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お母さんからの相談でよくあるのが、「明らかに向いて

ない習い事なんですが、子供が辞めたくないというん

です。」

というもの。

これは、長男長女によく見られます。

お父さんやお母さんの表情や反応にとても敏感で、

ご両親に好かれたくて、

常に言葉の裏側にある気持ちを読み取ろうとしている

のです。

前回もお話しましたが、

言っていること、やっていることと、

心で感じている感情が違っていて、無意識に相手に圧

力をかけることをダブルバインド(2重拘束)といいます。

実は子育てではよく行われています。

先の、「嫌だったらやめてもいいよ」といいながら、やめて

ほしくない感情を子供が感じて、やめられない場合や、

早く独り立ちしてほしい、結婚してほしいと言いなが

ら、親の寂しい気持ちが伝わりなかなか

独り立ちできなかったり、

「お前のためだ」といいながら、

実は親の見栄や体裁のためで、

無言の圧力で、子供を服従させたりする場合です。

ダブルバインド(2重拘束)を頻繁に受けて育つと、人が

信じられなくなり、精神を病む人も少なくありません。

親子でよく話し合い、お互いの心がみえるとダブルバ

インドは起こりにくくなります。

いいことも、悪いことも感情に蓋をせず、相手に伝える

ことが必要です。

「お母さんはこういう理由で、こう感じた。」

理由と感情を丁寧に伝えることができると、子供の情

緒が豊かになります。

私はとても感情的な人間なので、時に激しく感情だけ

をぶつけます。

でもそんな時でも、気持ちが落ち着いてから必ず、理由

を言うようにしています。

そして、感情的になったことを謝ります。

お母さんのいいところを聞くと、子供たちは口を揃えて

「素直に謝るところ」

と言います笑

お母さんだって人間です。

その時々の気持ちの変化を包み隠さず伝えていると、

それが子供の心を強くしなやかにするのです。

そして、様々な価値観がぶつかる社会に出たときに適

応能力のある人に育つのです。

Kyou氏 プロフィール
海外で3兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。1998年に「社会福祉士」を取
得し、現在は上海ママたちに心理学、統計学、コーチングなど
を基にした「ままサプリ」を展開中。

ブログ：上海で子育てコーチング～きょうのあしあと～
http://s.ameblo.jp/kyon3boys
ネットラジオ：子育て相談「ままサプリ」：
http://livaia.com/ja/category/mama_supplement/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第21回 ダブルバインドⅡ

ライフ（香港・広東共通）
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　香港ジョッキークラブが主催す
る一大ファミリーイベント「The 
Riding High Together Festival」が
今年も4月14日から16日まで、沙
田競馬場で開催される。今回で３
回目の開催となるが、広大な敷地内のあちらこちらで70以上のアクティビティを楽しむこ
とができるとあって、過去2回の同イベントには合わせて6万人以上の人が来場、昨年はチ
ケットも早い段階で売り切れるという盛況っぷりを見せているイベントだ。
　同イベントでは、今年新たに加わった3Ｄの世界を体験できる「Virtual World」をはじ
め、ロッククライミングと長州島の饅頭争奪競争をコラボさせた文化体験ゲーム「Bun 
Scrambling Game」、また、サッカーゲームエリアには今年も特別ゲストとしてマンチェス
ターユナイテッドの選手が参加するなど、盛り上がる事間違いなしのアクティビティが目
白押し。それだけではない、会場内では馬術、クロスカントリー、障害飛越と、馬がもつ様々
な運動能力を駆使ししたダイナミンクなパフォーマンスも披露される予定で、これらを間
近で観ることができるのは競馬場で開催されるイベントならではだ。その他、馬が履く靴
「蹄鉄」について学ぶことができたり、獣医による馬の診察やグルーミングのデモンスト

