
ぐるぐるキャベツ

1　 １枚ずつはがしたキャベツを水で洗う。鍋に水と塩を
入れ、沸騰したらキャベツを茹でる。やわらかくなっ
たらザルにあけ、冷めたら太い部分をそぎ切りにする。

2　きゅうりは縦に4等分する。わかめは水で戻し、水気
を絞る。

3　器にAを入れて混ぜる。
4　キャベツ1枚を広げ、手前2センチぐらいの位置に
きゅうり、かにかまぼこ、
わかめを並べて手前から
巻く。

5　ひと口大に切り、器に盛
り付け（3）をかける。

・キャベツ 4枚
・塩 小さじ1/4
・きゅうり 1本
・かにかまぼこ 12本
・乾燥わかめ 2g

A　・レモン汁 大さじ1
　　・しょうゆ 大さじ1

お弁当にgood★

中華味のタレで食べて

もおいしいですヨ♪

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

49㎉ 1.8g 1.2g 1.6g
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D e l i c i o u s

巻きずしを作る要領で

楽しくつくろう!♪

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約20分



いろどりサラダ

1　 ブロッコリーは小さめ
の小房に分けて茹で、
ザルにあけて冷まし、キッチンペーパーで水気を
とる。

2　茹でたこは 1センチ幅に、プロセスチーズは 1セ
ンチ角に、パプリカは1センチの色紙切りにする。
ミニトマトはくし形に4つに切る。アーモンドは粗
く刻む。

3　 ボウルに  Aを入れてしっかり混ぜ合わせる。
4　アーモンド以外の材料を、（3）で和えて器に盛り
付け、アーモンドをちらす。

・ブロッコリー 150g
・茹でたこ 80g
・プロセスチーズ 60g
・パプリカ（黄） 50g
・ミニトマト 6個
・アーモンド（素焼き） 15g
ヨーグルトドレッシング	
 ・プレーンヨーグルト（無糖） 大さじ5（75g）
 ・油 大さじ2

A ・酢 小さじ4
 ・砂糖 小さじ1/2
 ・塩 小さじ1/3
 ・こしょう 2ふり

ヨーグルトドレッシングを覚

えておくと焼き鮭や茹で豚等

にも使えるので便利です。

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

183㎉ 11.1g 12.9g 1.1g
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D e l i c i o u s

鮮やかな色合いで

食卓を華やかに┷
1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約30分



とうがんと豚肉の煮物

1　とうがんは、皮をむき種とワタを取り一口大に切り
熱湯で6~7分茹でる。青ねぎは小口に切る。しょう
がは、すりおろす。豚薄切り肉は2センチ幅に切る。

2　鍋にだし汁ととうがんを入れて火にかけ煮立ったら
Aと豚薄切り肉を加えてさらに煮る。とうがんが十
分に煮込めたら、
水溶き片栗粉でと
ろみをつけ器に盛
りつける。青ねぎ
とおろししょうが
をのせる。

・とうがん 300g
・豚薄切り肉 100g
・だし汁（昆布・かつお節） 600㎖
　　・うす口しょうゆ　 大さじ2
A　・酒 大さじ2
　　・砂糖 小さじ4
　　・片栗粉 小さじ2
　　・水 小さじ4
・青ねぎ 2本
・しょうが 15g

『だし』をしっかりとること

がポイント★

挑戦してみよう♪

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

93㎉ 6.7g 2.6g 1.1g
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D e l i c i o u s

ごはんによく合う

絶品おかず┰

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。



小松菜とチーズのわさびヨーグルト和え

1　 小松菜は茹で、根元を切り落とし2センチ長さに切
り水気を絞る。プロセスチーズは7ミリ角に切る。

2　ボウルにAを入れて混ぜ合わせる。
3　（2）に（1 ）を加えて和え、器に盛り付ける。

・小松菜 250g
・プロセスチーズ 40g
　　・ツナ缶（正味） 70g
　　・プレーンヨーグルト（無糖）
A　　 大さじ4（60g）
　　・わさび 小さじ1（5g）
　　・しょうゆ 小さじ1/4 ヨーグルトで和えると

