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「香川綾の実践 
料理カードと計量化の歩み」 

     平成24年度 

       女子栄養大学 

    栄養学部実践栄養学科 

     「総合講座」 
   建学の精神を理解する 

  

        

香川綾からの     

 メッセージ  



日本の栄養学の80年（脚気の予防⇒食糧難と感染症の克服⇒ 

脳出血の征服⇒生活習慣病⇒超高齢社会の課題） 

｢香川昇三・綾記念展示室｣ は2001(平成13)年３月に開設。 

栄養学の研究とその実践・普及に一生を捧げた香川栄養学園
の創立者、香川昇三・綾の資料を所蔵・展示しています。 

＜開室日時＞  

月～金曜日 ９時10分～17時 

土曜日 ９時10分～12時  



綾直筆の生原稿「今月のことば」 

1985(昭和60)年ごろの 
『栄養と料理』巻頭言 
「今月のことば」の生原稿。 
入職後、はじめて一人で担当
したのがこのページ。 



亡き母は、私の心を清める高めるものとなりました。 

百歳近い今もやさしい母の夢を見るのです。 

『栄養と料理』  
1997年８月号付録 
同(平成9)年４月 
98歳で天寿を全うした 

1899(明治32)年横巻綾、和歌山県で誕生。 

父・一茂(警察長)、母・のぶ。姉・歌、妹・多喜
の三姉妹。15歳の時、母、急性肺炎で急逝。 

1921(大正10)年東京女子医学専門学校入学 

(22歳)。卒業医師免許証取得。東京帝国大学
医学部島薗内科勤務。香川昇三と出会う。 



私が研究に夢中になっているとき、 

恩師から「結婚はチャンス、仕事は一生」といわれました。 

1928(昭和3)年綾、｢飯の炊き方」を『糧友』(9月号) 

に掲載。｢主食は胚芽米、魚一、豆一、野菜が四｣を 

提唱。1930（同5）年香川昇三・横巻綾結婚(綾31歳)。 

1931(昭和6)年長女誕生。年子で男児３人誕生。 

1933（同8）年昇三・綾「家庭食養研究会」を設置 

(会長香川綾)。35(同10)年『栄養と料理』創刊。 



｢こんな戦争の世の中、どちらか一方になっても 

二人の意思として栄養学の仕事を続けよう｣ 
わが師わが夫・香川昇三の思想の延長が、 

絶えず感動的に私の人生を支えてくれました。 

1941(昭和16)年太平洋戦争始まる。1945(同20）年空襲で駒込校舎全焼。群馬県に学園疎開。疎開先で香川昇三
逝去(51歳)。翌年『栄養と料理』復刊。1947(同22)年女子栄養学園復活。1948(同23)年計量カップ・スプーンを考案。 



当初から「今に大学をつくるから」とよく話していました。 

本当にやりたいことは、五年、十年の計画でやればよいのです。
すぐに結果を出そうとするから挫折するのです。 

1950(昭和25)年女子栄養短期大学創立(香川綾学長兼教授)。駒込校舎(木造)完成。1954(同29)年日本交通公社
から英文『JAPANESE COOK BOOK』出版（同24年)記念として、ハワイの｢桜まつり｣に招待され講習会を開催。
料理の普及には計量化が必要と確信を持つ。1961(同36)年。女子栄養大学家政学部食物栄養学科開設。 



私は明治の人間として幸せでした。 

前例のないことをたくさんやり、そのたびに新しいことを学び、
真実を見つけ、大きな感激がありましたから。 

1962(昭和37)年教育功労者として藍綬褒賞受賞。1965(同40）年女子栄養大学栄養学部開設。 

同年栄養士養成の功労者として表彰される。1967(同42)年栄養学部第二部栄養学科開設。
1969(同44)年大学院修士課程開設。1972(昭和47)年勲二等瑞宝章受章。 



私は、まだ97歳。女性は子育てや家事で大変ですから、 

長生きをして、やりたいことをやればよいのです。 

1980(昭和55)年文部大臣から短期大学教育功労者として表彰される。1982(同57)年
日本食生活文化財団から食生活文化賞功労賞受賞。1984(同59)年学校給食法制定
30周年を記念して文部大臣から表彰される。同年エイボン女性大賞受賞。1984(同
64)年大学院博士課程開設。1990(平成2)年理事長、学長、校長を退任し、学園長に
就任。1991(同3)年文化功労者として顕彰される。1997(同9)年98歳で逝去。 