レーションが行われたり、普段ひたすらに疾走する姿を見
ているだけの馬を、色々な角度からより知ることができる
絶好のチャンスなのだ。その他、可愛いポニーとの
触れ合いコーナーや、チケット購入者が事前
に挑戦できるラッキードローに参加す
れば、勝者にはポニー乗馬券（年齢制
限あり）が。間もなく訪れる初夏の爽や
かな一日を、競馬場でめいっぱい楽しもう！

沙田競馬場

　およそ350度の視界をもつといわれている馬。唯一見えない真後
ろから近づかれることは、臆病な彼らにとって死活問題で、「最大の
防御」である蹴りを食らわされても文句は言えない。彼らをびっくり
せるような行動は慎んで。優しく近づいて触れ合えば、本来の穏や
かな性格で迎えてくれるだろう。

住所：The Hong Kong Jockey Club Sha Tin Racecourse Stand, Sha Tin
料金：HKD60（入場券とゲームチケット５枚付き）
　　  ※３歳以下無料（チケット所有者との同伴が必要）
ウェブ：http://campaign.hkjc.com/en/rht-festival
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ライディング・ハイ・トゥギャザー
フェスティバル
ライディング・ハイ・トゥギャザー
フェスティバル

馬やポニーとより仲良くなるためのプチ情報
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　実験では、中学1年生29名を、事前テスト(75問)の結果に基づいて
学力が均等になるように3グループに分けた（①「60分学習」グルー
プ(10名、60分×1セット)/②「45分学習」グループ(10名、45分×1セッ
ト)/③「15分×3(計45分)学習」グループ(9名、15分×3セット、7.5分休
憩×2回)）。実験の内容としては、3グループそれぞれに、中学1年生
の範囲に加えて、中学2年生・3年生の範囲である未修英単語を覚え
てもらうというもの。当日・翌日・1週間後の3回に分けて事後テスト
(各75問)を実施して、学習の定着度合いを調べるとともに、実験中は
教室に設置した定点カメラ・目線カメラと、脳波計(2名)で集中力の
推移を計測した。

①「15分×3(計45分)学習」グループの上昇スコアが「60分学習」グ
ループの117.2%に。

実験後に実施した事後テスト
・1週間後の事後テストの点数を比較
「60分学習」グループの上昇スコアが16.00点
「15分×3 (計45分)学習」グループの上昇スコアが18.75点
→「15分×3(計45分)学習」の上昇スコアは「60分学習」の117.2%に。
・「15分×3(計45分)学習」グループの方が、学習が定着している結果に
・休憩リフレッシュを小刻みに入れる短時間積み上げ型学習が定着
に有効な可能性がある

②こまめな休憩は集中力に関係する「ガンマ波パワー」の回復を促し、
集中力維持に貢献すると科学的に判明。

※左右のグラフのガンマ波の絶対値の大小は関係ない。
・定点カメラの映像分析結果では目立った差異は観測されなかった
・集中力に関与している前頭葉のガンマ波が40分以降に急激に低下
→集中力が40分程度しか持続しない可能性を示唆
・「15分×3(計45分)学習」グループは休憩を挟むことでガンマ波のパ
ワーが回復。学習時間を通して集中力は一定のレベルを維持
・短い時間の学習のあとに休憩・リフレッシュを挟むことで集中力を
維持している時間を増やし、少ない学習時間でも同等以上の点数を
出すことが出来たと考えられる

　この結果を受けて、東京大学薬学部の池谷教授は、「休憩時間を
挟んだ「15分×3(計45分)学習」グループの方が長期的な記憶固定に
は有効である可能性がある。また、「15分×3(計45分)学習」グループ
は、「60分学習」グループよりも合計学習時間が短いにもかかわらず、
効果が得られているのは興味深い。休憩を挟むことは集中力の維持
に寄与し、より少ない学習時間にも関わらず長期的に見て高い学習
効果を発揮する可能性が示唆される。」「ただし、今回の実験は小規
模の調査のため、統計学的な有意差を得るためには今後更なる大
規模な実験を行う必要がある。」と考察している。

