
黒枝豆としらすの炊き込みごはん

1　 米は洗って、酒を
加え規定量まで水
を入れておく。

2　黒枝豆は沸騰した湯で1分茹で、さやから実を取り
出しておく。

3　（1）にしらす、（2）をのせて炊く。

・米 2合
・酒 大さじ2
・黒枝豆（さやつき） 320g
・しらす 40g

しらすのうま味で

調味料いらず !!

簡単メニューです♪

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

357㎉ 12.6g 3.3g 0.6g
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D e l i c i o u s

うま味たっぷりの

炊き込みごはん♪┝

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約20分
炊飯時間を

除く

冷凍の枝豆を

使ってもOK☆



牛肉ちらし

1　 米は洗って、酒を加え規定量まで水を入れ、昆布を
のせて炊く。牛肉は2センチ幅に切る。ごぼうはさ
さがきにして、水にさらしザルにあける。にんじんは
2センチ長さのせん切りにする。しょうがはせん切り
にする。三つ葉はざく切りにし、さっと茹でる。

2　鍋にAとごぼう、にんじん、しょうがを入れて、蓋
をして煮る。（焦がさないように火加減に注意）ごぼう
がやわらかくなったら牛肉を加えて煮る。牛肉の色が
変わったら火を止め、そのまま冷ましておく。（牛肉
は炊きすぎないようにすること）

3　炊きあがったごはんに（2）を汁ごととレモン汁を
加えて混ぜる。盛り付けたら三つ葉をちらす。

・米 2合
・酒 大さじ2
・昆布 3センチ角1枚
・牛肉 100g
・ごぼう 50g
・にんじん 30g
・しょうが 10g
　　・砂糖 大さじ2
A　・しょうゆ 大さじ2
　　・酒 大さじ2
・レモン汁 1個分（30~40㎖）
・三つ葉 25g

お酢の代わりにレモン汁を☆

牛肉を使ったちょっぴり

豪華なちらし寿司♪

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

384㎉ 12.8g 5.1g 1.3g
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特別な日に作っては

いかがですか?

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約30分 炊飯時間を
除く



お揚げとねぎの卵とじ丼

1　 油揚げは縦半分に切り、１センチ幅の短冊に切る。青ね
ぎは斜め切りにする。

2　しょうがはみじん切りにする。スライスチーズは手で
粗くさく。

3　ボウルにごはんを入れて、（2）を加え混ぜる。
4　 卵は軽く溶きほぐす。
5　鍋に（1）とAを入れて火にかける。沸騰したら３～
４分煮、（4）を回し入れたら鍋を軽く揺すりながら
半熟に火を通す。（卵のかたさは好みでよい）

6　丼に（3）を盛り、（5）をかける。

・油揚げ 2枚
・青ねぎ 100g
　　・だし汁（昆布・かつお節） 400㎖
A　・しょうゆ 大さじ1.5
　　・みりん 大さじ1
・ごはん 600g
・しょうが 25g
・スライスチーズ 4枚
・卵 4個

しょうがのアクセント

が食欲をそそります

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

508㎉ 21.1g 17.4g 1.8g
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おだしの効いた

おいしい丼☆

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約25分
炊飯時間を

除く

昆布とかつおだしの取り方

（約600mlの
だしをとる）

※水700㎖　昆
布6㎝角2枚（

10g）、かつお節
12g

1 鍋に水
と昆布を入

れて、30分
おく。

2 鍋を弱
火にかけ、

沸騰直前に
昆布を

取り出し、
かつお節を

加える。

3 再びぐ
らっと沸い

たら、火を止
める。

かつお節が
沈んだらこ

す。



きのこの混ぜごはん

1　米は洗って、酒を加え規
定量まで水を入れ、昆布
をのせて炊く。

2　きのこ類は、石づきを取って網で焼く。焼き色がつ
き、汁がにじんできたら細かくさき、食べやすい大
きさに切り、しょうゆとすだちの絞り汁をからめて
おく。（フライパンでからいりしても、きのこ類の
香りがたつ）

3　三つ葉は1センチ長さに切る。
4　ごはんが炊き上がったらほぐし、（2）と（3）を加
えて混ぜ、盛り付ける。

・米 2合
・酒 大さじ1
・昆布 3センチ角1枚
・生しいたけ 4枚
・しめじ 200g
・エリンギ 2本
・しょうゆ 小さじ2
・すだち 2個
・三つ葉 25g

