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课题研究现状： 

日本是一个长寿之国。据世界卫生组织发布的《2009 年世界卫生统计》，2007 年日本人的平均寿命为

83 岁，位居世界首位。而据日本共同社报道，按性别来分，日本女性平均寿命为 86 岁，居世界第一；日

本男性平均寿命为 79 岁，居世界第三。日本人长寿的原因有很多，其中一个非常重要原因就在于其独特

的饮食文化。日本是个四面环海的国度，物产丰富，为日本人提供了丰富的食物来源。日本的饮食文化可

谓源远流长，最早可以追溯到距今已有几千年的绳文时代，一直发展至今，已经颇具民族特色，从中可以

找出很多日本人长寿的秘诀。 

到目前为止，已有大量与本课题相关的文献研究资料。例如，徐静波的《日本饮食文化：历史与现实》中，

详尽而又生动地介绍了日本的饮食文化，从上古时代到当今社会，逐一进行了探究。书中还结合了作者自

身的体验来进行论述，形象而又深刻，非常具有研究价值。从该书的介绍中，能够找寻出很多日本人长寿

的原因。小泉武夫的『食と日本人の知恵』中围绕着日本的各种食材展开，介绍了其中所体现出来的日本

人的智慧，从中能感受日本对饮食的重视，饮食文化的丰富多姿。另外，还有王娟、张敏的《解析日本人

的饮食习惯与日本人长寿的关系》。该文详细地分析了日本人饮食的具体特点，清淡少油、种类繁多、讲

究时令性等都和长寿密切相关。除此之外，王钊的《日本人的长寿及其原因》从日本人的食材、饮食营养

搭配等角度来研究了日本人长寿的秘诀以及日本老龄化社会的现状。日本人的长寿直接导致了社会的老龄

化，由此也引发诸多的社会问题，一方面长寿体现了一国国民的很高的健康水准，同时带来的社会问题也

需要积极应对。《日本的长寿与吃有关》一文还介绍了日本人的饮食生活习惯，从健康养生的角度分析了

日本人长寿的原因，日本人同过饮食来养生保健，有效地预防了疾病，保持了身体的健康与长寿。 

本文将借助于这些相关文献资料，从日本独特的饮食文化这一视点出发，来研究日本人健康长寿的原

因，发掘日本的饮食文化与长寿的密切关系。通过这样的研究，透过日本人的健康长寿，不仅能加深对于

日本丰富的饮食文化的理解，而且能以饮食为基点，深入地了解日本社会，可以对中国的饮食习惯的进步

有一定的启发。 

 

 

 

 

 

 

 

课题研究目的： 

俗话说“民以食为天”， 人们的日常饮食是最基本的生活需求，因而一个国家的饮食文化很具有代

表性，能体现出这个国家的特色，反映出该国的国民性格。本文通过分析日本独特的饮食文化，可以深入

地了解日本的饮食文化与长寿的关系，从而得到启发，加以借鉴 

 

 

 

 