学習時間を細かく分けた「45分」で
「60分」と同等以上の学習効果を発揮
“長時間学習”よりも短時間集中の
“積み上げ型学習”が有効

株式会社ベネッセホールディングスの子会社、株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山市）の
『進研ゼミ中学講座』は、東京大学 薬学部の池谷裕二教授が中学 1年生を対象に行った「勉強時間
による学習の定着・集中力に関する実証実験」において、実施協力をいたした。今回の実験結果か
ら、“長時間学習”よりも短時間で集中して行う“積み上げ型学習”の方が、学習の定着・集中力に対し
て効果があるということが判明した。

＜
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【実験概要】　
■テーマ：『勉強時間と学習の定着・集中力に関す

る実証実験』

■実施日時：[事前テスト・学習]2月2日(木)
　　　　　  [事後テスト]2月2日(木)/
　　　　　          　　　  2月3日(金) / 2月10日(金)

■実験内容：中学1年生28名を対象に、英単語75
問の事前テストを実施し、学力が均等になるよ
うに以下3グループに分ける。

①「60分学習」グループ(10名、60分×1セット)
②「45分学習」グループ(10名、45分×1セット)
③「15分×3(計45分)学習」グループ(8名、15分×3
セット、7.5分休憩×2回)

・中学1・2・3年生の範囲の英単語150語を、グルー
プ毎に学習時間を変えて覚える。
・実験中は定点カメラ・目線カメラで身体の動き
や目線をモニタリング。
※2名は脳波計を用いて実験中の脳波を測定。
・実験の当日・翌日・1週間後に、学習した英単語
の中から75問を出題する事後テストを実施。

※Yusuke Watanabe, Yuji Ikegaya「Effect of intermittent 
learning on task performance: a pilot study」2017
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　仕事、家庭生活などの社会的生活動は時に個人の健康に害を及ぼすほどのプレッ
シャーを与える。事実、Hong Kong Mystery Shopper Service Associationの調査による
と、香港の人々の幸福度は仕事に対する大きなプレッシャー等に関連して調査対象国
の中で最下レベルだった。
　そんなストレスフルな日々を送る方にお勧めなのが、カナダ発、自然成分の働きで眠
気を起こさせること無く、飲む人をリラックスさせるノーカロリー、ノンカフェインのリフ
レッシュドリンク、「Slow Cow」。
　他のリフレッシュドリンクとの違いは、そのこだわりの材料。Slow Cowはカフェイン

や、副作用が疑われる砂糖、甘味料等を含んでおらず、体と心をリラックスさせ
集中力を高める効果のある、L-テアニン、カモミール、カノコソウ、リンデン、ト
ケイソウ、ホップ、ナトリウム、カリウム等8つの天然成分を配合した、革命的な

マインドクーラー・ドリンクだ。爽やかなドラゴンフルーツ・シトラスの風味と発泡感が、
癒やしのひとときを演出してくれる。
　例えば高いストレスに晒されながら日々を過ごすオフィスワーカーには、プレッ
シャーを感じやすく、パフォーマンス力を上げる必要があるクライアントや上司とのミー
ティングの際などのチャージドリンクとして。
　プロフィールと将来のプランニング、プライベートの充実に忙しく、ストレスから注意
不足や神経不安に陥りやすい、多忙な香港
の学生には、重圧を取り除いて脳機能を促
進し、より集中力を高めてアカデミックな挑
戦に挑むためのサポートドリンクとして。
　ハードなトレーニングによって疲労しやす
くなっているアスリートには、プレッシャーと
ストレスを取り除き、集中力を高めたいゲー
ム前や、ゲーム後のクールダウン、快適な眠
りに就く前のリラックスドリンクとして。
　取り入れ方は貴方次第。自然のチカラで
心を整えてくれるドリンクSlow Cowをぜひ
お試しあれ。

