
EPI-STYLE Dietary Academy

EPI-STLE DOETATY ACADEMYとは 
食の知識を持ち、 

お客様の体質やダイエットの要望に向かい合い 
お客様の望む成功へ、正しく導くことができる 
パーソナルカウンセラーの養成アカデミーです
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EPI-STYLE Dietary Academy

Academyの主旨

学び 

実践 

指導 

経営

自分を守り→家族を守り→社会に貢献
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EPI-STYLE Dietary Academy

1）食材の持つ力と食材選びについて 
2）分子栄養学基礎＆遺伝子学基礎 
3）酵素栄養学 
4）サプリメントの基礎知識 
5）ダイエットの基礎知識 
6）薬事法についての知識と理解 
7）カウンセリング① 
8）調理法アドバイス 
9）実践メニューについて

Master course Curriculum
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EPI-STYLE Dietary Academy

1）食材の持つ力と食材選びについて

Master course Curriculum
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調味料
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調味料
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1）食材の持つ力と食材選びについて

＜精製されたもの＞　＜自然なもの＞ 
白米　　　　　　　　　玄米 
小麦粉　　　　　　　　全粒粉 
白味噌　　　　　　　　赤味噌 
白砂糖　　　　　　　　黒砂糖 
塩　　　　　　　　　　天然塩 

「精製した白いものを極力やめる」
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AGEs(終末糖化産物)
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３つの致命的な問題

1）食材の持つ力と食材選びについて

白砂糖(上白糖)、精製米、化学調味料（味の素、食塩など精製塩等）は 
「白の三悪」と譬えられることがあります。 
精製するということは、元々含まれていた有用なミネラル分や 
ビタミン類を削り落としてしまっているのです。

一つ目の問題は、体がこれを代謝するときに必要なビタミンやミネラルが 
精製過程で失われてきてしまっているため、これらの栄養を体の蓄えから 
奪っていかねばならなくなることです

二番目の問題は、白い食品は精製過程で食物繊維を失っているため、 
体にとり込むと同時に血糖値が急上昇し、糖を素早く細胞に送り込もうとします。

三番目の問題は、白い食品は食物繊維を失っているため、腸内を有害物質で 
詰まらせ、環境を悪化させ、病気の基礎を作って行くことです。
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食品添加物とは

食品の製造過程において，また加工，保存の目的で， 
添加，混和されるもの。香料など天然のものもあるが，
そのほとんどは化学合成品で，その使用に関しては 
食品衛生法で規定されている。  
1989年に食品添加物の表示に関して大幅な改正が行わ
れ，化学的合成品である食品添加物のすべてと， 
従来は法規制の対象外であった天然添加物も全面表示 
が義務づけられるようになった。
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危険度の高いモノだけ覚えてください
（資料参照）

814品目を超えてます

『食べてはいけない』

『食べてはいけない』と『食べてもいい』の間

『食べてもいい』
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指定添加物（平成27年9月18日改定）
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指定添加物（平成27年9月18日改定）
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指定添加物（平成27年9月18日改定）
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食品添加物の基礎の基礎知識

食品添加物は『食品』ではない

合成か天然か

どんな危険があるのか

①合成添加物（指定添加物）

②天然添加物（既存添加物）

③一般飲食添加物
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食品添加物の基礎の基礎知識

『一括名』という盲点

保存料・防カビ剤・発色剤・着色料 
甘味料・漂白剤・酸化防止剤 
湖料（増粘剤、ゲル化剤、安定剤）

『用途名つき物質名』は要注意

酸味料・調味料・香料・pH調整剤・膨張剤 
乳化剤・イーストフード・かんすい 
ガムベース・チューインガム軟化剤・酵素 
豆腐用凝固剤・苦味料 
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＝物質名 
【使われ方】 
「V，C」=小麦粉の品質改良 
「グリシン」=うまみをつける＋保存性を高める 
「リン酸塩（Na）」＝ハムの結着 
「香辛料」＝全体の味付け 
「カロチノイド色素」＝マヨネーズまたはチーズの着色 
「コチニール色素」=ハムの色素 

＝用途名つき物質名（特性高いものが多い） 
【使われ方】 
「酸化防止剤（V，C）」＝ハムの酸化防止 
「 湖料（増粘多糖類）アルギン酸Na＝ 
　　　　　　　　　　　　ドレッシングのとろみ付け 
「発色剤（亜硝酸Na）」＝ハムの黒ずみ防止 

＝一括名 
【使われ方】 
「イーストフード」=パンをふっくら焼き上げる 
「乳化剤」=パンやチーズに含まれる油分を混ざりやすくする 
「調味料（アミノ酸等）」=うまみをつける 
「pH調整剤」=pHを調整し、保存性を高める