きのこは代謝を促進するビタ

ミンB群、免疫力を高める

β-グルカンなどが豊富☆

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

291㎉ 7.2g 1.0g 0.5g
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数種類のきのこを組み合わせて

うまみUP ⇒ ⇒ ⇒

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約25分 炊飯時間を
除く



さんまの蒲焼き缶の炊き込みごはん

1　 米は洗って、酒を加え規定量まで水を入れておく。
2　しめじは石づきをとり、小房に分ける。三つ葉はざ
く切りにする。

3　（1）にしょうゆ、おろししょうがを加え軽く混ぜ、
しめじ、缶詰を汁ごとのせ炊く。

4　炊きあがったら、いりごまを加えて混ぜ、器に盛
り付け三つ葉をちらす。

・米 2合
・酒 大さじ1
・さんま蒲焼き缶 1缶
・しめじ 100g
・三つ葉 4本
・しょうゆ 大さじ1
・おろししょうが 2g
　（チューブ入りしょうが3センチ程度）
・いりごま 大さじ1

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

352㎉ 9.9g 6.0g 1.2g
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汁ごと使って

うま味もたっぷり（^̂ ）

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約20分
炊飯時間を

除く

缶詰やチューブ入りしょうがを

使うと簡単で

災害時にも役立ちますよ☆



高野豆腐の彩りピラフ

1　 高野豆腐は水で戻す。
水気を絞り、縦半分
に切り３ミリ幅に切る。鍋にAを入れて煮立った
ら、高野豆腐を入れ、汁気がなくなるまで煮る。

2　玉ねぎは粗みじん切り、赤パプリカは１センチ角、豆苗
は２センチ長さに切る。むきえびは１センチに切る。コー
ンは汁気をきる。

3　フライパンにバターを入れ中火で溶かし、玉ねぎを透き通
るくらいまで炒め、赤パプリカ、むきえびを加えて炒める。
（1）、コーン、ごはんを加え炒め、塩、こしょうで味を
調える。さらに豆苗を加え炒めて皿に盛り付ける。

・高野豆腐 2枚
A　・コンソメ（顆粒） 小さじ1　　・水 200㎖
・玉ねぎ 100g
・赤パプリカ 50g
・豆苗 40g
・むきえび 120g
・コーン（粒） 80g
・ごはん 480g
・バター 25g
・塩 小さじ1/4
・こしょう 3ふり

高野豆腐を

コンソメで炊く !?

高野豆腐の意外な食べ方!

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

339㎉ 14.3g 8.9g 0.7g
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彩りもキレイで

食欲もわきます!!

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約20分 炊飯時間を
除く



山の芋の牛とろ丼

1　 山の芋はよく洗い、
皮をむき、酢水につけアクを抜く。（酢水の割合は、水
400㎖に酢小さじ1が目安）おろし金ですりおろした
らすり鉢に移し、すりこぎでさらに細かくする。

2　（1）にだし汁を少しずつ加えながら、食べやすいやわ
らかさになるまでとろろをのばす。

3　フライパンに油を入れて熱し、牛肉を入れて強火で色
が変わるまで炒める。砂糖としょうゆを加え、牛肉と
絡めながら弱火で煮詰める。

4　ごはんを器に入れ、（3）をのせて（2）をかけ、うず
らの卵をのせる。（好みで小口切りにしたねぎをちら
す）

・ごはん 2合分
・山の芋 280g
・だし汁（昆布・かつお節） 140㎖
・牛肉（薄切り） 400g
・油 小さじ1
・砂糖 大さじ4
・しょうゆ 大さじ4
・青ねぎ 5g
・うずらの卵 4個

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

689㎉ 29.6g 21.7g 2.7g
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山の芋、牛肉を

ぜいたくに使った

丹波篠山の丼

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約45分

甘辛味の牛丼にとろろと

卵が相性抜群★

ボリューム満点ごはん!

昆布とかつおだしの取り方（約600mlのだしをとる）
※水700㎖　昆布6㎝角2枚（10g）、かつお節12g1 鍋に水と昆布を入れて、30分おく。2 鍋を弱火にかけ、沸騰直前に昆布を取り出し、かつお節を加える。3 再びぐらっと沸いたら、火を止める。かつお節が沈んだらこす。