カナダ発、
自然派リフレッシュドリンク
香港に上陸
Slow Cow
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

Slow Cow
価格：250ml/HKD17.9
7-Eleven, Park’N Shop , Aeon Stores等で発売中。
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「香港に住んでから食生活が変わり太った」「お腹の脂肪が減らない」「体が引き締まりにくくなった」など、
悩みを抱えている男性も多いのでは。そんな悩みを解消できる新技術「トリプルバーンZ」の体験者に密着取材した。

［ハーバーシティ店］
住所：1008-1009, 10/F., World Comm. Ctr.,  Harbour City, 11 Canton Rd., TST
電話：(852)2314-2611
時間：月～金 12:00～21:00 /  土・日・祝 11:00～20:00

〈編集部より〉
会社帰りや休日のお買い物時に立ち寄れる好立地にあり、
日本人常駐だから丁寧にヒアリングしてくれる。まずはあな
たも体験してみてはいかがだろうか。

〈体験の感想〉
経験上、ダイエットは自分一人だけではモチベーションの
継続が難しいため、日常生活上のアドバイスを頂けるのは
非常に有難いです。体験してみて、身体の代謝が良くなり脂
肪が燃焼しやすい状態になるのを実感できました。ウォー
キング等と組み合わせれば、適度な筋肉を維持した状態で
無理なくできると思います。

※個人の感想です。 

木津さんが今回お試しした、ダンディハウスオリジナル技術「トリプルバーンZ」とは・・・セルライト・皮下脂肪・内臓脂
肪を同時に効率よく燃焼させ、健康的にやせて太りにくい身体を目指す技術。専用機器を使用し、医学的・スポーツ
医学的に効果検証された痩身法。減量と同時に筋肉運動をすることにより、寝ているだけで健康的で引き締まった
ボディに導くことができる。

〈体験者〉
木津　英隆さん
謙信アセットコンサルティング(香港)代表取締役。仕事柄、外食が
多く、体重コントロールが難しくなってきたため相談。体重が若い
頃より10kg以上増え、顔と体全体のむくみも気になっている。

［セントラル店］
住所：Shop B, 9/F., Entertainment Bldg., 30 Queen's Rd. Central, Central
電話：(852)2526-6671
時間：月～金 12:00～21:00 / 土・日・祝 11:00～20:00

男
の
エ
ス
テ「
ダ
ン
デ
ィハ
ウ
ス
」の

お
試
し
コ
ー
ス
っ
て
何
す
る
の
？

●体重と身体の部位測定
清潔なロッカールームで施術用の
着替えをして、体重と身体の部位
別に筋肉量、脂肪量、水分量等を
測定。

●カウンセリング & 施術説明
エステティシャンが日頃の悩みや
要望について丁寧にヒアリング。
食生活や生活習慣についてもしっ
かりアドバイス！

●遠赤外線サウナ
体内に蓄積された有害毒素を汗と
ともに排出させ新陳代謝UP。リ
パーゼ（脂肪分解酵素）の働きが
活性化しやせやすく!!

