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かぶはどんな野菜？           

かぶは、日本では古くから親しまれてきた野菜の１つです。アブラナ科

の一種で、チンゲン菜、キャベツ、白菜の仲間になります。呼び名も様々

で一般的に知られているものでは、「かぶら」や「かぶな」などがありま

す。別名では、「すずな」とも言われ、春の七草のひとつでもあります。 

国内には多くの品種があり、大きいものや小ぶりのもの、赤や円錐形な

ど地域によってさまざまです。 

根の部分は「アミラーゼ（ジアスターゼ）」という消化酵素、葉の部分

には「ビタミンＣ」、「β‐カロテン」などが豊富に含まれていて栄養価

の高い野菜です。かぶは、根も葉も食べることができ、捨てるところがな

い野菜です。 

かぶの歴史  

かぶの原産地には諸説あります。地中海沿岸と西アジアのアフガニスタ

ン地域ではないかといわれています。中国では２０００年前にはすでに食

用とされていて「諸葛菜（ショカツサイ・ショカツナ）」と呼ばれること

もあります。これは、「三国志」に登場する「諸葛亮」の名にちなんだも

ので、諸葛亮は遠征の際、食糧確保のため兵士にかぶの種をまくよう指示

していたそうです（諸説あり）。なお、日本では「諸葛菜」は、「オオア

ラセイトウ（ムラサキバナナ）」という花の別名となっています。 

日本に渡来した時期は定かではありませんが、奈良時代には食べられて

いました。記録では「日本書紀」の持統天皇の条（じょう）に栽培を推奨

する作物として「蕪」という文字が登場しています。 

「正倉院文書」に記載されている「菁菜（せいな）」や「万葉集」に出て

くる「蕪菁」もかぶのことです。 

江戸時代には全国各地で様々な種類のかぶが栽培されていて多くの品

種が誕生しました。現在も多くの地域野菜として親しまれています。 

ちなみに世界の生産国、1 位中国、2 位ウズベキスタン、３位アメリカ、

4 位ロシア、５位ウクライナ、日本では、1 位千葉県、２位埼玉県、３位 

青森県、４位滋賀県、５位京都府です。 
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かぶの種類  

かぶは非常に種類の多い野菜です。家庭菜園で作る際に買いに行くと、

見慣れている白い小型のかぶにも「金町小かぶ」「たかね」「耐病ひかり」

「天王寺かぶ」「寄居かぶ」など種類豊富なことがわかります。ただし、

一般的にスーパーや八百屋の店先で売られているものには、そうした品名

が書かれているわけではなく、消費者に見分けがつくのは小型か大型かの

違いくらいです。地域によっては「道の駅」や地元生産者の直売所などで、

色鮮やかな赤かぶや細長い赤白のかぶを手に入れることができます。 

 

かぶの代表的な種類  

 

〈小かぶ〉 

ヨーロッパから朝鮮半島を経て日本に渡ってきたとされる小型の白いか

ぶ。中でも代表的なのが、「金町かぶ」です。寒さに強く、成長が早いの

で家庭菜園にも適しています。 

  あやめ雪 金町かぶ    

 

〈中かぶ〉 

中国から関西地方に渡り、江戸時代大阪で栽培されてきた「天王寺かぶ」

が有名です。葉は丸みがあり、かぶの部分は丸を少しつぶした楕円形です。 

大野紅かぶ(北海道) 天王寺かぶ(大阪)  
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〈大かぶ〉 

直径が１５ｃｍ前後になる「聖護院かぶ」が代表的です。中かぶと同じよ

うに、中国から関西地方に伝わりました。京都の千枚漬けや富山のかぶら

寿司に使われることで知られています。 

聖護院かぶ（京都） 金沢青かぶ（石川） 

 

 

〈その他のかぶ〉 

日野菜（滋賀） 津田かぶ 

  

かぶの選び方  
 

皮に張りやツヤがあり、肩が盛り上がってずっしりと重みのあるものを選

びましょう。葉の緑色が鮮やかでみずみずしく、茎と根のつなぎ目が変色

していないかも鮮度の目安になります。 
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かぶの栄養と効能  
根の部分はアミラーゼ（ジアスターゼ）という消化酵素が含まれており、

体内で炭水化物の一つであるでんぷんの消化を行っています。そのため、

弱った胃の消化機能を助け、胃もたれや胸やけの解消に効果が期待されま

す。かぶの根を生で食べると消化酵素を効率的に摂取できるので、サラダ

や和え物で食べると良いでしょう。 

 

「ビタミンＣ」 

かぶの根と葉の両方に含まれています。ビタミンＣは、抗酸化作用をも

ち、ビタミンＥと協力して有害な活性酸素から体を守る働きがあります。 

ビタミンＣは水に溶ける性質があるので味噌汁など水に溶けた汁ごと飲

める料理がお勧めです。 

 

