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日本のソウルフードおにぎり

ではコンビニで人気のおにぎりとはどんな

● コンビニで人気のおにぎりとは？

・おにぎりは三角型︒おむすびは俵型︒
と︑まるで反対に近い説があるのですが︑実
際のところ現在では︑日本全国ほとんどのと
ころで﹁おにぎり﹂と呼んでいる人が圧倒的に
多いようです︒
そしていま主流の三角型は︑元々関東が中
心だったようで︑関西は俵型︒九州は丸形が多
かったそうです︒
三角おにぎりが全国的なったのはセブンイ
レブンのコンビニおにぎりが︑１９７８年に
三角型を採用して全国に広がったんだそうで
すよ︒

今回は日本のソウルフードおにぎりを取り上げたいと思います︒おにぎりといういうのは︑
日本のお米であるジャポニカ米じゃないと作りにくい食べ物︒
いったい日本人はいつの頃から
おにぎりを食べていたのかというと︑なんと弥生時代の遺跡から炭化したおにぎりが発見さ
れたといいますから︑日本人がお米を食べるようになったのと︑ほぼ同時におにぎりを食べて
いたということなのでしょう︒

● おにぎり？ おむすび？
どっちが正しい呼び方なの？

おにぎりには︑﹁おむすび﹂や﹁握り飯﹂といっ
た呼び方があります︒正しくはどう呼べばいい
のでしょう？
答えはどれも正しいのです︒もともとは﹁お
にぎり﹂は関西方面︒﹁おむすび﹂は関東方面の
方言でした︒方言ですからどちらが正しいとい
うことはありません︒
でも﹁おにぎり﹂と﹁おむすび﹂にはいろいろ
な説があるんです︒例えば ……
・おにぎりは形は問わないけど︑おむすびは三
角型︒だっておむすび型っていえば三角を指す
じゃないか︒

お腹の食箋・りんごの葛練り

﹁手巻おにぎり おかか﹂
ものなのでしょう？ ネットで﹃マイナビニュ ・６位 ローソンの
ース﹄に﹁コンビニのおにぎり︑﹁これが最強！﹂ ・７位 ローソンの﹁手巻おにぎり 紀州南高梅しそ﹂ セ
ブン イ-レブンの﹁手巻おにぎり 日高昆布﹂
だと思うはどこのコンビニのどんなおにぎ
り？﹂というアンケートによるとランキングは ・８位 セブン イ-レブンの﹁直巻おむすび とり五目﹂
とのこと︒
次の通り︒
三角おにぎりを全国に広め︑なおかつツナマヨおにぎ
りを開発するとは恐るべしコンビニ！
確実にコンビニは日本の食文化に影響を
与えているようです︒

● 人気のツナマヨおにぎり
誕生秘話

１位と３位にツナマヨネーズが入ってい
ます︒このツナマヨネーズが生まれたのは
１０８３年︵昭和５８︶日本初！
﹁手巻おに
ぎりシーチキン﹂︑
いわゆるツナマヨネーズ
おにぎりが開発発売されました︒
そのキッカケは︑開発者のお子さんが何
にでもマヨネーズをつけて食べる子で︑ご
はんにマヨネーズをつけて食べていたのを
見て﹁そんなに美味しいのか？﹂と食べて
みたところ︑意外と美味しかったからとの
こと︒
人間の味覚というのは︑とても保守的で
新しい味や食べ方をなかなか受け入れよ
うとしないもので︑もしこのときお父さんが﹁こらっ！
そんな気持ちの悪い食べ方をしてはいけません！﹂なん
て︑頭から子どもの好みを否定していたとしたら︑ツナ
マヨおにぎりは誕生していなかったかも知れませんね︒
いまやおにぎり界をリードするコンビニ！ ツナマヨ
だけではなく︑焼き肉入りなど︑新商品が続々と出てい
ます︒今後︑まだまだ新しいおにぎりが出てきそうです
ね︒
︵文 食文化研究家 巨椋修︵おぐらおさむ︶︶

http://tebra.jp

・１位 セブン イ-レブンの﹁具たっぷ
り 手巻ツナマヨネーズ﹂
・２位 セブン イ-レブンの﹁手巻おに
ぎり 紅しゃけ﹂
・３位 ローソンの﹁手巻きおにぎり
シーチキンマヨネーズ﹂
・４位 セブン イ-レブンの﹁手巻おに
ぎり 北海道産辛子明太子﹂
・５位 セブン イ-レブンの
﹁やみつ
き！ゴロッと 焼豚炒飯おむすび﹂