●ファットバーン
特許取得の機器を使い、全身のツ
ボと筋肉の28箇所にパットをつ
け、ツボを刺激しながらエネル
ギー消費し、引き締める。

（特許第4463506号）

●ミリオンウェーブ
1秒間に50万～100万回のミクロ
の波が、身体の深部を温め、お腹
へついた固い脂肪をやわらかく
し、やせやすくする。 

（実用新案登録第3135343号）

日常生活上の悩みや、食事や運動に関するア
ドバイスも聞けて気持ちが楽になりました。

電気を通すので最初
は緊張しましたが、
慣れてくると程よい
刺激で、運動した後
のような爽快感があ
りました。

●セルライトバーン
頑固な脂肪（セルライト）を吸引し
ながらもみほぐし、健康的なボ
ディへ導く。気になるお腹の集中
ケアにも効果的。

お腹はもちろん肩や背
中のコリもほぐれて身
体が軽くなりました。

スタート

一回の施術で
体重 400ｇ減
（前78.5Kg→後78.1kg）
体脂肪 2.3％減
（前17.9％→後15.6％）※効果には個人差があります。

気になる体験結果を発表！
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　アクティブなスポーツシーンにフィットするウェアブランド、「Pure Apparel」が、カリブ海
の自然にインスピレーションを受け、シャルトリューズグリーンのようなブライトカラー、
パワフルでカーニバルのように気分を盛り上げてくれるフラミンゴピンク、ネイビーやラ
グーンブルーなどを中心にしたカラーが特徴的な春夏コレクションを発表した。
　高い快適性と、機能的で美しいデザインが特徴のピュアアパレルは、スポーツと妥協
しない自己表現の自由のために生まれたブランド。そのイノベイティブなデザインは、
2002年以降アジアの全域でヨガレッスンを行ってきたピュアヨガのエキスパートやヨガ
ティーチングコミュニティから得たインスピレーションを大切にしており、ヨガ、ピラティ

ス、ランニングとトレーニングにおいて最適なパフォーマンスを発
揮できるよう設計されている。加えて新素材のウルトラライトウェイ
ト・コットンやユニークな質感の生地からも様々なスタイルやシル

エットが生み出され、高機能のデザインとユーザーへの繊細な配慮が、あらゆるポー
ズ、あらゆるエクササイズををサポートする。
　メンズの注目アイテムとしては、超軽量で柔らかな素材を使用し、シャ
ルトリューズグリーンやフラミンゴMIXのハッピーカラーが気分を
上げる、Fiesta Sleeveless（HKD380）とFiesta Short Sleeve Top
（HKD420）、体の動きを最大限サポートし、耐久性の高い素材
を使用したAir Blast Short Sleeve Top（HKD440）、希少なライク
ラを高い比率で使用しエルゴノミック構造が四方向への伸縮
性と耐久性を実現したTitanium Legging's（HKD680）など。
　ウイメンズでは、 ダブルストラップのスポーツブラで、アク
ロバティックなヨガポーズををとる方にもお勧めの
Inversion Bra（HKD420/シャルトリューズグリーンとホワイト
の2色展開）、柔らかく伸縮性の高い素材で運動、ストレッチ
から寛ぎの時間まで常に快適に過ごすことができるCity-Zen 
Leggings（HKD660）、ディープネイビーブルーのカラーと流線型
がモチベーションを高め、機能的でサポーティブなデザインが、運動
やエネルギッシュなヨガに最適なDynamo Tank（HKD560）、Fearless 
Leggings（HKD740）等が人気を呼びそうだ。
　ピュアアパレル製品は店舗、およびオンラインストアで発売中。

Pure Apparel
住所：The Centrium • Asia Standard Tower • Hutchison House • ifc mall • Soundwill Plaza • 
　　  Pure South - The South • Lincoln House • Peninsula Office Tower • 
　　  Langham Place Office Tower • Kinwick Centre • ICBC Tower 
ウェブ：http://be-pure.com/en

［ Pure Apparel ］ 

ピュアアパレルから2017年の
春夏コレクションが登場
ピュアアパレルから2017年の
春夏コレクションが登場
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　ペルーで生まれた「ニッケイ」という料理のジャンルをご存知だろうか「ニッケイ」とは
「日系」のこと。ペルーにはブラジルに次ぐ規模の移民が日本から渡り、現在日系人は10
万人以上。彼らが持ち込んだ和食文化は、新鮮な海産物を使うペルー料理と相性が良
く、現地の食材と長い時間をかけて融合し、和食の派生形として進化してきた。そんな料

