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全国豆類振興会では、一般消費者の方々

に栄養バランスに優れた豆をもっと身近な

食べ物として食生活の中に取り入れていた

だき、消費の増進を図っていくため、平成

22年度に古来の行事である「豆名月」に

ちなんで10月13日を「豆の日」として制

定し、また、10月を「豆月間」と位置づけ、

毎年これらを中心に豆類関係業界の関係者

により、豆に関するさまざまなキャンペー

ンを展開してまいりました。

「豆の日」制定後6年目を迎えた平成27

年度においても、「豆の日」、「豆月間」の

認知向上とその定着を図るため、全国の豆

類の生産、流通、加工、輸入に関わる関係

団体と連携して、当会が事務局となって「豆

の日」普及推進協議会のHPを運営すると

ともに、引き続き、新聞、雑誌、ポスター

等を利用した広報活動を展開しました。

また、中央でのイベントに加えて各地域

の豆類関係団体におかれましても、この趣

旨に賛同され、北海道、関西、九州・沖縄

の各地域において、「豆の日」協賛の地域

イベントが開催されたほか、関係団体・企

業でもキャンペーン活動に取り組んで下さ

いました。また、来年は「国際マメ年」で

あることから、その周知準備活動を行いま

した。これら「豆の日」、「豆月間」等の普

及啓発活動の展開状況について、一括して

ご紹介します。

1.各種媒体を通じた普及啓発
（1）「豆の日」普及推進協議会のHPによ

る情報提供

「豆の日」普及推進協議会のHPを活用し、

全国各地のイベント開催、関係団体のキャ

ンペーン取組状況等の情報を積極的に発信

しています。

〈HPの掲載内容〉

・豆の日について

・豆類の種類、豊かな栄養

・豆類製品を知ろう

・豆類の料理教室、コンテスト

・豆類のさまざまなイベント

（2）リーフレット等による普及・宣伝活動

新たに「豆の日」リーフレットを作成し、

豆類関係団体を通じて会員企業に15,000部

配布するとともに、ポスターを店頭等で掲

示していただきました。

（3）各種の広報媒体を利用した広報活動

1）公益財団法人日本豆類協会と連携して、

他の普及啓発活動と組み合わせた形で雑誌

広告や新聞広告に「10月13日は「豆の日」

豆類協会 
コーナー

平成27年度「豆の日」
普及啓発活動の展開状況

全国豆類振興会　公益財団法人日本豆類協会



－ 55 －

です。10月は「豆月間」です。」を告知し

ました。

2）雑誌広告（（公益財団法人）日本豆類協

会担当）

ア　NHK Eテレ「きょうの料理」

8月31日（月）の放送で「おはぎ」の作

り方を紹介しましたが、これと連動した企

画として、10月13日の「豆の日」に因んで、

「煮込み」、「簡単豆料理」、「カレー」、「スー

プ」、「スイーツ」のおすすめ豆料理20点

のレシピ（今までに紹介したレシピから選

定）について、Web上で読者に対して「つ

くったコメント」を募集、投稿してもらう

企画が行われ、その中で「豆の日」をお知

らせしました。

イ　週刊文春

平成27年10月15日号で虎豆の甘煮を取

り上げましたが、そのコラム欄で10月13

日の「豆の日」の制定理由を解説しました。

ウ　オレンジページ

平成27年9月17日号、10月17日号の豆料

理紹介広告において「豆の日」をお知らせ

しました。

エ　新聞

「豆！豆！料理コンテスト」の最終審査

結果の優秀作品紹介と併せて10月12日「東

京新聞」で「10月13日は「豆の日」」との

広告を掲載しました。

また、「読売新聞」で「「豆の日」シンポ

ジウム2015」の参加者募集広告の掲載（9

月10日及び9月18日の夕刊）及び同シンポ

ジウムの概要紹介広告の掲載（10月29日

朝刊）の際、「豆の日」をお知らせしました。

（4）国際マメ年の周知活動

PR用のしおり、シール、ポスター、タ

ペストリーを作成し、関係者・団体に配布

しました。

「豆の日」リーフレット

「豆の日」ポスター

「国際マメ年」のポスター
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2.「豆の日」、「豆月間」中央イベント等の
開催
（1）中央イベント「「豆の日」シンポジウ