「β‐カロテン」 

特にかぶの葉に多く含まれています。β‐カロテンはビタミンＣと同じ

く人間の体の酸化を防ぐ効果が期待できるほか、ビタミンＡが足りない時

には変換されることでビタミンＡの働きを担うことがあります。また、免

疫力を整える効果もあります。カロテンは油に溶ける性質があるので、油

または油分を含んだ食品と一緒に食べることが効果的です。 

 

「カルシウム」 

葉の部分には「ビタミンＣ」、「β‐カロテン」や「カルシウム」も豊

富に含まれています。ビタミンＣやβ‐カロテンは免疫力を整える効果が

あり、カルシウムは大切な歯や骨になり、骨粗鬆症の予防にも効果的です。 

 

「イソチオシアネート」 

イソチオシアネートはかぶをはじめとしたアブラナ科のキャベツやブ

ロッコリーなどに多く含まれており、口にした時に感じる辛味のもととな

る成分です。消化機能を高めてくれる他に、殺菌効果も期待できます。 

 



5 

 

 

「グルコシノレート」 

グルコシノレートは、辛味のもととなる成分で、かぶや大根、キャベツ

などアブラナ科の植物に含まれています。かぶに含まれているグルコシノ

レートは、摂取すると体内でイソチオシアネートに分解され、血栓を予防

する効能や肝臓の解毒作用などがあります。また、近年ではグルコシノレ

ートが胃がんや肺がんのリスクをある程度下げるという報告もされてい

ます。 

「食物繊維」 

食物繊維は、腸内環境を整える効能があり、便秘の予防や改善に役立ち

ます。また、コレステロールの吸収を抑える効果、血糖値の急激な上昇を

抑える効能、満腹感を得られる効果も期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かぶの栄養成分（可食部 100ｇあたりの成分） 

八訂日本食品標準成分表より 根の部分 葉の部分 

エネルギー(kcal) 20 20 

たんぱく質(g) 0.7 0.1 

脂質(g) 0.1 3.9 

炭水化物(g) 4.6 1.4 

食物繊維(g) 1.5 2.9 

β-カロテン(μg)      0 2800 

ビタミン E(mg)      - 3.2 

ビタミン K(mg)      - 340 

葉酸(μg) 48 110 

ビタミン C(mg) 19 82 

カリウム(mg) 280 330 

カルシウム(mg) 24 250 

鉄(mg) 0.3 2.1 
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旬の美味しい食べ方  
かぶは、茎や葉っぱまで全て食べられ、葉の部分にもアクが少ないので

下ゆでしなくてもそのまま煮物や炒め物に使える優れモノです。柔らかく

甘みのある旬のかぶは焼いても、炒めても、煮ても、蒸しても美味しいで

す。お勧めの食べ方を以下に紹介します。 

〈漬物〉 

かぶの皮をむき、薄くスライスして、細かく刻んだ茎や葉と一緒に塩を振

って軽くもみ、重石をして１時間くらい置いておけば、サラダ感覚で食べ

られる浅漬けができます。ゆずの千切りや細切り昆布、唐辛子の小口切り

を加えてもとても美味しくなります。細切り昆布がなければ、塩昆布で代

用しても美味しくできます。その際は、ふり塩を加減してください。胡麻

やごま油を加えると中華風になり、変化が楽しめます。 

かぶ 1 個（100g）  

塩…2ｇ（野菜の 2.5〜3％）  

昆布…1ｇ（野菜の重さの 0.5～１％） 

砂糖 … 3ｇ 唐辛子少々 

酢 … 6ｇ                                                          

 

栄養価（1 人分） 

エネルギー：41kcal たんぱく質：1.4ｇ脂質 0.1ｇ炭水化物：9.4ｇ 

塩分：2.3ｇ カルシウム：72 ㎎ 鉄：0.71 ㎎ マンガン：0.3 ㎎ 
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〈かぶの葉の炒め煮～かぶの葉料理〉 

 米飯にたっぷりふりかけても、炊きこんでも、美味しく米飯が食べら 

 れます。 

かぶの葉…100ｇ 

※大根葉でも代用可です 

ちりめんじゃこ（桜エビ）…2０ｇ 

生姜（みじん切り） … 3ｇ 

白炒りごま … 2ｇ 

サラダ油 （ごま油・オリーブオイル）･･･10ｇ 

濃口醤油 … 7ｇ 

 砂糖… 5ｇ 

 酒… 5ｇ 

 

     

 

葉っぱの先まで食べられ、生から煮物、蒸し物まで幅広い料理に活用でき

るかぶ。旬の時期なら皮も柔らかいので皮を剥かずに切って味噌汁に入れ

たり、サラダにしたりと手間をかけずに食することができます。 

 