理の進化に合わせるように、「世界のベストレストラン50」では
「ニッケイ料理」のレストランが上位にランランクインするなど
和食に続く世界的な食のトレンドになっている。

　そんな最先端の食のトレンド、日本食×ペルー料理
のニッケイ料理の店「Tokyolima」が中環（セントラル）
にオープンした。エグゼクティブシェフは、以前SOHOに

あった人気ペルーレストラン「CHICHA」でキッチンを仕切っていたペルー人シェフの
Arthro氏。オープンして間もないが、すでに2017年べストレストラン候補として注目を集
めている。
　日本の居酒屋をコンセプトに、照明を落としたシックでお洒落な雰囲気の店内は、ラ
ウンジエリアとダイニンフエリアに分かれている。ラウンジではワインや自慢のカクテ
ル、20種類以上の日本酒が用意されており、ドリンクのみの利用もできるが、せっかくな
ら日本酒と料理の相性を楽しみたい。週末は深夜2時まで営業しているので遅めのディ
ナー後でも利用できる。ダイニングエリアは、テーブル席とカウンター席があるが、オー
プンキッチンでArthro氏が真剣な面持ちで腕を振るう姿が見られるカウンター席がオス
スメだ。
　同店の料理を紹介しよう。まずは、ニッケイ料理の代表料理の1つ「Ceviche Nippon」。
白身魚のスズキ、イカ、ホタテ、そしてエビを贅沢に使い、たっぷりとレモンを絞った爽や
かな酸味が癖になるマリネだ。ハマチとマグロの巻き寿司に甘酸っぱいクレメンタイン
のソースを使った「H&M」や、ビールート、アボカド、キャベツ、キノアの太巻きに味噌マ
ヨネーズを合わせアレンジした「Futomaki」は、新感覚だが意外に親しみやすい。居酒屋
の定番メニューの唐揚げにスパイシーなアリオリソースを添えた「“Ki-Mo-Chi”fried 
Chicken Thighs」は、ライムをしっかり絞っていただこう。ビールとの相性抜群の一品だ。
色々なメニューを少しずつ食べたいならHKD480のおまかせメニューを試してみて。
　さあ、さっそく世界が注目する人気の日系料理を試しに足を運んでみよう！

Tokyolima
住所：G/F, 18-20 Lyndhurst Terrace, Central
電話：(852) 2811-1152
時間：月～木、日18:00～24:00　金土　18:00～24:00
　　  ブランチ　土日 12:00～14:30（ドリンクは15:00まで）
　　  バー　　   月～日 17:00～25:00、土日 17:00～15:00
ウェブ：http://tokyolima.hk/

TokyolimaTokyolima

世界の注目を集める美食トレンド！
ペルー料理×和食の「ニッケイ料理」
世界の注目を集める美食トレンド！
ペルー料理×和食の「ニッケイ料理」
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◆味覚の敏感度
　味覚に対して敏感な人は45.1％、女性50代以上は5割
強。一方、男性20～40代は4割弱となった。

 

 
◆好きな味、苦手な味
　好きな味は、「甘い」「薄い・あっさり」が各4割弱、「さっ
ぱり」「スパイシー」「甘辛い」「クリーミィ」が各3割で上位
にあがった。「甘辛い」「クリーミィ」は、女性が男性を16～
17ポイント上回った。50代以上では、「薄い・あっさり」が1
位。「塩辛い・しょっぱい」「濃い・こってり」は、女性40代以
上で比率が低くなった。味に敏感な層では「薄い・あっさ
り」、敏感ではない層では「甘い」が最も多くなった。
　苦手な味は、「苦い」「辛い」「塩辛い・しょっぱい」「すっ
ぱい」「濃い・こってり」が2～3割で上位にあがった。「辛
い」「塩辛い・しょっぱい」「スパイシー」「苦い」「濃い・
こってり」は、女性が男性を10ポイント以上上回る。「苦
い」は女性若年層、「塩辛い・しょっぱい」「濃い・こってり」
は女性50代以上で比率が高い傾向となった。
 
