
黒大豆のハンバーグ

1　 玉ねぎはみじん切りにする。フライパンに油を入れ、
玉ねぎがしんなりするまで炒めて、冷ましておく。

2　牛乳にパン粉をひたす。
3　茹でた黒大豆をザルにあけ、汁気がきれたら熱いう
ちに茹でた黒大豆をマッシャーでつぶす。

4　ボウルに合いびき肉、塩を入れてよく混ぜる。
5　（4）に（1）（2）（3）、こしょうを加えてよく混ぜる。
6　（5）を4つに分けて小判型にまとめ、真ん中を少し
くぼませる。

7　フライパンに油を入れて熱し、（6）を焼く。
8　 焼けたら取り出して盛り付け、お好みでケチャップをかける。

・玉ねぎ 120g
・油 小さじ1/2
・牛乳 32g
・パン粉 40g
・茹で黒大豆 80g
・合いびき肉 120g
・塩 2g
・こしょう 2ふり
・油 大さじ1/2
・ケチャップ 大さじ1.5（27g）

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

196㎉ 9.9g 11.2g 0.7g
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丹波篠山の黒大豆を

使ったハンバーグ★

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約25分

茹で黒大豆の作り方

黒大豆（乾）約
30gを前日の夜

に、水で

洗い、ボウルに水
を入れ、一晩浸け

ておく。

次の日、それを
汁ごと鍋に入れ

、火にか

ける。豆が汁か
ら出ないように

時々水を

足しやわらかく
なるまで茹でる

。（目安

としてはマッシ
ャーでつぶせる

かたさ）

季節の野菜を

付け合わせにどうぞ（＾＾）



ミルフィーユ味 カツ

1　 キャベツときゅうり、にんじんはせん切りにして混
ぜる。レモンはくし形に切る。パセリは食べやすい
大きさにちぎる。器にAを入れて混ぜる。

2　豚肉、A、青じその順に2回重ね、最後に豚肉をの
せる。

3　全体に薄力粉をまぶし、溶き卵、パン粉の順につけ
る。フライパンに油を入れて熱し、両面揚げ焼きに
する。

4　（3）を食べやすい大きさに切って皿に盛り付ける。
（1 ）の野菜、レモン、パセリを添える。

・豚薄切り肉 12枚
・青じそ 12枚
A　・みそ 小さじ4（24g）
　　・みりん 小さじ4
・薄力粉 大さじ2.5
・卵 1個
・パン粉 32g
・油 20g
・キャベツ 200g
・きゅうり 1/2本
・にんじん 40g
・レモン 1/2個
・パセリ 適量

揚げ焼きの要領で★

何度も返していると衣が

取れてしまうので注意

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

284㎉ 14.0g 16.6g 0.9g
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味付けをしているので

ソースが無くてもおいしい♪

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約45分



手羽中となすの煮物

1　 なすは縦半分に切り、皮の面に斜めに細かく切り目
を入れ半分に切る。水に5分程さらし、水気をきる。
みょうがはせん切りにする。

2　手羽中に片栗粉をまぶす。フライパンに油を入れて
熱し、手羽中をこんがりと焼く。

3　（2）にだし汁を加えて煮立て、アクを取ってなす、
Aを加え、落とし蓋をして８分程煮る。
　　みょうがは火を止める寸前に加え、皿に盛り付ける。

・なす 4本
・みょうが 50g
・手羽中 12本
・片栗粉 大さじ1
・油 大さじ1
・だし汁（昆布・かつお節） 400㎖
　　・砂糖 大さじ2

A　・酒 大さじ2
　　・みりん 大さじ2
　　・しょうゆ 大さじ3

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

211㎉ 12.6g 11.6g 1.1g
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鶏の旨味が染み込んだ