栄養学は実践がなければ意味がない 

香川綾(1899～1997年)は98歳で天寿を全う
するまで栄養学を実践した。 

1935年(昭和10年)『栄養と料理』創刊。
栄養学の理論とその実践法を伝える。 

「実践することは非常に難しいのです。知識で覚えるのではなく、 

毎日の生活で行動に現さなくてはいけませんから。私の選んだ 

栄養学は人生と同じく、実践しなければ意味がありません」 



80年前は栄養不足、脚気や結核が恐れられていた 

右は1938(昭和13)年１月号。脚気予防のために主食はビタミンB１を多く含む胚芽米、副食は１人１日魚類100ｇ、 

豆類100ｇ、野菜400ｇぐらい食べてたんぱく質やビタミン、ミネラルを摂取すること推奨。左は1946(同21)年復刊号。 

「寒々とした立春を迎えました。やがて希望の芽が吹き、花咲くことも自然の約束ですが、 

敗戦後の冷厳さはたとえようもない有史以来の惨事です。しかし、世の中がどんなに変 

わっても、その底に秘めた真実は変わることはありません。今こそ、社会も家庭も真剣に 

栄養改善と食糧自給の方法を工夫すること。そして、すべての苦しみと悲しみを越えて、 

懸命に各自の使命を果たすことが大切です｣(概略)  1946年1・2月号合併号として復刊「希望の春」 



だれでも確実に味の再現ができる 
料理に調理科学の視点を 

料理のメジャーをメートル法で。 

カップ・スプーンを普及。 

一流料理人の材料や調味料の分量を計り、 

料理カードを作る。調味パーセントに発展。 

｢料理の材料の分量、火加減や時間、温度などを計測して味つけの 

パーセントを考案し、だれでも同じものが作れるようにしました」香川綾 



つきぢ田村 田村平治氏  
昭和25年から誌上で、プロの料理人として初めて計量器を使って紹介 

     1985年５月号創刊50周年記念号   

＜特集＞10人のかたがたの思い出とお得意料理 



なでしこたちの挑戦 

科学の道に挑んだ日本女性のパイオニアたち 日本の科学者技術者シリーズ 

 

  実践栄養学の母 すべての人が健康で、幸せであるように  国立科学博物館 

荻野吟子、吉岡彌生、 

香川綾、保井ヨノ、 

黒田チカ、湯浅年子 

ら６人の生涯と業績 

を紹介（2008年）。 



昭和怪物伝の一人として激動の時代を走り抜けた偉人 

『食事日記』は、食事の記録だけでなく、その日の天気や運動の有無、 

毎日の感想などが記されている(日記に綴られる日々の食事と生活) 

男の隠れ家特別編集 

『時空旅人』Vol．４ 

『昭和怪物伝』の学問
の項トップで紹介。 

（2011年10月） 

きちんとした食事で病状が回復し、かつ病気が予防できることを実証 



「食は生命なり」 
脚気患者をなくすべく、胚芽米の普及に取り組む 

香川綾の信念を継ぎ、 

人々の健康を守る人材を輩出して 



香川綾97歳の食卓 「実践する人生」  

「私は好き嫌いがないので、なんでもおいしく、王様のような気分で毎日の食事を楽しんでいます」 

  四群点数法で一日約18～19点（約1600kcal）の食事。脱水で血圧が下がるのを防ぐため、 

  このほかに食間にできるだけお茶や水を多くとっていた。   （香川昇三・綾記念展示室） 

 

 



