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可食部100ｇ当たり

ごはん、パン、麺など 野菜、きのこ、いも、海藻など 肉、魚、卵、大豆など 牛乳・乳製品 果実 その他

遺伝子の情報の中にたんぱく質の設計図があります。つまり、たんぱく質はわれわ
れ生物が生まれ持って利用することが決まっている物質なのです。身体をつくる材
料になったり、ホルモンとして働いたり、エネルギー源になったりと、大忙しの栄養
素です。

オートミール13.7ｇ 鰹（生、春獲り）25.8g
秋刀魚（焼き）24.9g
和牛(ｻｰﾛｲﾝ、生）17.1g
大豆（茹で）16.0g
ブリ26.2ｇ

貯蔵型のエネルギー源です。さらに、体脂肪は体温を維持したり、なにかが体にぶ
つかったときの衝撃をやわらげたりしています。摂りすぎると健康に良くないのはご
存知だと思いますが、摂取不足も健康に良くありません。

クロマグロ脂身27.5ｇ
ミナミマグロ脂身28.3ｇ
秋刀魚（焼）20.6ｇ
タチウオ（生）20.9ｇ
ブリ20.4ｇ

バター（有塩）81.0g
生クリーム　45.0
クリームチーズ33.0ｇ

アボカド18.7ｇ マヨネーズ 75.3g,
カレールウ 34.1g,
マカデミアナッツ76.7g

一番利用されるエネルギー源です。取り過ぎには気をつけるべきですが、みなさん
の生活を支える大事なエネルギー源ですから、しっかりと摂取してください。

めし（精白米） 37.1g
めし（胚芽精米）36.4g
コーンフレーク 83.6g
そば（茹で）26.0g
マカロニ・スパゲッティ（ゆで）
28.4ｇ

さつまいも(焼き）39.0g
じゃがいも（蒸し）19.7g
れんこん15.5g
ゆりね28.3ｇ
西洋カボチャ21.3ｇ

バナナ22.5g
干しぶどう80.7g

ヒトが消化できない食品成分です。そのため、腸の内部で仕事をします。血糖値や
コレステロール値の上昇を抑えたりと、様々な形で腸内環境を改善します。

オートミール9.4ｇ さつまいも(焼き） 3.5g
こんにゃく 3.0g
切干し大根 20.7g
焼きのり 36.0g
干しひじき 43.3g

干しぶどう4.1g

ナトリウム

日本人が摂りすぎているミネラルです。しかし、夏場などにたっぷりと汗をかいたり
すると、不足することがあります。欠乏すると、筋肉痛や食欲不振など体調不良の
原因になります。

みついしこんぶ 3000mg
カットわかめ 9500mg

蒸しかまぼこ 1000mg
ロースハム 1000mg

プロセスチーズ1100mg
パルメザンチーズ1500mg

カリウム

ナトリウムと連携をとりながら、身体のいたるところで様々な調整をしています。ナト
リウムの尿中への排泄を促進する作用がありますが、野菜を中心に様々な食品に
含まれていますので、バランスの良い食事をしていれば、問題なく摂取できます。

さといも 640mg
まこんぶ 6100mg
乾燥わかめ素干し 5200㎎
ほうれん草 690mg
干ししいたけ2100mg

干しぶどう740mg
あんず（乾）1300mg
バナナ360mg

カルシウム

体内に最も多いミネラルで、骨や歯を形成するのに重要です。骨や歯以外でも、す
べての組織・器官・細胞で利用されています。日本における食生活では必要な量を
摂取しづらい栄養素です。牛乳は、カルシウムの吸収が食品の中では高い部類に
入るため、みなさんも良くご存知だと思いますが、カルシウムの摂取を考えると真っ
先に挙げられる食品です。

こまつな170mg
きょうな210mg
ザーサイ140mg
モロヘイヤ260mg

かたくちいわし 2500mg
わかさぎ 450mg
ししゃも（焼）360mg
さくらエビ素干し2000mg

普通牛乳 110mg
パルメザンチーズ 1300mg
ヨーグルト（全脂無糖）120mg
アイスクリーム 130mg
プロセスチーズ630mg

干しぶどう65mg
あんず（乾）70mg

マグネシウム

骨に多いミネラルです。生体内で機能するタンパク質を酵素とよびますが、300以上
の酵素が働くのに必要になります。

ごま（乾） 370mg
落花生（炒り） 200mg
糸引き納豆　100mg

リン

細胞膜の主成分はリン脂質であることを考慮すると分かリますが、身体の隅々に存
在します。遺伝子の本体であるDNAもリンを含みますし、骨に沈着するカルシウム
はリン酸カルシウムであるハイドロキシアパタイトとして存在しています。リン関係の
物質は食品添加物として利用しやすく、加工食品を摂取する可能性の高い日本人
は摂り過ぎが問題になります。摂り過ぎはカルシウムの吸収を阻害します。