ナスが絶品★

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約35分

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。



鶏胸肉の紅茶煮

1　 鍋に水と紅茶バッグ
を入れ沸騰したら鶏
胸肉を加える。グラ
グラしない程度の火
加減で３０分くらい
煮る。火を止め冷めるまでおく。

2　ビニール袋にAを入れ、（1 ）を食べやすい大きさ
に手でさき、漬け込む。（漬け込む時間は好みでよい）

3　野菜はすべてせん切りにして混ぜ合わせる。
4　皿に（3）を広げ、（2）を盛り付ける。

・鶏胸肉 1枚（250g）
・紅茶バッグ 1個
　　・しょうゆ 50㎖
A　・酢 50㎖
　　・みりん 50㎖
・白菜 90g
・大根 90g
・水菜 60g
・にんじん 40g

季節の野菜を使うことで

いろんな味が楽しめます

（>ω <）

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

157㎉ 13.9g 7.3g 1.0g
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簡単で美味しい┨

作り置きにも便利┥

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約40分



揚げない酢豚

1　 豚肉はAで下味をつけておく。
2　にんじん、ピーマン、なすは乱切り、玉ねぎはくし型切りにする。
3　鍋に水を入れて火にかけ、（2）のにんじんを入れて少し火が通ったら、

玉ねぎ、なす、ピーマンの順に入れて下茹でをし、水気をきっておく。
4　ボウルにBを入れて混ぜ合わせる。
5　（1）をくるくると巻き、ひと口大に丸め、片栗粉をまんべんなくまぶす。
（あまり大きくすると火が通りにくいので注意する）

6　フライパンに油を入れて熱し、（5）をこんがりときつね色になるように
焼く。（途中で酒大さじ1を加え蓋をすると火が通りやすい）

7　豚肉に火が通ったら（3）を加え炒める。一度火を止めて甘酢あんを加
え、再び火をつけ、とろみがつくまで加熱する。とろみがついたら火を止め、
器に盛り付ける。

・豚もも薄切り 320g
　　・酒 大さじ1
A　・塩 ふたつまみ
　　・こしょう 3ふり
・片栗粉 大さじ3
・油  大さじ1.5
・にんじん 80g
・ピーマン 60g
・なす 100g
・玉ねぎ 200g
甘酢あん	
　　・砂糖 大さじ3
　　・酢 大さじ3
B　・ケチャップ 大さじ2（36g）
　　・しょうゆ 大さじ2
　　・片栗粉 小さじ2

薄切り肉を使うことで

食べやすいですヨ♪

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

251㎉ 17.7g 12.1g 1.1g
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揚げずに焼いて

ヘルシーに☆

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約40分



1　 魚に塩、こしょうをし、薄力粉
を薄くまぶす。

2　溶いた卵にみじん切りにしたパ
セリとAを入れ、衣を作る。

3　衣に（1）をくぐらせ油を熱した
フライパンで焼く。衣が余った
ら魚にかけながら焼く。

4　ブロッコリーは小房に分けて茹
でる。ちぎったレタス、ミニト
マト、ブロッコリーと（3）を
皿に盛り付ける。

・白身魚 70g× 4切
・塩 ふたつまみ
・こしょう 2ふり
・薄力粉 大さじ2
・卵 2個
・パセリ 8g
　　・粉チーズ 大さじ2（12g）
A　・いりごま 小さじ2
　　・しょうゆ 小さじ1
・油 大さじ1
・ブロッコリー 160g
・レタス 100g
・ミニトマト 8個

白
身
魚
の
ピ
カ
タ

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

176㎉ 19.2g 7.3g 0.8g
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1 人分の
栄養価

材料（4人分）

作り方

冷めても美味しいので

お弁当にもオススメで

すよ♪

ふんわり、やわらか!