课题研究要点： 

1. 序论 

2. 日本的饮食文化 

2.1爱吃鱼的民族 

2.2强烈的季节感 

2.3注重原汁原味 

2.4量少质高、种类繁多 

3. 日本的饮食文化和长寿的关系 

3.1鱼类对健康的益处 

3.2季节性食物的好处 

3.3注重原味的养生之道 

3.4少食与营养均衡 

4.日本饮食文化给中国带来的启发和影响 

4.1日本的饮食文化在中国的传播 

4.2健康的饮食文化提高平均寿命 

5.结论 
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日本の食文化と長寿の関係 

主 旨  

 日本は世界一長寿の国として、長寿の原因がいろいろとあるが、日本人の長

寿する主な原因がその独特な食文化だと思われる。本論は日本の食文化から、

日本人の長寿の原因を分析する。 

 本論はまず日本の食文化について紹介する。日本の食文化は主として、四つ

の特徴を持っていると考えている。第一は日本人が魚を特に好み、魚類が日本

の食文化において重要な地位を占めていることである。第二は日本の食文化が

季節感を重要視し、食材から食器まで季節感を出すように工夫することである。

第三は日本料理の味が薄く、食材の持ち味を重視することである。第四は日本

の食文化が量より食材の多種化を求めることである。日本の食文化の特徴を紹

介した後に、それぞれにその健康と長寿に対する利点を分析する。魚類をたく

さんとるのは多くの病気を防ぐことができる。季節感のある食材をとるのは自

然変化に従い、健康に大変やすしいのである。食材の持ち味を最大限に保つと、

塩分と脂肪の摂取量を減らし、栄養成分を守り、健康を維持できる。食事の量

より、食材の多種多様を重視するのは栄養のバランスを整えることができる。

これらは人間の健康と長寿に大いに役立てる。最後に、日本の食文化からよい

ところを学びとり、中国に対して啓示を与える。日本の食文化は近年では、中

国で次第に広く伝えれていく。我々は日本の食文化を参考し、自身の飲食習慣

を改善し、国民の健康と長寿を実現させる。 

 以上の研究を通じて、日本人の長寿を切り口として、日本の独特な食文化に

対する理解を深めることができるだけでなく、中国の食生活の改善と健康レベ

ルの高めに役立てると考えている。 

キーワード：長寿 健康 日本の食文化  

 

 

 

 

 



摘 要 

    日本作为世界第一长寿之国，其长寿原因有很多，但日本人长寿的主要原因

在于其独特的饮食文化。本文将从日本的饮食文化出发，来分析日本人长寿的原

因。 

    本文首先对日本的饮食文化进行介绍。日本的饮食文化主要有四个特征。第

一是日本人特别喜欢吃鱼，鱼类在日本饮食文中占有重要的地位。第二是日本的

饮食文化注重季节感，从食材到所用的器皿都十分注重体现出季节感。第三是日

本料理味道清淡，重视食材的原汁原味。第四是日本饮食文化比起量来更追求食

材的多种多样。在介绍完日本饮食文化的特点之后，再逐一分析其对健康长寿的

好处。多吃鱼可以预防多种疾病。吃季节性的食物顺应了自然的变化，对健康非

常有益。最大限度保留食材的原味可以减少盐分和油脂的摄取量，保全营养成分，

维持身体健康。不追求食量，注重食材多样化可以实现营养全面均衡。这些都得

大大有利于人的健康长寿。最后，从日本的饮食文化中汲取有益之处，对中国带

来一些启示。近年来，日本的饮食文化在中国也逐渐传播开来，我们应该参考日

本的饮食文化，改善自身的饮食习惯，实现国民的健康长寿。 

     通过以上的研究，以日本人的长寿作为切入点，不仅可以加深对日本的饮

食文化的理解，还有助于改善中国的饮食习惯，提高健康水平。 

关键词：长寿 健康 日本的饮食文化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.はじめに 

2.日本の食文化 

2.1魚を愛する民族 

2.2季節感の重視 

2.3食材の持ち味の重視 

2.4量が少なく、多種多様 

3. 日本の食文化と長寿の関係 

3.1魚類の健康に対する利点 

3.2季節感のある食べ物の利点 

3.3食材の持ち味を重視する養生方法 

3.4少食と栄養のバランス 

4.日本の食文化の中国に対する啓示と影響 

4.1日本の食文化の中国における伝播 

4.2健康な食文化が平均寿命を延べる 

5.結論 

参考文献 

 

 

 