めし（胚芽精米）68ｍｇ
車麩130ｍｇ

干ししいたけ310ｍｇ かたくちいわし 2300mg
きびなご（調味干し） 1200mg
するめ 1100mg
ロースハム340mg

プロセスチーズ730mg　

鉄

赤血球に存在するタンパク質で、酸素の運搬に関与するヘモグロビンの必須構成
成分です。摂取が難しいミネラルの一つで、欠乏症である鉄欠乏性貧血は世界規
模で頻発します。日本でも、この欠乏症の人は少なくありません。

かわのり(素干し） 61.3mg
干しひじき 55.0mg

天然あゆ（内臓、焼き）
63.2mg
 あさり水煮缶詰 37.8mg
豚（肝臓） 13.0mg
レバーペースト7.7mg

ピュアココア14.0mg

銅
いくつかの重要な酵素の機能を発現するのに必須です。 かきくん油漬け　2.81mg

ほたるいか（ゆで）2.97mg
アーモンド 1.11mg

亜鉛
いくつかの重要な酵素の機能を発現するのに必須です。欠乏症状の一つに味覚障
害があります。

ピュアココア7.0mg,
ミルクチョコレート0.41mg

主な摂取源　　　　　　摂取源となる食品（可食部100gあたり）名称 機能
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主な摂取源　　　　　　摂取源となる食品（可食部100gあたり）名称 機能

マンガン いくつかの酵素の機能を発現するのに必須です。

ビタミンA
(ﾚﾁﾉｰﾙ当
量）

視覚・上皮細胞・粘膜を正常に保つのに必須です。 ニンジン（生）760μｇ
ほうれん草（生）350μｇ
カブ葉（生）230mg
西洋カボチャ330mg

鶏肝臓 14000μｇ
豚肝臓 13000μｇ
うなぎ（かば焼き）1500μｇ
ほたるいか（ゆで）1900μg

プロセスチーズ260μg びわ68μg,
パパイヤ40μg

ビタミンB1

糖質をエネルギーにするのに使用されるビタミンです。 米（半つき米）　0.30mg
めし（玄米）0.16mg
めし（胚芽精米）0.08mg
オートミール1.29mg

豚ヒレ肉　1.22mg
豚もも肉 0.98mg
ボンレスハム0.90mg
ロースハム0.94mg

ビタミンB2

生体内で起こる酸化還元反応に関与するビタミンです。不足すると、皮膚炎，舌炎，
口唇炎など「肌荒れ」の症状が出ます。

干ししいたけ1.40mg ズワイガニ（ゆで）0.57mg

ビタミンB6
アミノ酸の代謝に関与します。

ビタミンB12

葉酸も関わる代謝系で、DNAの合成や含硫アミノ酸の代謝に関与します。不足する
と悪性貧血（巨赤芽球性貧血）を引き起こします。

ビタミンC

水相における代表的な抗酸化物質です。骨の中心部に位置するコラーゲンの合成
にも必須な成分です。鉄の吸収にも一役買います。

カブ葉（生）82ｍｇ
赤ピーマン（生）170ｍｇ
レッドキャベツ68mg
ブロッコリー120mg
ゴーヤ76mg

キウイ69ｍｇ,
甘柿70ｍｇ,
ネーブルオレンジ60ｍｇ,
イチゴ62mg,
パパイヤ50mg

ビタミンD

カルシウム代謝に必須です。紫外線を浴びることにより、我々の身体で合成するこ
とができますが、紫外線の少ない季節は食事から摂取しなればならないビタミンで
す。

干ししいたけ16.8μｇ にしん（身欠き）80μg
しろ鮭（焼き）39μg
木耳（茹で）39μg

ビタミンE
脂質相における代表的な抗酸化物質です。 サフラワー油27.8mg,

うなぎ（蒲焼）4.9mg,
西洋カボチャ（生）5.1mg

ビタミンK

血液を固めるのに必要なトロンビンの合成に関与します。骨の代謝に関与すること
が明らかにされつつあります。

カブ葉（生）340μｇ
あしたば500μg
キャベツ78μg
サニーレタス160μg
干しのり2600μg
カットわかめ1600μg

引き割り納豆1300μg

ナイアシン

生体内で起こる酸化還元反応に関与するビタミンであり、生体内化学反応の様々な
場面で登場します。

干ししいたけ16.8ｍｇ 鰹（生、春獲り）19mg
かたくちいわし（田作り）17mg
鰹削り節45mg

落花生（乾）17mg

葉酸

ビタミンB12も関わる代謝系で、DNAの合成や含硫アミノ酸の代謝に関与します。不

足すると悪性貧血（巨赤芽球性貧血）を引き起こします。
小麦胚芽390μｇ 干ししいたけ240μｇ

クレソン150μｇ
きょうな140μｇ
ほうれん草（生）210μｇ

鶏肝臓1300μg
鶏卵（生）43μg
牛肝臓1000μg

パントテン酸

生体内化学反応において頻繁に登場するCoA（補酵素A）と呼ばれる物質を構成す
るビタミンです。

オートミール1.29mg 干ししいたけ7.93ｍｇ 卵黄（生）4.33mg
スモークレバー7.28mg
ブリ（焼）1.38ｇ

脱脂粉乳4.17mg
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