簡単レシピ☆

調理時間

約25分



さ
わ
ら
の
菜
種
焼
き

1　さわらは、酒と塩をして15分く
らいおく。

2　三つ葉は細かく刻む。ブロッコ
リーは小房に分けて茹でる。

3　ボウルに卵を割りほぐし、A
で調味する。フライパンに油を
入れて弱火にかけ、混ぜなが
らやわらかめの炒り卵を作り、
（2）の三つ葉を加えて混ぜる。
すぐに器にうつす。（卵に火を入
れ過ぎない）

4　さわらはキッチンペーパーで水
気をふきとる。フライパンに油
を入れ9割がた焼けたら（3）
を皮目に平らにのせ、卵に火が
通るまで１～２分弱火で蓋をし
て蒸し焼きにする。

5　器にさわらとブロッコリーを盛
り付ける。

・さわら 70g× 4切
・酒 小さじ2
・塩 1切にひとつまみ
・油 小さじ1
・三つ葉 4本
・ブロッコリー 160g
・卵 2個

A　・砂糖 小さじ1
　　・塩 ひとつまみ
・油 小さじ1

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

190㎉ 18.9g 16.2g 0.7g

1 人分の
栄養価

材料（4人分）

作り方

14
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菜種のように卵をのせて

いつもより豪華に☆

調理時間

約30分

さわら以外の魚でも

美味しく作れます。



鮭のちゃんちゃん焼き風

1　 玉ねぎは薄切りにする。生しいたけは石づきをとり薄切り
にする。えのき茸は根元を切り落とし半分に切り、ほぐし
ておく。しめじは石づきをとり、小房に分ける。

2　青ねぎは斜め切りにする。
3　器にAを入れて混ぜる。
4　アルミホイルを鮭と野菜が包めるぐらいの長さに切る。
5　アルミホイルの上に玉ねぎを広げ、鮭をのせて（3）の
ソースをぬり、きのこ類をのせる。（2）をのせホイルを
閉じる。

6　オーブンを220℃で予熱してから（5）を入れて15分
程度焼く。

7　焼きあがったら皿にのせ、食べるときにレモンを絞る。

・生鮭 60g× 4切
・玉ねぎ 100g
・生しいたけ 4枚
・えのき茸 40g
・しめじ 40g
・青ねぎ 20g
　　・マヨネーズ 大さじ3（36g）
A　・みそ 大さじ1（18g）
　　・みりん 大さじ1
・レモン 1/2個
・アルミホイル 4枚

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

221k㎉ 13.3g 14.8g 0.9g
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鮭以外に、白身魚を

使っても美味しく

作れますヨ★

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約30分



さばの香味焼き

1　生さばは皮目に切り込みを入れ塩、こしょうをふり下味をつける。
2　玉ねぎは薄切りにする。セロリは株元は斜め薄切りに、葉っぱは

ざく切りにしてボウルに入れ、オリーブ油を加えて混ぜ合わせる。
3　パセリはみじん切りにする。
4　ボウルにAを入れて混ぜる。
5　ブロッコリーは小房に分けて茹でる。
6　オーブンの天板にクッキングシートをしき、（2）を広げ、さばを

のせる。さばの上にスライスチーズをのせて混ぜ合わせた（4）
をのせる。

7　オーブンを200℃で予熱してから15~20分焼く。
8　皿に盛り付け、（5）とミニトマトを添える。

・生さば 70g× 4切
・塩 小さじ1/2
・こしょう ふたふり
・玉ねぎ 100g
・セロリ（葉も含む） 80g
・オリーブ油 大さじ1
・スライスチーズ 4枚
　　・パン粉 10g
A　・粉チーズ 大さじ2（12g）
　　・パセリ 4g
・ブロッコリー 80g
・ミニトマト 4個

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

217㎉ 17.6g 13.0g 1.0g
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香味野菜であるセロリを

使うことで、魚臭さが

和らぎ塩分も控えめに

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約45分



付け合わせと盛りつけ 

1　大根は、おろし金ですりおろす。ザルにあけて自然に水気をきる。青じそ
は洗って水気をとる。

2　皿にいわしの蒲焼きを盛り、青じそと大根おろしと甘酢しょうがを添える。
いわしの蒲焼き 

1　開いたいわしはキッチンペーパーで水気をふきとり、薄力粉をまぶす。
2　フライパンに油を入れ、火をつける。いわしは、余分な薄力粉をはたいて

から皮目を上にして中火で焼く。こんがりときつね色になり、フライパン
にくっつかなくなったら裏返す。身が白くなってきたらいったん火を止め、
A を入れてから再び火をつける。