◆ここ2～3年で食べるようになった味、食べなくなった味
　ここ2～3年で食べるようになった味がある人は全体で
3割弱、若年層では4～5割と他の年代より比率が高くなっ
た。「薄い・あっさり」「スパイシー」「すっぱい」「辛い」が、5
～6％で上位にあがった。男性20代は「濃い・こってり」、女
性10・20代は「辛い」の比率がやや高くなった。
　一方、食べなくなった味があるは3割強、50代以上で

比率が高くなった。「濃い・こってり」「塩辛い・しょっぱ
い」「辛い」が上位にあがった。
 
◆好きな味のベース
　好きな味のベースは、「しょうゆ」「昆布だし」「かつおだ
し」「塩こしょう」が各4～5割で上位にあがった。「みそ」
「塩」「カレー」「チーズ」が各3割で続く。「カレー」「みそ」
「とんこつ」「ソース」以外は女性の比率が高く、特に「チー
ズ」は約17ポイント差と男女差が大きくなった。高年代層
では「ごま」「昆布だし」「かつおだし」が高く、女性高年代層
では「甘酢」「ぽん酢」も高い傾向。九州では「とんこつ」、味
に敏感な層では「かつおだし」「昆布だし」が高くなった。
 
◆味つけや食べ物などの好み・嗜好の変化
　過去5年間で味つけや食べ物などの好み・嗜好に変
化が「あった」人は20.6％、女性の方が比率が高く、女性
10～30代で各3割となった。男性30・40代は「変化はな
かった」が8割強で、他の層より高くなった。

　好み・嗜好に変化があった人に、変化のきっかけを聞
いたところ、「加齢」（37.4％）に続き、「食に対する意識の
変化」「自分や家族の身体状況の変化」「生活パターンの
変化」が2～3割で上位にあがった。1位の項目をみると、
男性20代は「一人暮らしをはじめた」「外食の増減」、女
性20代は「生活パターンの変化」、女性30代は「自分や
家族の妊娠・出産」、男性30代以上や女性40代以上は
「加齢」となった。

─────＜＜ 回答者のコメント ＞＞─────
◆好きな味・味付け・食感 （全6,194件）
・日によって、濃いものとあっさりしたもののメリハリを付けるよ
うになった。（男性25歳）
・梅干しとか嫌いだけどたまにすっぱいものを食べたくなる時も
ある。（男性36歳）
・素材の味を生かした味付け。出しがきいた味付け。（男性55歳）
・体に余り良くないとわかってはいるのですが、時々無性にいか
の塩辛がほしくなります。（男性61歳）

・ご飯もパンも肉も野菜も、なんでも固めの方が好き。バラ肉よ
り軟骨、ふわふわパンよりハードパンなど。あたりめとかずっと
たべてしまう。（女性19歳）

・もちもち、しっとり、とろーり、しているものは主食もお菓子も好
き。（女性28歳）
・加齢に伴い料理全般は薄味を好むようになったが、以前関心
のなかった甘い物を食べるようになり特に和菓子が美味しい
と思うようになった。（女性71歳）
・子供のころ食べていた味がどうしてもついつい食べてしまう味
です。なじみがあるので美味しく感じてます。（女性64歳）

マイボイスコム株式会社は、３回目となる『味の好み』に関するインターネット調査を2017年1月に日本で実施し、
11,012件の回答を集めた。調査結果を紹介する。
マイボイスコム株式会社は、３回目となる『味の好み』に関するインターネット調査を2017年1月に日本で実施し、
11,012件の回答を集めた。調査結果を紹介する。
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【調査対象】「MyVoice」のアンケートモニター
【調査方法】インターネット調査（ネットリサーチ）
【調査時期】2017年1月     
【回答者数】11,012人
【調査機関】マイボイスコム株式会社
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