1.はじめに 

 日本は長寿の国である。日本厚生労働省の調査によると、2012年の日本人の

平均寿命は女性が86.41歳で、男性が79.94歳である。女性は2011年から0.51

歳延び、世界一位になった。男性も0.50歳延び、世界８位から５位に上昇した。

日本人の長寿の原因はいろいろとあるが、日本の独特な食文化と深く関わって

いる。日本の食文化は歴史が悠久であり、上古の縄文時代に遡ることができる。 

現在の日本の食文化は明らかに自身の特徴を持っている。その中から、日本人

の長寿の秘訣を発見できると思われる。 

 今まで、本論に関する研究は数多く、ある。例えば、徐静波の《日本饮食文

化：历史与现实》は上古時代から現代社会まで、日本の食文化を詳しく紹介し

た。その紹介から、多くの日本人長寿の原因が発見できる。小泉武夫の『食と

日本人の知恵』は日本の様々な食材をめぐって、食材に見られる日本人の知恵

を分析した。その中から、日本人が食文化を非常に重視し、その食文化が非常

に豊かであることがわかった。また、王娟、张敏の《解析日本人的饮食习惯与

日本人长寿的关系》は日本人の食生活の特徴を詳しく分析した。味が薄く、油

が少ないこと、多種多様、季節性の重視などは長寿と深い関わりを持っている。 

このほか、王钊の《日本人的长寿及其原因》は日本人の食材、栄養のバランス

などから日本人の長寿の原因を探究し、日本の高齢化社会を論じた。《日本的

长寿与吃有关》は日本人の飲食習慣を紹介し、養生の角度から日本人の長寿の

原因を分析した。日本人は饮食を通じて、健康を維持し、病気を防ぎ、長寿を

実現させる。 

本論はこれらの関連資料を利用し、日本の独特な食文化から日本人の長寿の

原因を分析し、日本の食文化と長寿の深い関わりを研究する。これによって、

日本人の健康長寿という視点から、日本の豊かな食文化に対する理解を深める

ことができるだけでなく、飲食を通じて、日本社会を深く認識し、中国の飲食

習慣の改善に啓示を与えることもできると考えている。 

2.日本の食文化 

2.1魚を愛する民族 

 日本人は世界で最も魚を食べる民族の一つである。日本は海に囲まれた島国



であり、海の幸に恵まれ、魚介類が非常に豊かである。従って、漁業は日本で

悠久な歴史を有し、相当に発達している。日本の北海道漁場は寒流と暖流の混

じり合う所にあり、魚に豊富なブランクトンを提供し、世界で一番、大きな漁

場となっている。魚は日本の食生活の中で、中心的な地位を占めて、動物性蛋

白質の約40％を魚から摂取し、重要な食材である。 

 魚の食べ方と料理法はいろいろとある。例えば、なます、寿司（なれ鮨）、

あつもの、和え物、塩漬け、酢漬け、焼き物、包み焼き（ワタを抜かないまま

焼いたもの）など。日本の代表的な魚料理は刺身、すし、天ぷらなどがある。 

 日本の料理といえば、刺身を外すことができないだろう。この食べ方は「な

ます」から分かれたものと考えられる。魚を食べやすい形に刻み、そのままに

上から調味料をかけるのではなく、醤油などの調味料を別に用意しておき、そ

れに浸して食べる。 

 寿司は「なれ鮨」から生まれてくる。冷蔵技術が未熟な時代に、日本の内陸

地方で魚をあえて発酵させることで、その保存期間を延べ、味も格段に上げる。

寿司は鮎やサバなどの塩漬け肉とご飯を合わせ、長期間置き、発酵させて食べ

る料理です。 

 天ぷらは16世紀にポルトガルから持ち込まれると思われる。元々、日本で、

魚を油で揚げるという料理法はなかった。なぜ、魚の揚げ物を「天ぷら」と呼

ぶのかはポルトガル語のテンペロ（料理）、スペイン語のテンプラール（温め

る）などが語源からだといわれている。 

2.2季節感の重視 

 日本は四季の別がはっきりし、春、夏、秋、冬それぞれの季節に産物が異な