3　たれの泡が細かくなってきたら火を止める。

・いわし 12匹
・薄力粉 大さじ2
・油 小さじ2
　　・しょうゆ 大さじ1

A　・砂糖 大さじ1
　　・酒 大さじ2
付け合わせ
　・大根 240g
　・青じそ 4枚
　・甘酢しょうが 30g

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

154㎉ 8.7g 7.8g 1.0g ご飯がすすむ！

お酒のおつまみにも♪

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約35分

いわしの蒲焼き
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いわしを

手開きする

1　いわしの頭を包丁
で落とす。

2　人差し指で内臓を
かき出す。水でサッ
と洗い、水気をきる。

3　両手にいわしを乗
せ、中心から親指を入れ、骨の上をこするようにして開く。

4　身をはずしながら中骨を引き上げるようにしてはずす。

手開きをする時は

新聞紙を使うと

後片付けも簡単!



サバ缶のスペイン風オムレツ

1　キャベツは1センチ角に切る。サバの
水煮は汁気をきり粗くほぐしておく。

2　卵はボウルに溶きほぐし、（1）、ピザ用チーズ、スキムミルク、塩、
こしょうを加えて混ぜる。

3　直径20センチのフライパンにオリーブ油を熱し、（2）を流し入
れる。半熟状になるまで火を通し、蓋をして弱火で3分焼く。

4　（3）の上下を返し、蓋をしてさらに弱火で3分焼き、火を止
めて2分蒸らす。（上下を返す時に、平らな皿などに１回とりだ
してから返すとよい）

5　アイオリソースは、よく混ぜる。
6　（4）を切り分けて盛り付け、アイオリソースを添える。

・卵 4個
・サバ水煮缶（正味） 150g
・キャベツ 200g
・ピザ用チーズ 30g
・スキムミルク 大さじ2（12g）
・塩 少々
・こしょう 少々
・オリーブ油 大さじ1
アイオリソース	
　・プレーンヨーグルト 大さじ2（30g）
　・マヨネーズ 大さじ2（24g）
　・すりおろしにんにく 小さじ1/3

マヨネーズやケチャップの

味付けに飽きた方必見！

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

275㎉ 18.5g 19.3g 0.9g
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アイオリソースをかけて

食べるとおいしいよ！
1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約40分



さといもの焼き春巻き（鶏肉・えび）

春巻きの具を作る

1　 さといもは洗って、皮ごと湯がいて皮をむく。皮がむけたら鍋に戻して火にかけ、
水気を飛ばす。さといもが熱いうちに塩を加えてつぶし、8等分にする。

2　しょうがはみじん切りにする。フライパンにAを入れてよく混ぜ、火にかけて
鶏肉がそぼろ状になって汁気がなくなるくらいまで煮る。

3　えびは殻をむいて背ワタを取り、酒と片栗粉をまぶして（分量外）汚れを取り除き、
水洗いしてから3つに切る。青ねぎは斜め切りにする。フライパンでBを炒める。

春巻きを作る

1　春巻きの皮に8等分したさといもをのせる。そのうちの4枚にAをのせ、残りの4枚に
Bをのせて巻き、それぞれ巻き終わりを下にしておく。

2　フライパンに油を入れ、春巻きを並べて弱火から中火で両面カリッと焼く。
3　皿に盛り、小房にして茹でたブロッコリーと7ミリ厚さの輪切りにして茹でたに

んじんを添える。

・さといも 300g
・塩  小さじ1/2
 ・鶏ミンチ 60g
 ・しょうが 10g
A ・酒 小さじ1
 ・砂糖 小さじ1
 ・しょうゆ 小さじ1
 ・えび 4尾
 ・青ねぎ 1/2本

B ・酒 大さじ1
 ・塩 ひとつまみ
 ・こしょう 1ふり
 ・カレー粉 少々
・春巻きの皮 8枚
・油  大さじ1
・ブロッコリー 120g
・にんじん 40g