朝食７時  焼き芋 半熟卵 牛乳 コーヒー１杯 

昼食12時 ご飯 アジの干物 すまし汁(生しいた   

       け、かまぼこ)  奴豆腐 ほうれん草   

       のお浸し(シラス干し) 切り干し大根     

       水まんじゅう 

夕食18時 ご飯 イナダ刺し身 かきたま汁 なす    

       素揚げ  お浸し ブロッコリーとトマト   

       のサラダ 生揚げと絹さやの甘煮   

       日本酒(おちょこ５杯) ビール１杯  

       アップルパイ 

30年近く、食事を記録（食事日記） 

香川綾97歳の食事 



晩年の香川綾の書斎 

こまめに文章を書いた。色紙一枚一枚に 

綾の信念や願いが込められている。 

「すこやかに 栄養学を学ぶなり  

若人の上に 幸あれと 祈る」 手にとってご覧になれるコーナー 



心に残る言葉 

「頭を働かせなさい。頭と同時に手足を動かしなさい。 

百人の理屈家よりも一人の実行家によって事が進みます」  

                  1939年３月号「料理教育と生活・鍛錬」 

｢人生は、夢見ては志を立てて困難な現実を乗り越えてゆく 

旅のようなものです。時間をかけ、忍耐して、夢を育ててゆく 

のです。苦しくても、貧しくても、夢があるから、戦いながら 

生きてゆく楽しみがあるのです」1984年３月号「夢と志」 

 

「大学教育はおおらかな人間を育てることです。 

自分のこととともに他人のことも考えられる人、 

家庭の幸福とともに社会の福祉を思う人、 

現在のこととともに未来のことも深く思慮する人となることです」 
                                            1967年２月号「女子の大学教育」 

 

「あなたがたは、言葉にしたり、考えたりするだけでなく、 

実行に移す力を持たねばなりません。行なわないのは 

本当は知らないからです」1940年３月号 



｢夕暮れに咲く月見草もおしろい花も、盛りを過ぎてうらぶれてきましたが、 

ただ一日のために、咲き続けてきた可憐な姿が好ましくて、 

狭い庭に生えるにまかせて楽しんでいます。 

人間の一生も悠久の自然に比べれば、一瞬のつかの間に過ぎません。 

それでも私はこのけなげな花にならって精いっぱい生きていたいと思うのです」                      
                                                                 1972年９月号「涼感満喫」 

｢ものいわぬ食品を相手に、どのようにしてその味を引き出し、どう配合して 

栄養バランスをとり、どんな味つけをして全体をまとめようかと考えながら（中略)｡

料理作りは自然に触れる貴重な時間であり、生活のリズムを整える手段であり、
家族を再生する効果があるとても楽しい仕事です」1966年４月号「料理を作る楽しさ」 

身近な暮らしぶりから 豊かな感性 

｢目を開いてごらんなさい。 

小さな野の花にも科学があり 

宇宙があります」 
「花は私の必需品です。 

精いっぱい咲く花をながめていると 

心が洗われるのです｣ 



今年の企画展示から 

「香川綾の実践ーー料理カードと計量化の歩み」 

『栄養と料理』創刊号は主に講義内容をまとめたものだった。
料理カードは第２号から付録についた。戦前～戦後まもなくの
『栄養と料理』の切り抜きを見ると綾の構想の一端がわかる。 



戦前の学園生活（昭和17年ごろ) 

1937(昭和12)年日中戦争が起きると、『栄養と料理』にも
｢非常時の婦人の栄養｣｢戦地のお正月｣のような記事が載
りはじめ、戦争の激化とともに｢代用食について｣｢甘藷の葉
と茎の料理｣などが並ぶ。｢栄養学と料理の基本を身につけ
ていれば、孤島に流されても生きていけますよ」 



敗戦、空襲で全焼した校舎の再建、学園の復興 

 

1946(昭和21)年『栄養と料理』復刊１・２月合併号 

1950(昭和25)年女子栄養短期大学創立。新築校舎完成の喜び 1951(昭和26)年１月号「料理の型紙」という連載企画を始める 

文部省、農林省と相談、200ccカップと15･5ccスプーンに。 

NHK放送や家庭科教科書にも普及に尽力 



ハワイの料理講習会で計量化に確信 

1949(昭和24)年、英文の『JAPANESE COOK BOOK』
(日本交通公社)出版がきっかけで1、1954(同29)年、ハワ
イの『桜まつり」に招待され、日本料理の講習会を開催。
大好評だった。ハワイのレシピには温度と時間がはっき
り書いてあり、長年主張していた、おいしい料理を普及す
るには計量化が必要なことを確信した旅になった。 