栄養価（1 人分） 

エネルギー176kcal たんぱく質：7.0ｇ脂質 11.5 ㎎炭水化物：11ｇ 

塩分：1.7ｇ カルシウム：355 ㎎ 鉄：1.94 ㎎ マンガン：0.64 ㎎ 
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 生姜の豆知識             

１．生姜にはマンガンが豊富！～代謝を促進する効能～ 

生姜で注目すべき最初の栄養はマンガンです。グラフは生姜と主な野菜

のマンガンの含有量を比較したものです。「めたで」には及びませんが、

生姜は野菜で 2 番目に多い含有量になっています。野菜の平均と比べて

も１０倍という数字には驚きます。                   

マンガンは、代謝や抗酸化作用に関わる酵素の構成成分となる栄養素です。

マンガンを取ることで代謝や抗酸化作用を促進する効能を得ることがで

きます。また、抗酸化作用は活性酸素を除去することから老化防止、免疫

力の向上などの効果も期待できます。 
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２．からだをポカポカにさせる成分 

生姜には、ジンゲロールが豊富に含まれています。ジンゲロールは、生

の生姜のスパイシーな辛味の元となる成分の 1 つです。血管を拡張させ

て血の巡りをよくすることで、カラダの熱を手足などの末端まで広げ、全

身に行き渡らせる効能がある栄養です。こうした理由から、ジンゲロール

は冷え性の改善や血行不良からくる肩こりや頭痛の改善、血液循環の改善、

またむくみの改善にも効能があります。また、ジンゲロールには、解熱作

用や殺菌作用もあり、魚の生臭さを抑えたり、食中毒の予防なども期待で

きます。 

3．発汗作用と抗酸化作用で老化防止！～ジンゲロンの働き～ 

ジンゲロールを加熱したり乾燥させたりすることで、変化してできるの

がジンゲロンという栄養成分です。ジンゲロンは生姜の主要な香り成分の

1 つでジンジャエールなどの香料にも使用されています。また、中枢神経

を刺激し、エネルギー代謝を促す効能があることで知られています。強力

な発汗作用が特徴で、生姜を摂取して身体が熱く感じるのはこれが理由で

す。さらに、強い抗酸化作用によって肌や体内組織の老化を予防してくれ

る点でも注目されている栄養成分です。 

4．痛みを和らげる成分！～ショウガオールの効能～ 

ショウガオールもジンゲロン同様、ジンゲオールを加熱したり、乾燥さ

せたりすることで変化してできる栄養成分です。ショウガオールには、「痛

み」の原因となる、「プロスタグランジン」というホルモンの働きを抑え

る効能があります。主に、生理痛や関節炎などの痛みに効果や効能がある

とされています。のどの痛みやせきの緩和にも効果があるため、風邪をひ

いた時に生姜はまさにピッタリな食材であるといえます。 

では、万能野菜を使ったお勧めレシピをご紹介しましょう！ 
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カブのキノコ生姜あんかけ 

 

材料   
☆     1 人分        5 人分 

カブの葉 

カブ       1 個（100ｇ）        5個 

鶏ひき肉     20g         100g 

おろし生姜    1g         5g 

酒        2g         10g 

醤油       1g         5g 

塩        0.1g                0.5g 

片栗粉      2g         10g 

しめじ      20g                 100g 

 

★ 

酒        10g                 50g 

みりん      10g                 50g 

醤油       5g                  25g 

塩        0.2         1g 

生姜       1g         5g 

水        100g        500g 

顆粒だし     1g                  5g 
 

①生姜の皮をむき、おろし生姜とみじん切りにします。 

②カブの葉を切り取り茹でる。茹でた葉は水気を絞り 4cm 幅に切ります。 

③カブは葉の付け根を残し皮をむきます。上部 1cm を横に切ります。下部をスプーン

でくり抜き、くり抜いた身はみじん切りにしキッチンペーパーに包み水気を絞ります。 

④ボウルに③でみじん切りにしたカブ、鶏ひき肉、おろし生姜、☆の調味料を入れよく

混ぜます。片栗粉を加えてさらに混ぜます。くり抜いたカブに等分ずつ詰めて切り分

けた上部をかぶせます。 

⑤鍋に★の調味料を入れ、④を並べます。落とし蓋とフタをして、約 15分煮込みます。 

⑥鶏肉が煮えたらカブを器に盛ります。みじん切りの生姜、水溶き片栗粉入れ再び煮立

たせ、とろみがついたらカブにかけ、カブの葉をそえます 

 

栄養価（1 人分） 

エネルギー：116kcal たんぱく質：6.1ｇ脂質 2.6 ㎎炭水化物：11ｇ 

塩分：1.6ｇ カルシウム：86 ㎎ 鉄：1.08 ㎎ マンガン：0.31 ㎎ 