TEBRA

ることです︒
りんごの葛練りは︑保温と保湿︑そして腸の
新陳代謝を回復させる︑お

腹 の特効薬です︒
葛粉のデンプン質のきめ
細かな粘り気が腸壁を覆い︑
腸の荒れを防ぐと同時に体
に必要な水分や養分をとど
まらせて下痢やお腹の張り
を回復させ︑解熱やけいれん
を抑える効果も期待できま
す︒
材料・・・一回分＝りんご１
個︑水大さじ３︑本葛粉大さ
じ１ ５.水大さじ３
作り方
１︑１〜２センチの銀杏切り
にしたりんごと︑大さじ３の
水を加えて火にかけ︑ふたを
して蒸し煮する
２︑りんごが透明になってき
たら︑２倍の水で溶いた葛を流し入れ︑練り混
ぜる
★食べ過ぎた翌日は︑お腹が回復するまで︑この
食箋でお手当てしてくださいね︒
︵薬剤師︑薬食同源アドバイザー 高田理恵︶

自動車修理専門書店

おにぎりの謎
年末年始は︑普段︑食養生している方も︑
ついつい飲み
過ぎ︑食べ過ぎで体調を崩しやすい季節です︒
食養生している方ほど︑
動物性のタンパク質や脂
にたいする消化酵素が作
られなくなっていますの
で︑
一般の方と同じように
一人前食べてしまうとお
腹を壊す原因になります︒
気持ちよく下ってしま
うならまだ良いですが︑逆
に消化できずに詰まって
しまうと︑腸閉塞に一歩手
前になり︑大変苦しく︑
一
気に体調を崩すこともあ
りますので︑十分にご注意
ください︒
消化できない未消化の
タンパク質は︑腸内で悪玉
菌の餌となり︑腸内環境を
乱す他︑腸壁が傷つけられ
て︑腸粘膜に炎症を起こしてゆきます︒分子量の大きな
タンパク質が︑壊れた腸壁から吸収されると︑アレルギ
ーや慢性炎症の引き金になります︒
これを防ぐには︑通竅で︑消化管粘膜の慢性炎症を癒
すことと︑お手当て食として︑り”んごの葛練り を”食べ

自動車修理専門書籍の
購入はネットが便利！
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フリーミアムが主流に

電子ブック化してみませんか！

http://jiden.info

健康長寿研究所
http://kenken.vc

green-box.shop-pro.jp

http://kenken.vc/?p=1253

お正月︑残る風習は？

今話題の電子ブック化を安価にて制作します。
・パソコン、iPad,iPhone,Andoroid 端末で閲覧可能化です。
・HP にもアップできます。
・本を開くような感覚が魅力で、好まれています。

健康で元気に長生きする情報を
紹介・共有するサイト誕生！

「幻の夏みかん」
予約開始！

あります︒
昔は︑年が明けたら︑お得意様やお世話
になった方のお宅などに挨拶に行きまし
る物は何も着物に限った話ではなく︑﹁門 た︒
子どもとしてはそれだけお年玉がもら
松﹂﹁しめ縄﹂などの他にも﹁年賀状﹂や﹁初
えるので嬉しかったのですが︑大人は行く
詣﹂という物もかなり存続が危ぶまれま
す︒︵うちの子供達はまったく年賀状は書 方も迎える方も大変だったと思いますよ︒
我が家などは昔は親戚も多かったし︑入
きませんし︑初詣にも行こうとしません︒
かくいう私も︑行っても行列してたら︑並 れ替わり立ち代り︑誰か来てましたから︑
母や祖母などは前日の大晦日の夜から︑
んでまで参拝はしませんけどね︒︶
まあ︑元々︑年賀状も初詣も明治以降に ﹁おせち料理﹂︵これも今は家では作らな
なっての習俗ですから︑消えゆくのは元の くなりましたから︑ある意味︑絶滅危惧種
姿に返るだけとも言えるわけですが︑要は です︒︶の仕込みに入り︑三ヶ日の来客に備
これを非合理的な因習とみなすのか︑それ えます︒
だから︑働き詰めの女性を休ませるた
とも受け継がれるべき日本の文化とみな
すのか・・・という問題なんだと思います︒ め 月
1 日
2の夜の風呂は無し︒
これなんかも︑若い方たちは﹁は？風
負担ばかり多い習慣というのは長続き
しないでしょうし︑合理主義という尺度だ 呂？﹂でしょうが︑昔は薪で沸かしてまし
けですべてを切り捨てしまうのもどうか たから︑結構な重労働だったわけですね︒
そう考えれば︑たぶん︑今のままでも残
と︒
また︑昭和の正月にあって︑既に︑消えて るのは﹁お年玉﹂だけだと思いますよ︒
︵小説家 池田平太郎︶
しまった物としては﹁羽子板﹂﹁凧揚げ﹂﹁独
楽﹂﹁獅子舞﹂などと並んで﹁年始回り﹂が