ム2015」の実施

（シンポジウムの趣旨）

従来より豆類・豆製品類関係業界におい

て一般消費者に対する豆類・豆製品類に関

する様々な普及啓発活動を展開してきたと

ころです。

また、2016年（平成28年）を「国際マ

メ年」に制定することが、2013年12月の

国連総会で採択されました。

このような状況の中で、今回「『豆の日』

シンポジウム2015」を開催し、豆類、豆

製品類、豆料理とその他の栄養・健康に関

する知識の普及、理解の促進を一層図るこ

ととし、募集で選ばれた150組（300名）

に対して「美味しく食べて健康に！」をテー

マに講演やパネルディスカッションを聴い

ていただきました。

（シンポジウムのプログラム）

ア　開催日時：平成27年10月13日（火）

13時～16時

イ　開催場所：新宿明治安田生命ホール

ウ　内容：

①基調講演

全国豆類振興会広報委員長　　藪光生氏

「世界は豆で生かされている」～2016「国

際マメ年」に向けて～

②パネルディスカッション

テーマ：「美味しく食べて健康に！」

・パネリスト

北海道立総合研究機構農業研究本部企画調

整部長　加藤淳氏

日本女子大学家政学部家政経済学科教授　

高増雅子氏

料理研究家　栄養士　ほりえさわこ氏

・コーディネーター

全国豆類振興会広報委員長　藪光生氏

③会場ホワイエでの豆類・豆製品類の展示

④来場者への豆類、豆製品類のサンプル、

資料提供

（シンポジウムの概要）

ア　全国豆類振興会の吉田岳志会長の開会

挨拶の後、全国豆類振興会広報委員長の藪

氏による基調講演（演題「世界は豆で生か

されている」、～2016年「国際マメ年」に

基調講演の状況

パネルディスカッションの状況
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向けて～）が行われました。

イ　その後、藪氏をコーディネーターとし

て「美味しく食べて健康に！」をテーマと

した3名のパネリストによるパネルディス

カッションに移り、活発な論議が行われま

した。

ウ　基調講演、パネルディスカッションを

通じた熱い豆談義により、約300名の参加

者は、豆の優れた栄養と機能性、豆料理の

多様性、美味しさ、来年の国際マメ年に対

して、理解と認識が深まったのではないか

と思われました。参加者から豆をもっと食

べたくなった等の声も聞かれました。また、

会場の豆・豆製品、パネル、豆標本の展示

とともに、豊富なプレゼント（豆・豆製品、

豆料理のレシピ集等）も参加者の関心を高

めるものとして相乗効果を発揮できたもの

と思われました（シンポジウムの内容は別

添参照）。

（2）「豆！豆！料理コンテスト」の開催

「豆！豆！料理コンテスト」の最終審査

（料理実技審査）を9月17日（木）に開催。

新聞等による告知活動に当たっては、「豆

の日」、「豆月間」の普及啓発活動とタイアッ

プしつつ、精力的に展開しました。10月

12日（月）の東京新聞紙上で結果を発表

しました。

3.「豆の日」、「豆月間」地域イベント等の
全国的な展開

毎年、各地域の特色を生かしたイベント

等を開催しています。今年度の概要は以下

の通りです。

（1）豆料理教室の全国的な展開

8月4日、5日：東京、大阪で講師向け研

修会

8月末～9月末：料理教室との連携によ

る豆料理講習会（全国60教室）豆料理の

普及・定着のため、全国的に展開している

料理教室との連携により、「豆を生かす料

理教室」を全国各地で開催しました。

国際マメ年のパネル展示状況

世界の豆の現物展示状況

展示スペースの状況
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（2）各地での地域の特色を生かしたイベ