上田フサ先生に引き継がれた調理理論 

さまざまな計量器 

料理カードは実践栄養学の 

社会通信教育を可能にした 



上田フサのおそうざい手ほどき 

｢健康を支える食品を、料理という好ましいか形に変え、整えることは、貴く、すばらしい作業です。食品を手にとって触り、
熱、水、そして道具を使い、時間と空間の中で、心と技と感覚を入れながら創り、作ることは甲斐ある仕事です｣ 

｢包丁を近づければピンと割れるような張りのある大根の手ごたえ、(中略)こんな野菜たちにも料理することを誘われます。 

煮えるなべのふたをあけたときに、パッと立つ香り、湯げ、煮え泡などを見ていると、“まーだだよ！”と 

材料が煮え加減を知らせてくれます｣ 

食具の小さなミュウジアム 



『栄養と料理』の舞台裏 

企画案決定  

●健康企画 医師・料理家・カメラマンの人選    

        と依頼 スタイリストの有無 

 

●料理企画 料理家・カメラマンの人選と依頼     

         スタイリストの有無 

 

●ポイント 企画にふさわしい人選  

       人選で企画内容が決まる 

 

●打ち合わせ⇒ページ構成決定⇒デザイン 

 相談⇒撮影準備⇒撮影⇒原稿作成⇒入稿 

 

●料理撮影 現場での確認 材料分量・味つ 

         け・器・盛りつけなど 

   編集長は一番最初の読者。原稿を読むと書き手の人となりが見えてくる。 

   企画内容と相違はないか、分量に問題ないか、作りやすさはどうかほか。   

   読み手の立場に立ち、わかりやすく平易に語ることの難しさ。 



この置き方でいいの？ 

食育という言葉は認知されたけれど、料理情報・料理書は 

玉石混交。箸やナイフフォークの置き方にも気を配って。 



切り身魚の盛りつけはこれでいいの？ 

一尾魚は、頭を左に、腹を手間にして盛る。カレイは頭を右にして盛る。 

切り身魚は皮つき面が上か向こう側に、身幅の広い側を左にして盛る。 

切り身によっては逆向きになるものもある。魚の右手前に前盛りを置く。 

肉も身幅の広い側を左にし、ロース肉などは脂肪を向こう側にして盛る。 



野菜の切り方は味わい トマト 

大人と子どもの食育講座  料理に合った切り方がある 

2009年７月号 



調理は暮らしの科学 

減塩するにも“わけ”がある 

 

『栄養と料理』2011年2月号 



『なにをどれだけ食べたらいいの？』 
１日20点(1600ｷﾛｶﾛﾘｰ)の朝･昼･夕の和風献立 

卒業生の森野眞由美さん。栄養クリニック⇒フリーの管理栄養士としてバイワネルを立ち上げる。 



   20分で朝ごはんとお弁当 2007年５月号 

・料理は 

”段どり”。 

理論は 

実践 

してこそ 

意味を持つ。 

 

朝ごはんの定番を｢野菜たっぷりの実だくさん汁物と 

ごはん(またはパン)｣としても。（卒業生の藤井恵さん） 



家族といっしょに囲むたんぱく質30ｇの献立 

腎臓病などで、たんぱく質や塩分、カリウムの制限が必要と医師にいわれて困惑している
人やその家族に。一部の材料や分量を変えるだけで家族用とほぼ同じようなメニューを
同時に作ることができることを提案。（料理作成／卒業生の今井久美子さん）   

  朝食 制限食では低たんぱくパン 

おかずはほぼ同じ、ポタージュは１.5倍に 

2009年11月号 



家族といっしょに囲むたんぱく質30ｇの献立 

          昼食  

制限食ではスゲティはたんぱく調整タイプ 

    家族には具の量と種類を増やし、 

        粉チーズをふる           夕食 

制限食では低たんぱくごはんを利用 

   家族にはすまし汁を添える、 

      魚の下塩をするなど 

2009年11月号 



設定別 外食・中食アドバイス 

卒業生の宗像伸子さん（上） 
竹内冨貴子さん（下） 

コンテストの審査員・料理の再現 

広告でも卒業生が活躍 

卒業生の新出真理さん 



500･600･700kcalの昼食ガイド 2008年11月号 

外食・中食のエネルギー・塩分ガイドと選び方アドバイス（卒業生の清水加奈子さん） 

2012年２月号 

中食・外食の 

たんぱく質・塩分ガイド 



健康料理特集「腸から始める健康生活」の料理の紹介 2012年３月号 

腸に効く食事 

善玉菌を増やす！ 

乳酸菌レシピ 
（卒業生のほりえさわこさん） 



堀江泰子先生 四世代家族10人の食事 1985年５月号  

81歳から４歳の孫まで10人の大所帯。あとかたづけは孫たちの仕事。中学２年

から４歳までの４人のいとこ同士で役割分担してあとかたづけ。「音をさせない
ようにすれば食器は割れない」「同じ種類の食器を続けて洗う」が身につき、自
然に台所になじんでいます。   