手作り野菜
ネット通販

爪木崎揺れ香に酔いし野水仙

介して無料で見れるようにしたところ︑売れ行き
が大きくアップした︒
最近︑雑誌・コミックが読み放題のサイト﹁ビュー
ン﹂を iPad
で楽しんでいる︒雑誌だけなら月間 400
円で色々な雑誌が読める︒
一部の雑誌は立ち読み
方式だが︑サンデー
毎日︑週刊朝日︑ア
サヒ芸能︑
エコノミ
ストなど著名雑誌
が安価に全読みで
きるのがうれしい︒
雑誌や新聞など︑
これまでの紙媒体
は︑印刷前の段階
までは︑デジタルコ
ンテンツとして制
作されているので︑
そのままネットで
公開できる︒地方
の雑誌や広報︵市
民広報誌など︶︑観
光案内を無料で公
開しているサイト
も出始めている︒企
業の広報はもちろんのこと︑製品カタログや社内
報などもフリーミアム公開することがマーケティ
ング手法として当たり前になる時代になってきた
ようだ︒
︵ジャーナリスト 井上勝彦︶

gr
een-box
投稿歓迎！

今年の正月︑ちょっと着物で出かけた
ら︑４０代の方から﹁いつも︑そういう占い
師みたいな格好をしてるんですか？﹂と聞
かれ︑ふと︑﹁この方は︑もしや男の着物を
知らないのでは？﹂と思いました︒
というのも︑最近では︑初詣に着物で行
くと若い人の中には驚いたような奇異な
目で見る人もいるからです︒
つまり︑おそらく︑親も着物を着たこと
がない世代で︑
つまり明らかに着物を知ら
ない人たちが増えているということだと
思いますが︑私が子供の頃︑大人は普通に
正月は着物でしたよ︒
で︑確信を込めてふと思ったことがありま
す︒
やがて︑そう遠くないうちに日本から正
月は無くなる・・・︑少なくとも今の正月が
形を留めるということはなくなるだろう
と︒
まず︑今︑急速に淘汰されようとしてい
最近︑こんなＤＭメールがきた︒肖像 コマーシャルが入るようになってきたの
権フリーの女性アイドルです︒商用・非 で︑見る方も罪悪感が薄れてきたよう
商用を問わず︑自由に無料で利用でき
な気がする︒当初から︑ Youtube
での放
ます︑とある︒
映を自由にしていた高橋真理子などは
添付してあったＵＲＬ︵ http://0bz.bi-コンサート予定が発表されるとすぐに
︶を開くと︑双子 売り切れになるほ
z/kdss165449/112771
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写真が﹁屋外﹂﹁生活﹂﹁ビジネス﹂﹁感情﹂
で︑ファン
Youtube
﹁パーツ﹂﹁グラビア﹂﹁広告﹂などのカテ が勝手流で情報を
ゴリーに分かれて︑豊富に提供されてい アップさせている
る︒
ことがプラスにな
モデルや芸能人にとっては︑肖像権そ っているようだ︒
のものが商品価値を保持し︑高めるも
このように︑書
のなのに︑逆転の発想で︑これを無料に 籍であれ︑映像で
することで︑ネットを通じて広くアピー あれ︑フリーミア
ルしてしまおうというわけだ︒
ムが主流になって
基本的なサービスや製品を無料で提 くると︑売り方も
供し︑さらに高度な機能や特別な機能
変ってくるし︑結
について料金を課金する仕組みをフリ 果的には実力のあ
︶といい︑ソーシャ る本物だけが売れ
ーミアム︵ Freemium
ルゲームや書籍︑映画など色んな分野
ることになる︒
に及んでいる︒
小生もネットで
最も有名なのが Youtube
で︑映画やテ 自動車修理関係の
レビドラマ︑音楽など色んな分野の映像 専門書籍の販売︵
を無料で見ることができる︒
︶を行っているが︑
一部の書籍で試
TEBRA
当初︑勝手にアップされる映像を著作 験的に︑数ページ分を立ち読み的に無料
権や肖像権をたてにとって削除を求め で配信してみたところ︑その方が売れ
る歌手もいたが︑最近ではあきらめた
行きがいい︒先日は︑自動車塗装関係の
のかほとんど垂れ流し状態だ︒映像に
ビデオ DVD10
枚組の１枚を Youtube
を
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