る。日本料理は季節感を非常に重視し、季節の産物をおいしく食べるなには、

材料と調理法を工夫する。料理の中で季節感を出すには、旬のものや走りもの

を使い、季節の香りを入れる。「旬のもの」はものの味がもっとも美味しい時

期のものである。「走りもの」は市場で出回ったばかりのものである。魚を例

として、日本人は春に鯛を、初夏に鰹を、盛夏に鰻を、初秋に秋刀魚を、晩秋

に鮭を、冬に鮒と河豚を食べる。 

 また、季節感を表現するには、器も重視される。美味しく出来上がった料理



は器の選択でその輝きを増すことができる。器の材質と形は様々であるが、箸

先が入るような小さなものまで種類も多い。器の絵柄からみると、「満開の桜」

「梅雨の雨」「棚いっぱいの朝顔」「紅葉の山々」「笹に降る初雪」など、あ

る特定の時期しか使えない季節絵がある。一つの器を通じて、季節感が明らか

に感じられる。同じタイプの器であっても、夏では薄手で口当たりが軽いもの、

反対に冬では厚みがあって温かさを感じられるものにするなど、唇や手の触れ

る微妙な感覚でも季節を感じられるよう、繊細な心遣いも怠けないのである。 

 そして、日本料理の独特な季節感の表現方法は「かいしき」である。「かい

しき」には植物の葉、花、小枝などを用いる「青かいしき」と、天ぷら紙のよ

うに和紙を敷いたり、立てかけたりする「紙かいしき」の二種類がある。多く

は「青かいしき」である。楓、笹葉、松葉、羊歯、葛の葉、梶の葉、葉蘭、菊

葉などが代表的であり、庭木や部屋を飾る生け花と同じように季節感を味わう

のに大切なものである。 

2.3食材の持ち味の重視 

 日本料理で、。食材の持ち味を大切にし、風味の強い香辛料をあまり使わな

い。味が薄く、油が少ないのは日本料理の大きな特徴である。素材の新鮮さも

特に尊重される。一般的に米をはじめとする穀物、野菜、豆類、果物、魚介類

や海藻といった海産物、鳥類の肉などが使われ、獣の肉と乳製品はほとんど用

いられない。中国で、調理するときに、多くの油と様々な調味料を使うが、日

本料理の中で、油をほとんど使わない。油で揚げるという調理法もあるが、使

われる油が菜種油、大豆油などの植物油である。主な調理法は煮、蒸し、焼き、

生食などであり、油で食材を炒めることが殆どない。食材の持ち味を保つため

に、多くは生食し、あるいは少し煮てから食べる。「生卵」はその代表的なも

のである。加工･加熱をしていない新鮮な卵を黄身と白身とともに飲む。生食

は食材の持ち味を留める一番良い食べ方だと思われる。そして、典型的な日本

料理の刺身は新鮮な魚を食べやすい形に切り、調味料をつけて食べる。 

2.4量が少なく、多種多様 

日本人が料理の多様さを重んじ、量が少ないが、主食、副食、デザート、果

物などがすべて揃っている。朝食だけでは、十種類余りがある。魚、肉、卵な



どの動物性蛋白質もあれば、いろいろな野菜もある。日本の栄養学の専門家は、

毎日一人あたり適量の動物性蛋白質をとる以外、16種類以上の野菜をとるべき

であり、こうすればそれぞれの栄養のバランスを保つことができ、健康に良い

と強調している。日本人の食卓をみると、小さい茶碗と小皿がいっぱい並べら

れ、目がくらむほど多種多様な食べ物がそろっている。また、日本人は食器に

こだわり、盛り付けと色の組み合わせに気を使い、一種の芸術として料理を作

る。日本料理もよく「目で食べる」と言われている。 
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另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600元即可买断现成论文的版权（6000字内的 500元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  