ント等の開催

豆の生産地、消費地を含め各地域の特色

を生かしたイベントを北海道地域、関西地

域及び九州・沖縄地域で開催しました。

1）北海道地域・協賛イベント

日時：10月17日（土）

主催：（公社）北海道豆類価格安定基金協会、

北海道豆類振興会

会場：釧路プリンスホテル

内容：「豆の日」協賛イベント　豆料理、

食でつながる地域の輪

北海道・豆トークショー（道立総研　加藤

企画調整部長の講演、釧路プリンスホテル

三船シェフによる豆料理の試食と解説

概要：会場はほぼ満席の盛会で、加藤部長

からの「小豆の栄養性と機能性について」

の講演と三船シェフの豆料理の試食と解説

により、豆の食品としてのすばらしさ、豆

料理の美味しさ等をPRできました。今回

は豆の主要な生産地ではない釧路での開催

でありましたが、参加者の豆に対する関心

は高く、ゆでこぼしによるミネラル等の流

失の程度、渋抜きの方法、大豆栽培の経験

で小豆も栽培可能か等について、活発に質

問が出されました。また、ペアでの参加、

土曜日開催もイベントの効果を高めること

となったと思われました。

地域・日程 行事名 会場 主催

北海道
10/17 豆料理、食でつながる地域の輪 釧路プリンスホテル

公益社団法人北海道豆
類 価 格 安 定 基 金 協 会、
北海道豆類振興会

関西
10/23 身体に良い豆料理を食べよう2015 神戸朝日ホール 関西輸入雑豆協会

九州・沖縄
11/14 豆まつり in 大分 ガレリア竹町ドーム

広場 西部穀物商協同組合

北海道イベントPR資料 神戸イベントPR資料
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2）関西地域・協賛イベント

日時：10月23日（金）

主催：関西輸入雑豆協会

会場：神戸朝日ホール

内容：「豆の日」協賛イベント　身体に良

い豆料理を食べよう2015

概要：藪氏（全国豆類振興会広報委員長）

による講演（演題：「豆を食べて元気にな

ろう」）、ホームメードクッキング講師の川

口氏による豆料理の実演、参加者による試

食により、約200名の参加者に豆の食品と

してのすばらしさ、豆料理の美味しさ等を

PRできました。会場からは、買い置き豆

の消費期限、バジルソースのうまい作り方、

小豆を早く煮る方法、和菓子をもっと普及

させるための方策等について質問があり、

活発に質疑応答が行われました。また、会

場の受付付近のスペースにて、国際マメ年、

豆の花や種実の写真、豆の栄養についての

タペストリーを掲示するとともに、豆料理

レシピ等の展示、配布を行いました。参加

者へのプレゼントの豆も好評でした。

加藤部長の講演

加藤部長とのトーク

三船シェフとのトーク

藪氏による講演状況
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3）九州・沖縄地域・協賛イベント

日時：11月14日（土）

主催：西部穀物商協同組合（九州6県、山

口県、沖縄県関係者）

会場：大分市　ガレリア竹町　ドーム広場

内容：豆を使った菓子、食品、レシピ集等

の配布による宣伝活動

概要：広場を通りかかる消費者である、主

婦、夫婦子供連れ、学生などに対して、豆

製品（今回は甘納豆、どら焼き、殻付き落

花生）、豆料理に係わるゆでかた入門など

パンフレット等を１袋にまとめて配付し、

豆の優れた栄養と機能性をPRしつつ、豆

の消費拡大をお願いしました。14時から

始め、16時まで1,600人分の配付を行いま

した。豆のレシピ集を更に求めてくる方に

は、新豆類百科等の冊子の提供も行い好評

でした。開始時には30人程度の行列がで

きるなど大変盛況でした。そうした中で料

理屋を経営している人が来て、豆料理も出

しているので大変興味があるといってパン

フレットの資料を全種類持ち帰るととも

に、店にも置きたいとのことなので、カン

タン豆料理のリーフレットを200部程度提

供しました。

川口氏による豆料理実演状況1
（ハンディ－カメラとプロジェクター使用）

藪氏と川口氏による参加者との質疑応答、
意見交換の状況

配布情景
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4.関係業界における「豆の日」関連の自主
的な取り組み
全国調理食品工業協同組合の取り組み