皮ごと茹でるとキレイに

手で皮をむくことができます。

熱いので気をつけてね☆

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

165㎉ 8.7g 5.7g 0.8g
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パリパリの皮とモチッとした

里芋の食感がやみつき（*̂ *̂）

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約50分



ふわふわ卵の牛あんかけ

1　器にAを入れて混ぜる。
2　卵を溶きほぐし、（1）と
混ぜ合わせる。

3　玉ねぎは薄切り、青ねぎは斜め切りにする。
4　フライパンに油を入れ熱し、（2）を入れ中火で半
熟に炒め、器に盛る。

5　フライパンに油を入れ熱し、牛肉、玉ねぎを中火で
炒め、Bを加えてさっと煮る。

6　（5）に水溶き片栗粉でとろみをつけて、（4）にか
け青ねぎをちらす。

・卵  8個
　 ・だし汁（昆布・かつお節） 200㎖
A ・片栗粉 大さじ2
 ・塩 小さじ1/2
・油（卵用） 小さじ2
・牛肉（切り落とし） 200g
・玉ねぎ 200g
・油（牛肉用） 小さじ1
・青ねぎ 40g
あん
 ・だし汁（昆布・かつお節） 600㎖
B ・みりん 大さじ3
 ・うす口しょうゆ 大さじ3
 ・片栗粉 大さじ1
 ・水 大さじ2

卵生地に片栗粉を加える

とふんわり仕上げること

ができます☆

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

394㎉ 23.2g 24.7g 2.1g
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トロトロ

ふわっふわ!♪

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約45分

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。



大豆の天ぷら

1　 茹で大豆は粗く刻んでおく。ひじきは水で戻し茹で、
ザルにあけて水気をきる。

2　ボウルに（1）、桜えびを入れ合わせる。
3　別のボウルにA を入れて混ぜ合わせ、水を加え天
ぷらの衣を作る。

4　（2）の材料を入れたボウルに（3）の衣を加えて
まんべんなく混ぜ合わせる。

5　170℃ぐらいに熱した油に（4）をスプーンなどです
くって落とし入れ、カラッと揚げ、皿に盛り付ける。

・茹で大豆 60g
・ひじき（乾） 4g
・桜えび 15g
　　・スキムミルク 大さじ4（24g）
　　・薄力粉 大さじ4（36g）

A　・卵 1個
　　・塩 ひとつまみ
　　・青のり 小さじ2
・水 大さじ1
・油 適量

市販の茹で大豆を

使うことでより

お手軽に !（^^）

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

151㎉ 8.4g 7.3g 0.3g
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甘さとホクホクの食
感が

たまりません☆

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約20分



五目卵焼き

1　切り干し大根は水で戻してざく切り
にし水気を絞る。しいたけは細切り、
にんじんはせん切りにする。大根はおろし金ですりおろし、ザルにあ
けて自然に水気をきる。青じそは洗って水気をとる。

2　フライパンに油を入れ、切り干し大根、しいたけ、にんじんを炒め、
Bで味付けをする。粗熱をとる。

3　卵を溶きほぐし、Aを加えてよく混ぜ合わせる。さらに（2）の具
を汁ごと加えてよく混ぜ合わせる。

4　油を熱したフライパンに（3）を入れて大きくかき混ぜ、半熟状に
なったら蓋をして弱火で両面を焼く。（巻いていく焼き方でもよい）

5　（4）を食べやすい大きさに切り、青じそと大根おろしを盛り付ける。

・切り干し大根 10g
・生しいたけ 1枚
・にんじん 20g
・油  小さじ1/2
 ・酒 小さじ1
A ・しょうゆ 小さじ1
 ・砂糖 小さじ1
・卵  4個
 ・塩 ひとつまみ
B ・こしょう 1ふり
 ・スキムミルク 大さじ2（12g）
・油  小さじ1
・大根 200g
・青じそ 4枚

中身をふわふわにしても、

しっかりさせても♪

アレンジ多彩☆°*.・。*

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

123㎉ 7.6g 6.6g 0.5g
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切り方を変えるだけで

まるでお店の卵焼き♪
1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約20分


