹盛り付け用の器に、皮をむいたライチをあらかじめ入れ、そこへ❷の
ゼリーを流し入れ、冷やし固める
❺固まったゼリーの上に水で戻したクコの実とミントの葉を飾る

ジャスミンティー ゼリー



於血 （あざ、シミ）
食養生の心得

•その１ 「温性」「熱性」「辛味」の食材を多く使う

•その２ 主菜には、肉を避け、青背の魚・かにを使う

•その３ 肉の脂身・バター・生クリームなど脂肪の多い食材を避ける

おすすめの食材



於血の薬膳レシピ

「材料」４人分
あさり身 200ｇ
ムール貝 ４個
白ワイン 150ｃｃ
蒸し汁 200ｃｃ
ウコン粉 適量
水 250ｃｃ
いか 500ｇ
ピーマン １個
海老 ８尾
鶏もも肉 240ｇ
塩 小3/4
オリーブ油 大6
おろしにんにく 大2
玉葱 160ｇ
米 250ｇ
塩コショウ 少々
レモン １/２個
マヨネーズ 大2
おろしにんにく 大1

「作り方」
❶米を洗っておく
❷あさりとムール貝は白ワインで蒸して口を開ける
❸いかは輪切り、海老は殻・背ワタを取り、塩で洗う
❹ピーマンは１ｃｍ角に切り、オリーブ油で和える
❺鶏肉は２ｃｍ角に、玉ねぎはみじんぎり
❻パエリヤ鍋にオリーブ油を熱し、にんにく・玉ねぎを炒め、米を加えてさらに２分炒める
❼別鍋にオリーブ油を熱し、鶏肉を良く炒め、さらにいか・海老を入れ混ぜ、海老に2/3位火が
通ったら火を消し、塩を振り混ぜる
❽蒸し汁・ウコン・水を混ぜ合わせる
❾パエリヤ鍋に❽・塩コショウ・❼・ピーマンを入れ、アルミホイルをかぶせ、180℃のオーブン
で１７分くらい煮汁がなくなるまで焼く
❿煮汁がなくなったら貝類を乗せ、オリーブ油をふりかけ、くし型のレモンを添える
⓫魚介類にお好みでにんにくマヨネーズをつけていただく

ウコンでパエリヤ☆



痰湿 （むくみ、だるさ）
食養生の心得

•その１ 玄米・雑穀・海藻・きのこ・根菜などを積極的に摂る

•その２ 肉・卵の黄身・魚卵・油っぽいもの・甘いもの・味の濃いものは控える

•その３ 食後に、温かいウーロン茶・プーアール茶・はと麦茶を飲む

おすすめの食材



痰湿の薬膳レシピ

「材料」４人分
金時豆（又は小豆） １/２カップ
緑豆 １/２カップ
押し麦 １/２カップ
はと麦 １/２カップ
黒砂糖 150ｇ
水 ７カップ
塩 少々 「作り方」

❶金時豆（又は小豆）は一晩水に漬ける
❷緑豆・押し麦・はと麦は３０分ほど水に漬ける
❸金時豆を分量の水で煮て、柔らかくなってきたら❷を加える
❹すべての材料が煮えてきたら、黒砂糖を加え、１０分煮て、最後に塩を
加え、５分程煮る

薬膳あまがし



すべての食物には
必ず効能が備わっていること

これを実感できれば
薬膳は決して難しくなく

日々の食卓に取り入れる知恵が
たくさん

見つかります♪



薬膳を作ってみたいな。・・・と思ったら


