
「一汁一菜から始めよう」香川編 

―― 讃岐うどんの復権を目指して ―― 

 

◎ 開会のあいさつ                         石川 茂樹 

（石川うどん代表者） 

 

 

◎ 講話「日本人は何を食べればよいのか」「本日の一汁一菜の栄養価」 土居 成吉                                

（日本の医食住を考える会） 

 

 

◎ 本日の一汁一菜 

   伊吹島いりこと真昆布をたっぷり使った本格的な讃岐うどん 

   黄金揚げのきざみ 

   出しガラのかき揚げ 

   豚モモ赤身肉の天ぷら 

     香川県産伝統品種の柿 

   柿茶 

  （本日の一汁一菜の栄養成分表とレシピ提供） 

 

 

 

◎ 講話「香川の食文化 今と昔」 「揚げの選び方と栄養価」 

                                久保 隆則                                 

                  （日本の医食住を考える会 久保食品代表取締役社長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催 石川うどん 

協賛 日本の医食住を考える会 

日時 平成 29 年 11 月 7 日（火）11:00～15:00 

会場 石川うどん 

会費 1500 円 

定員 15 名 



    

 



                                 土居用レジュメ 

① ミネラルの少ない軟水地帯に住む日本人は、積極的に海からのミネラルを摂らないと健康を維持できない。 

 

 

軟水地帯の検証を市販のミネラルウオーターのカルシウム含有量からする。   （ 100ml 当たり） 

六甲のおいしい水 （日本）  0.65mg         ゴッチアブルー（イタリア） 9.95mg 

ゲロルシュタイナー（ドイツ）36.00mg         コントレックス（フランス）46.80mg 

    大阪市の水道水の硬度(40～50 )と香川県はほぼ同じであるから、六甲のおいしい水と大差ないと考えら 

れる。 

 

 

② ドイツのトマトと日本のトマトの栄養価の比較 （ドイツのデータはチヤルカ 久保よしみ様提供） 

カルシウム 13mg：7mg   マグネシウム 20mg：9mg   ビタミン C 124mg：15mg 

 

 

③ どのような形で海のミネラルを摂ってきたのか、過去を振り返ってみる。 

食事・肥料 

 

 

④ 現状はどうなのか？ 

化学調味料（表示ではアミノ酸）や酵母エキス入りのだしの素の普及 

ミネラルの欠乏によると思われる世相 

 

 

⑤ 上記だしの素の栄養価。 

 栄養成分ナビゲーター①参照 

 

 

⑥ 本日の一汁一菜の栄養素の摂取量と必要量を見てみる。 

   栄養成分ナビゲーター②③参照 

   山田うどん、丸亀製麺、久兵衛屋 3 社平均の素うどん(海老天つき) Ca 30mg (48) Mg 25mg (38) 

   タニタ（ローソン販売）「牛肉のオイスターソース炒め」Ca 64mg  Mg 41mg  Fe 1.8mg （食品と暮ら

しの安全 2017,2 No.334 より引用） パルコーポ大阪の宅配弁当おかず 4 品 Ca 平均 70 ㎎（電話問い

合わせ） 

 

 

⑦ 住まいにも注意を払って健やかな暮らしを！ 

 

 

 

 

 



◎ 世界一簡単な「煮干しと昆布の出し」の取り方 

 

[材料] 

水            1 リットル 

煮干し（いりこ）     20～30g （うどん用などには多い目に） 

昆布（できれば真昆布）   15g 

（天然物の真昆布の場合 10g） 

 

[作り方] 

① 分量の水に煮干し（頭付き）と昆布を入れ、冷蔵庫で一晩（又は 8 時間位）保管する。 

② 鍋にザルを受けて、漬けてあった昆布と煮干しをこす。 

③ 煮干しを取りのぞいて昆布だけを出しに戻す。 

④ ひと沸かして昆布を取りだす。（昆布のぬめりをとり、煮干しの臭いをとるため） 

※ 出しを保存する場合は食塩を少し入れ水で冷まして冷蔵又は冷凍。 

上記の分量で出しは 900cc 弱とれる。沢山作って小分けして冷凍保管しておくと便利。 

 

◎ 簡単で本格的なうどん出し（かけ汁）の作り方 

（2 人分） 

[材料] 

出し（上記の）   700cc 

うすくち醤油  大さじ 1 

砂糖      大さじ 1/2 

みりん     大さじ 1/2 

食塩      小さじ 1/2 

（お好みで加減してください。） 

 

◎ 出しガラかき揚げの作り方 

（2～3人分） 

[材料] 

   （水 1 リットルに漬けた）煮干し 30g・昆布 15g の出しガラすべて 

人参       50g 

玉ねぎ      100g 

食塩    小さじ 1弱 

薄力粉   大さじ 2 あとから大さじ 1.5  

揚げ油（出来れば圧搾菜種油）  適量 

              

[作り方] 

① 煮干しは 1 ㎝位の長さに切る。昆布、野菜は細切り。 

② 煮干しを電子レンジで数回まぜながら水分を飛ばす。 

③ ボールに昆布、野菜、煮干しを入れ、食塩を加えて混ぜる。続いて薄力粉大さじ 2を入れ混ぜる。 

④ なじんできたら薄力粉大さじ 1.5 を追加し、水大さじ 2 を入れ混ぜる。 

    ⑤ 180℃くらいの油でカリッと揚げる。 



 

 

↓「真のプロ」のレシピ公開↓ 

 今回の簡単で本格的ななうどん出し 石川うどんの出し 

仕込み水 2ℓ 2ℓ 

昆布 促成物真昆布 30g 天然物真昆布 20g 

煮干し 60g 100g 

うるめ節 0 20g 

宗田かつお節 0 20g 

さば節 0 15g 

ムロ鯵節 0 15g 

かつお節 0 4.5g 

素材合計量 90g 194.5g 

 

かけうどんの調味料 

上記の出し 1ℓ 1ℓ 

醤油 26cc 50cc 

砂糖 7g 7g 

みりん 14g  

食塩 4g 0 

 

 

ごま油となたね油の栄養価の比較 

 重量 ビタミン E

（mg） 

ビタミン K

（㎍） 

ｎ-3 系不飽

和脂肪（g） 

ｎ-6 系不飽和

脂肪酸（g） 

なたね油      30g     4,6     36 2,26 5,18 

ごま油     30g    0.1    2 0.09 12.26 

こめ油   30g  7,7 11 0,35 9.63 

オリーブオイル  30g  2,2 13 0,18 1.99 

                                                         文部科学省日本食品標準成分表 2010 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