4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

3. 日本の食文化と長寿の関係 

3.1魚類の健康に対する利点 

 日本人は魚を食べるのが好きで、世界で最も魚を食べる民族の一つである。

魚類には多くの栄養成分や機能成分が含まれている。よく魚類を食べると、健

康に大きな利益を与え、長寿に大いに役立つと思われる。 

 まず、魚類は動物肉類の中で、非常に消化しやすいのである。魚の中の蛋白

質は約83％－90％が人類に吸収されることができ、鳥類の肉は75％のみである。

加熱のうち、魚類は20％の水分を損ない、鳥類は40％もの水分を損なう。魚類

の消化には２時間が必要であるが、牛肉には５時間もかかる。また、魚類の中

に多くの高度不飽和脂肪酸が含まれ、その一種であるDHA（ドコサヘキサエン

酸）やEPA（エイコサペンタエン酸）などの人の健康に有益な機能成分が豊富

に含まれています。DHAやEPAは心臓に関する病気などを防ぐことができるだけ

でなく、脳にも非常によいのである。人類の脳は60％が脂肪であり、その脂肪

の中に25％がDHAである。よく魚をとると、記憶力と勉強力を高め、いろいろ

な老年病を妨げることができる。高度不飽和脂肪酸のほかに、魚類には多くの

ビタミンやカルシウムなどの人の健康に必要な栄養成分が含まれている。例え

ば、ビタミンA、ビタミンB12、ビタミンD3、ビタミンE、カルシウム、鉄、亜鉛、

セレンなどである。日本の専門家によると、人は中年時代に入ると、毎日に魚

の摂取量が肉より２倍になるべきであり、40ｍｇの肉を摂取すれば、80ｍｇの

魚を摂取すべきである。こうすれば、健康を維持でき、長寿に役立てる。 

3.2季節感のある食べ物の利点 

 日本の食文化は季節感を大事にする。季節にはそれぞれの特徴があります。

春は風が強く、夏は蒸し暑く、秋は乾燥し、冬は冷え込む。季節の天候は人体



に影響し、春は目まいや情緒不安定を、夏は湿疹や食欲不振を、秋は咽や肺の

乾燥を、冬は冷え症や神経痛を、それぞれ悪化させやすい。季節の食材は人体

を調和させてくれる健康食材である。季節により料理を調整するのは体に非常

によいのである。これは一種の養生方法として、寿命を延ばすことができると

思われる。 

 『黄帝内経』に「天人合一」自然と人間は一体であるという思想がある。つ

まり、人間は自然の変化に従い、生活を営む。朝明るくなって起きて働き、夜

暗くなって寝て休む。食事も四季によって違い、夏には体を冷ます食べ物、冬

には体を温める食べ物をとるべきである。今や、ハウス栽培や促成栽培などで

多くの野菜と果物が季節とは関係なく一年中、市場に出回るようになったが、

旬のものは安くておいしいだけでなく、栄養価値も高く、人間の自然治癒力を

高めることができる。孔子は「不时，不食」という名言を言った。つまり、旬

のものでなければ、取らない。栽培を促成するために、季節にあわないものに

は添加物が含まれている。よく添加物をとると、身体に悪影響をもたらすこと

になる。 

3.3食材の持ち味を重視する養生方法 

 日本料理は「元の味を生かす」ことを非常に重要視し、食材の持ち味を生か

し、薄い味付けをすることが特徴である。中華料理と比べると、強い火力を用

いる炒め物と油を多用する料理が殆どなく、生野菜の使用や冷たい料理は多い。

これは食材の新鮮さと栄養成分を完全に保つことができる。そして、調理する

とき、唐辛子、山椒などの香辛料を殆ど使わなく、塩分も少なく、健康に非常

によい。中華料理は油と塩分が多く、コレステロールと脂肪量も高く、栄養成

分が割と少ない。中国人は栄養より食材の味をもっと重視し、たくさんの調味

料を用いることが好きである。この作り方は食材の栄養成分を壊しやすく、健

康にいろいろな悪影響を与える。 

 食材の持ち味を最大限に生かす簡素な日本の食生活は低脂肪、低コレステロ

ールであり、栄養を損なず、健康にやすしく、動脈硬化など多くの病気を防ぎ、

人間の長生きに役立てると思われる。 

3.4少食と栄養のバランス 



 日本料理は量が少ないが、種類が多い。これは栄養のバランスを整え、健康

と長寿に非常によいのである。 

現代栄養学によると、食べる量を減らすと寿命が延びる。食事からのカロリ

ーを制限することで、脳を含めてからだ全体の老化プロセスを遅らせることが

できるといわれている。少食にすると、フリーラジカルの生成量を削減できる

のに加えて、抗酸化物質の体内での合成量が劇的に高まる。スーパーオキシド

ジムスターゼやグルタチオンなどの合成量が高まり、よりたくさんの抗酸化物

質を供給できるようになるのである。これは神経変性疾患を含めた慢性病にか

かる率を下げられる。 

 また、日本料理は食事の多種化を求め、普通の家庭で朝食も種類が多く、栄