食品表示の読み解き方①

名称調理パン 
原材料:パン 卵サラダハム　チーズ　ハム　マヨネーズ 
グリーンレタス　黒ゴマ入りドレッシング 
イーストフード　乳化剤　VC　調味料（アミノ酸等） 
pH調整剤　グリシン　参加防止剤（V.C) 湖料（増粘 
多糖類）アルギン酸Na）リン酸塩（Na）香辛料　カロ 
テノイド色素　コチニール色素　発色剤（亜硝酸Na） 
（原材料の一部に大豆、豚肉　りんご　ゼラチン含む）

ハムチーズタマゴサンド
消費期限：08.5.20午前2時 
　　　　　5.18午後8時製造

（税込） 
２３０円

1食当り熱量295キロカロリー　　蛋白質11.9g 
脂質18.9g　炭水化物19.2g　Na860mg

保存料・合成着色料はしようしていません

消費期限：別途枠外に記載 
保存方法：10℃以下 
製造者：（株）⚪⚪⚪⚪⚪　TEL⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ 

⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪
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食品添加物の基礎の基礎知識

『表示免除』の裏ワザ

①栄養強化剤

②加工助剤

③キャリーオーバー
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食品表示の読み解き方②

加工者：（株）⚪⚪⚪⚪⚪　TEL⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪ 

⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪⚪

名　称

保存方法

原産国名

賞味期限　 枠外に記載

内容量 20枚

開封前は直射日光、高温多湿を 
お避けください。

中国

原材料名

米　　菓

もち米、しょうゆ、海苔、砂糖、でん粉 
果糖、乾燥シソ葉、はっ酵調味液、 
シソエキスパウダー、乾燥梅肉、梅酢 
食塩、魚介エキスパウダー、 
たんぱく加水分解物（大豆を含む）、 
調味料（アミノ酸等）、カラメル色素 
パプリカ色素、酸味料、香料

【キャリーオーバー】　 
「しょうゆ」=この中に保存料が添加されている 
　可能性あり 

【使われ方】 
「シソエキスパウダー」「魚介エキスパウダー」 
　=調味料。原料の植物や魚介類から 
　うまみ（エキス）を抽出し凝縮したもの。 
　食品扱いとなるが、キャリーオーバーの添加物が 
　含まれる可能性もあり　 

【使われ方】 
「たんぱく加水分解物」=調味料。動物のタンパク 
質を人工的に分解し、うまみ成分のアミノ酸にした 
もので食品扱いとなっている
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食品添加物の基礎の基礎知識

『押さえておきたい』落とし穴

①店頭でバラ売りされている食品

②対面で量り売りされている食品

③店内で製造・調理された食品
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GI値とは
《glycemic index》血糖値の上昇率を表す指標。 
ぶどう糖を摂った後の血糖値上昇率を100として示す。 
グリセミックインデックス。グリセミック指数。
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GI値一覧表
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GI値一覧表
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GI値一覧表
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GI値一覧表
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GI値一覧表
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GI値一覧表
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1）食材の持つ力と食材選びについて

食べる→太る
食べる→消費→残る→蓄積

消費速度
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カロリーだけでなくGI値を意識して

1）食材の持つ力と食材選びについて30



H

L

インスリン

炭水化物

空腹を感じる
朝食 昼食 夕食

食物による血糖値の上がり方
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『食べ合わせ』と『食べる順序』はGI値を抑えるコツ
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食用油の種類
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オメガ9系のオイル

オリーブオイル 
アボカドオイル 
アーモンドオイル 
アルガンオイル 
米油　　など

【オレイン酸の期待する効能】
� 体内の酸化や活性酵素を防ぎ脳や体の細胞を健康にする 
� 血液をサラサラにする 
� 悪玉（LDL）コレステロールを減少させる 
� 動脈硬化・心筋梗塞の予防 
� 便秘解消 
� 胃酸過多や胃潰瘍の予防 
などが挙げられます。

種類
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オメガ3系のオイル

【αリノレン酸の期待する効能】

えごま油 
亜麻仁油 
グリーンナッツオイル　など

種類

� 中性脂肪を減らす 
� アレルギー症状の緩和 
� 動脈硬化などの生活習慣病の予防 
� ガンの抑制 
� 免疫機能を整える 
� 精神を安定させる 
� うつの予防・緩和 
� PMS（月経前症候群）の緩和
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オメガ6系のオイル

【リノール酸の期待する効能】

菜種油 
紅花油 
ゴマ油 
グレープシードオイルなど

種類

� 血圧を下げる 
� 皮膚の保湿 
� 子供の発育を促進する
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