「佃煮の日」・「豆の日」キャンペーンの実

施（10月2日～3日）

（1）6月29日「佃煮の日」並びに10月13日

「豆の日」のキャンペーンとして、10月2

日（金）、10月3日（土）の2日間に亘り、

築地場外市場「ぷらっと築地・催事スペー

ス」において、東日本ブロック会組合員有

志14社より提供された商品の試食、廉価

販売並びに購入者の方々へ「豆の日」の消

費啓発活動の一環として煮豆商品の無料配

布（約700個）を、組合員から17名の立会

い協力のもとに実施しました。

（2）今回の「佃煮の日」キャンペーンは4

年連続での築地開催ということもあり、観

光客や築地での買物客に加え、築地場外市

場などで働いている方々のリピーターなど

多数のお客様が来場。観光客では東南アジ

アからのお客様に加え、外国人の方の来場

も昨年より多く感じられました。今年も炊

きたての新米を用意して試食会をしたとこ

ろ大好評でした。感想としては「いなご佃

煮は懐かしいね」、「ご近所等へのお土産に

良いね」などがありました。

（3）また、「豆の日」キャンペーンとして、

佃煮・煮豆を購入された方に煮豆商品の無

償配布を行ったところ、豆が大好きという

お客様が大半で、若い女性の方で、自分で

も食べられますかと質問するなど消費啓発

にも繋がったと思われました。なお、試食

を行った来場者は800名以上と昨年並みの

賑わいを見せ、用意した14社、22アイテム、

2,047個はほぼ予定通り販売することがで

きました。

PR資料
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（別添）「「豆の日」シンポジウム2015の内
容」
1.基調講演

藪氏により、パネルディスカッションの

導入となる豆についてのメッセージが述べ

られました。主な講演内容は以下の通りで

す。

1）豆にはあずき、いんげんまめのように

デンプンを中心成分とするものと大豆や落

花生のように油を中心とするものがある

が、今回のシンポジウムの話題はデンプン

を中心とする豆である。

2）豆が根粒菌との共生により空中窒素を

固定し土壌を豊かにし、輪作にとって不可

欠なものである。

3）豆はタンパク質、炭水化物のバランス

のよい優れた食品である。

4）豆の優れた特性、生産・消費の重要性

から国連総会で2016年を国際マメ年とす

ることが決定されたこと。

5）世界中では年間に7,300万トン食べられ

るのに対し、日本では16万トンと大きな

開きがある（2トン車（5m車長）で長さ換

算すると、世界の数量では地球4周半とな

るのに対し、日本の数量では東京、名古屋

間の距離となる）。

6）その理由の一つとして日本にはお米と

いう優れたエネルギ－源があり、ごはんを

沢山食べ、豆を食べることへの依存が小さ

くなったのではないか。

7）豆のタンパク質には多くの必須アミノ

酸を含み優れた組成であり、もっと食べて

いただきたい。

8）あずきやいんげんまめは茹でることに

より餡粒子が形成され食物繊維が豊富にな

る一方、大豆では餡粒子はできず餡とはな

らない特性の違いがあること。

9）日本の伝統的な食文化「和食」がユネ

スコ無形文化遺産に登録されたが、日本の

食生活は外食も増え変化してきており、こ

れからの食生活の改善、健康維持には豆が

大切になってきた。

10）「豆の日」、「国際マメ年」をきっかけ

にして少しでも豆に親しんで欲しい。

2.パネルディスカッション
藪氏をコーディネーターとして「美味し

く食べて健康に！」をテーマとしたパネル

ディスカッションに移り、その中での3名

のパネリストを交えた論議の主な内容は以

下の通りです。

（1）世界の豆料理の状況

①世界の豆料理の状況として、世界ではい

んげんまめが一番多く使われているが、地

域によって使用される豆の種類に違いがあ

ること。

②ヨーロッパでは豆の煮込み料理が多い

が、これはストーブ等継続的に熱源を確保

できるものがあることによるのではないか。

③ミネストローネ等世界の至る所で豆スー

プが食べられている。フランスではグリン

ピースは季節を感じさせる豆として扱われ

ている。

④豆に砂糖を入れて煮るのは、日本だけで

はなく、中国、タイ、インドネシア等東南

アジアでもあるがその他の地域ではあまり
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入れない。お赤飯の豆は江戸では切腹を嫌