養のバランスをよくとれている。日本ではタンパク質、脂肪、炭水化物の食事

バランスが理想に近く、そのタンパク質も植物、動物からほぼ同量だといわれ

ている。植物性タンパク質は、米と大豆製品から、動物性食品は魚貝と畜産物

から、ほぼ等量摂取している。これが日本が世界一の長寿国である理由の一つ

だと思われる。しかも日本料理は、副食として発酵食品や海産物が多く、繊維

やオメガ３脂肪酸、酵素など、特徴的な栄養素が摂取できるので、健康食だと

思われる。豆腐や納豆、味噌などの大豆製品の摂取も多く、これらは動脈硬化

の進行を防ぐことができる。 

4.日本の食文化の中国に対する啓示と影響 

4.1日本の食文化の中国における伝播 

 人々の健康意識が強くなるにつれて、低脂肪、低コレステロールの日本料理

は世界中で、人気を集めてくる。中国でも日本料理の人気が次第に高まってい

く。 

かつて、中国で日本料理店は日系企業の駐在員など限られた人々が出入りし

たが、近年では 経済的に余裕のでてきた中国人もしばしば日本料理店を訪れ

るようになっている｡日本料理店の数が大幅に増えてきた。概算統計によると、

2011年末に至るまでに、中国で開かれた日本料理店は数量が既に10000軒を超

え、主として北京、上海、広州、天津、大連などの大都市にある。中国におけ

る日本料理店は多種多様であり、五っ星ホテル内に構える料理店、本格的な懐



石料理を提供する高級店があれば、カジュアルな雰囲気の居酒屋、ラーメンや

お好み焼きなどの専門店もある。メニューは各店によって異なるが、一般には

寿司･刺身や天ぷらに加えて、おでん･お好み焼きなども豊富に揃っている｡店

構えはそれぞれの特徴をあらわしている。一見して日本料理店とわかるように、

入口に赤提灯を提げ、外観および内装を蔵屋敷風に設計した。そして、店の経

営者や調理人は食材調達から調理まで全力を尽くし、お客さんのために本場の

日本料理を提供する｡日本料理店は生産と消費だけでなく、異なる文化が交差

する場所でもある。日本の食文化は中国で益々、注目を浴び、広く伝えられて

いるといえる。中国人は日本料理を満喫するだけでなく、日本の独特な食文化

も楽しめる。 

4.2健康な食文化が平均寿命を延べる 

 日本の食文化は長期に形成されたものであり、固有な地理環境と歴史背景と

深く関わっている。日本人は魚を食べることが好きであり、日本料理は季節感

を重視し、食材の持ち味を生かして薄い味付けをし、量が少なくて栄養のバラ

ンスをよくとれる。これらはすべて、健康にやすしく、人間の寿命を延べる。

日本人の長寿はその健康な食文化と深く関わっている。これは中国に対して、

啓示を与える。中国と日本は一衣帯水の隣国で、気候も似ていて、人種も同じ

である。しかし、わが国の平均寿命は日本に比べ、かなり差がつく。統計デー

タによると、2010年までに、我が国の平均寿命は74.83歳であり、日本より遥

かに低いのである。中国人は魚のほかに、豚肉、牛肉、羊肉などたくさんの肉

類をとり、脂肪とコレステロールを摂取しすぎた。そして、中華料理には油と

塩分が多すぎ、栄養成分の損失がひどいのである。食べる量のほうにおいても、

中国人はいつもお腹がいっぱいするまでにものを食べている。中国のこれらの

飲食習慣は健康に良くなく、体に様々な悪影響を及ぼし、人間の長寿にも不利

である。 

 健康を維持し、長生きを実現できるように、我々は日本の食文化からよいと

ころを学ぶべきである。例えば、料理には塩分と油の量をできるだけに減らし、 

食材の持ち味と栄養成分の保全をもっと重視するようにする。また、高脂肪と

高コレステロールの肉類を少なめに食べて、魚類と野菜などをたくさんとる。 



食事の量を減らしながら、種類を豊かにし、栄養のバランスを重視する。こう

してもっと健康な食生活を送ると、長生きを実現でき、国民の平均寿命が延べ

られる。 

5.結論 

 京都大学家森幸男名誉教授は「長寿に秘薬はない。風土にあった伝統的な食

生活にこそ長寿の秘訣がある」といった。日本は世界最高の長寿国として、長

寿の重要な原因はその独特な食文化である。日本人は魚類を特に好み、食材の

季節感と持ち味を重視し、食事の適量と多種化を求める。この健康な食文化は

油と塩分が少なく、低脂肪とて低コレステロールであり、栄養のバランスが整

えている。長期にこの飲食習慣を堅持すると、多くの病気を防ぎ、健康を保ち、

長生きすることができる。日本の伝統食は極めて優れた「長寿食」だといわれ

ている。近年では、中国で日本料理も人気を集め、日本の食文化は次第に伝え

られていく。我々は日本の食文化からその利点を学び取るべきである。自身の

飲食習慣を改善し、健康に有利な食生活を送り、寿命を延ばし、国民の生活レ

ベルを高める。 
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