  1985年５月号 

創刊50周年記念号 

   ＜特集＞ 

 10人のかたがたの 

思い出とお得意料理 

 



堀江ひろ子先生の食育 孫ごはん 25年経ち2011年８月号 

     おばあちゃんの出番 普段できないことを体験 

まるごとの魚をじょうずに食べよう、おやつはいっしょに作って   



食の仕事の現場から 味の素株式会社  2010年９月号  

         味の素㈱川崎工場「ほんだし」工場、体験型見学コース。 

「ほんだし」のためのかつお節の製法を開発。原材料一つ一つにそれぞれの役割。  



食の仕事の現場から 日本フードコーディネーター協会 2011年５月号 

映画の食の場面、テレビ・雑誌などマスメディアの食の仕事、ホテル・レストランの 

プロデュース、食品企業の商品・メニュー開発、フードビジネス界の要望にこたえる。 

フードコーディネーター資格認定制度。実力の世界で仕事の依頼は指名制が多い。 

栄養士は栄養価計算はできても、実際の料理に落とし込んで、おいしく、美しく演出する要望
にこたえられないという、固定観念を持たれていることもある。（卒業生の玉木茂子さん）  



食の仕事の現場から 東京ガス株式会社 2009年11号 

   調理を通して、子どもたちに｢食の自立｣を促し、｢五感の育成｣をサポートする。 

     クッキングインストラクターは栄養士や家庭科教諭などの有資格者。 

       小学生とその保護者２人１組み対象の「味覚体験コース」も。 

        食育基本法の施行以前の、1992年から取り組んできた。 



大人のための食育 社員・職域食堂など 

   

東京オペラシティタワー18階のレストラ
ン㈱グリーンハウス 50社は入っている 

和食・中華・軽食・カフェテリア 

「ベジバランス」日替わりメニューで
650kcal、野菜350ｇの充足率を円グラフ
で表示。健康サポート支援システム。 

パナソニック㈱ 全社でヘルスアップ 

各事業所の社員食堂を 

社員の健康づくりに活用 

「ヘルスアップ食堂認定制度」開始 

毎月25日を「BMI25の日」を設定 

社員の健康意識を高める試み 

定期健診・メタボ健診に成果を 
（卒業生の川上洋子さん） 

2010年７月号 



中食でも食育 お弁当から栄養・健康情報を 2010年７月号 

          ㈱イトーヨーカ堂との共同開発。月替わりのお弁当２種 １個498円 

「バランス弁当」かじきのトマトソースをメインとした20品目／583kcal、ナトリウム1338㎎、ビタミンＣ44㎎ 

「ヘルシー弁当」黒米とマグロカツのからだ活き活き弁当／591kcal、ナトリウム740㎎、鉄6.8㎎、 

                                     ビタミンＣ38㎎、食物繊維7.1㎎ 

 

 



香川綾からのメッセージ 

料理は作る人の愛情が加味されるとき、 

すばらしい、またなつかしい料理となります。 

買うことに慣れてしまった受け身の生活が、 

工夫することを忘れさせ、 

人間を怠け者にし、無力にしたのです。 

ないものは無理に求めず、それを受けて立つ精神と創造力が必要です。 

生活は質素に希望は大きく 

余りしものは分け与えよう。 

人にはそれぞれ重荷が与えられています。
それに耐えながら一日一日を奉仕してゆ
くことが人生でございましょう。 

仕事場から泣いて帰る前によく反省してください。 

習慣を飲み込まなかったのではないか、 

働きが不充分ではないか、 

新境地を開拓する余地がなかったか。 

希望を捨てることは 

人間をやめることに等しいのです。 

生きていれば、春はあけぼの。 

やがて輝く太陽を見ることができます。 

 