いささげだが、関西ではあずきを使う、ま

た、和食には豆は不可欠な食材である。

⑤ひよこまめをディップして食べる国も多

く、トルコでは豆をよく煮てトロトロにし

て、ギリシャでも柔らかく煮て食べている。

⑥外国では豆を煮るときアクを取らずその

まま使う、豆カレー等では豆の煮汁を料理

のダシの一つとして見なしているようだ、

これは外国では香辛料や調味料を多く使う

傾向にあることが理由かもしれない。

⑦メキシコでは豆をゆっくり炊いて柔らか

くしたものが朝食によく出るが、日本の煮

豆と違って甘くない。また、北アメリカで

も白いんげん豆をサラダに入れてよく食べ

ている。

（2）豆の優れた機能、食品としての重要性

①豆は炭水化物のエネルギー変換にかかわ

るビタミンB1を多く含んでいる。また、髪

の毛、爪の代謝にもかかわるビタミンB2、

B6も含む優れた食品である。

②カリウム、カルシウム等のミネラルも豊

富、カリウムはナトリウムとの拮抗作用が

あり高血圧の抑制効果あり。

③カルシウム含量は大豆では牛乳の倍、あ

ずき、いんげんまめは同量くらい含む。

④鉄に関してはほうれん草の倍の含有、マ

グネシウム、亜鉛も豊富。

⑤豆は煮た場合はつぶしても食物繊維は大

丈夫だが、乾燥豆は粉にしてしまうと食物

繊維成分が失われてしまう。

⑥食物繊維は水溶性のものと不溶性のもの

があるが、豆には不溶性のものが多く含ま

れている。最近は食生活が変化し、食物繊

維の摂取量が大きく減っており、便秘や大

腸がんが増加している。

⑦あずきはポリフェノールを単位量当たり

で赤ワインの1.5～2倍含んでいる。ポリ

フェノールには、ルチン、アントシアニン

等いろいろな種類があり、あずきにはカテ

キングルコシドが多い。

⑧ポリフェノールには様々な働きがある

が、アンチエイジングも重要、細胞レベル

での老化を防ぐ働きがある、若い時は活性

酸素を取り除く酵素があるが、年をとると

減少し、老化によるシミ、しわが出て、老

化、がん化が進む。あずきのポリフェノー

ルは活性酸素を取り除く効果（抗酸化作用）

が大きい。

⑨あずきはミネストローネの食材として合

うのではないか。

⑩あずきの効果としては血圧を抑え、中性

脂肪の抑制する働きがある、メタボ防止に

もなる。

⑪百歳になる身内が今でも煮豆作りをして

おり、健康でいられるのは豆の効能のおか

げであると考える。

（3）豆料理の現状と展望

①乾燥豆は一度にまとめて煮て、冷凍保存

することで下準備が楽になり、料理での使

い勝手が良くなるのではないか。また、タ

イマー等を使って焦がさぬようコトコト煮

ることにより、手間は低減できるのではな

いか。

②ドライパックの缶詰の豆をストックして

すぐに使えるようにしておくことも良いの
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ではないか。これなら半端に残った野菜を

使った美味しいスープが手軽にできる、砂

糖と醤油でお酒のつまみを作ったり、白い

んげんまめと金時豆でお正月用の紅白煮豆

を作っている。

③豆を美味しく料理するコツは、煮崩れす

るくらい煮込むことにあるのではないか。

④ささげを使った赤飯はNHKの要請を受

けて身内が開発したレシピであり、豆をい

れて蒸すだけなので、1.5時間ででき感謝

されている。

⑤あずきは皮からではなく、豆のへその横

から吸水するので、水につけてから煮なく

ても直炊きできる豆である。

⑥料理には色彩も重要、あずきのルビー色

はスープにも合うのではないか。

⑦発想を変えて、マカロニグラタンのグラ

タンの代わりに豆を使ってはどうか。カ

レーライスもライスをやめて豆にしてはど

うか。パスタも豆を代わりに使うとか、も

考えてはどうか。

⑧加藤部長から提案のあったあずきをミネ

ストローネに使うアイデアはすばらしく、

ノーベル料理賞ものではないか。

（4）豆への関心を高めるためにできること

①学校給食とかかわってきたが、常時、家

庭に豆を置いていないことは残念なことと

思う。

②家庭での備え、季節感を大切に、保存食

として、災害にも耐える食材としての豆に

もう少し関心をもって欲しい。

③もう少し豆を食べてもらえるようにする

には、手軽に使えるように下準備の時に少

し多めに茹でて保存し、身近に豆を置くこ

とが大切ではないか。こんなに栄養がある

ものを買わないのはもったいない。

おわりに
以上が6年目の「豆の日」協賛イベント

等の概要です。関係団体や企業の積極的な

ご支援、ご協力により、今年も全国で種々

の催しが実現しました。関係団体や企業の

方々には、この場をお借りして厚く御礼申

し上げます。

おかげをもちまして、「豆の日」、「豆月間」

の存在が一般の方々にも徐々に浸透してき

たと思われますが、来年は「国際マメ年」

となることもあり、これを重要な契機、好

機と捉え、「豆の日」、「豆月間」への理解、

周知がさらに進むよう普及啓発活動の充実

を図りたいと考えますので、豆類関係者の

方々の一層のご支援、ご協力をお願いしま

す。