まろやかな酸っぱさに

なります。

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

102㎉ 7.0g 7.3g 0.6g
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わさびとチーズ
が

やみつきに★

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約20分



キャベツとにんじんのマスタードサラダ

1　 キャベツはざく切りにする。にんじんは3センチ長
さのせん切りにする。

2　鍋に水を入れ火にかけ、沸騰したらキャベツとにん
じんを一緒に茹でる。茹であがったらザルにあけて
冷まし、水気を絞る。

3　ボウルにAを入れて混ぜ合わせる。
4　（3）に（2）を加えて混ぜ、器に盛り付ける。

・キャベツ 200g
・にんじん 40g
　　・粒マスタード 大さじ1（15g）
　　・砂糖 小さじ1
A　・しょうゆ 小さじ1/3
　　・酢 大さじ1/2
　　・油 小さじ1

春キャベツを使うとやわ

らかくて、よりおいしく

出来上がります。

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

43㎉ 1.2g 0.8g 0.3g
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簡単でボリューム満点┥

しっかりかんで食べよう！

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約20分



ゆで卵とキャベツのカレーマヨ和え

1　鍋に卵を水から入れ沸騰
したら弱火にし、10分
茹でる。ゆで卵は殻を
むいて、大きめに切り、
マヨネーズと和える。

2　  ボウルにAを入れて混ぜ合わせる。　　
3　キャベツはせん切りにし、きゅうりは3ミリ幅の斜
め切りにしてから、せん切りにする。にんじんは、
2センチ長さのせん切りにする。

4　（2）に（3）、（1 ）を加えて混ぜ、器に盛り付ける。

・卵 4個
・マヨネーズ 大さじ3（36g）
・キャベツ 200g
・きゅうり 60g
・にんじん 40g
　　・油 大さじ1
　　・酢 小さじ1
A　・カレー粉 小さじ1/2（1g）
　　・塩 小さじ1/2
　　・こしょう 2ふり

ゆで卵は、お好みの

かたさで OK!

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

49㎉ 1.8g 1.4g 1.6g
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カレー×マヨで

よりおいしい!
1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約40分

パンとの相性も

good（＾＾）



チンゲン菜とえのき茸の和え物

1　 チンゲン菜は洗って、茎と葉の部分に分けて3セン
チ長さに切っておく。さらに茎の部分は縦に3ミリ
幅に薄切りにする。

2　えのき茸は根元を切り落とし3センチ長さに切り、
ほぐす。

3　鍋に湯を沸かし、（1）（2）を入れて茹で、ザルに
あけて冷まし水気を絞る。

4　ボウルにAを入れて混ぜる。　
5　（4）に（3）を加えて
和え、器に盛り付ける。

・チンゲン菜 200g
・えのき茸 120g
　　・しょうゆ 大さじ1/2
A　・おろししょうが 小さじ2
　　・ごま油 小さじ1

しょうがとごま油が

アクセントになっています！！

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

23㎉ 1.3g 1.1g 0.4g
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忙しい時に役立つ

簡単な一品♪

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約20分



簡単白和え

1　 ほうれん草は茹でて水にとり、3センチ長さに切っ
て、水気をゆるく絞る。しょうゆ大さじ1をふりか
けてもう一度絞る。

2　しめじは石づきをとり、小房に分ける。
3　にんじんは3センチ長さの短冊に切る。
4　鍋にAとにんじんを入れて煮、にんじんがやわら
かくなったらしめじも加えて煮る。ザルにあけて汁
気をきって冷ます。

5　熱湯をかけて油ぬきした厚揚げをみじん切りにし、す
り鉢に入れすりつぶす。Bを入れて和え衣を作る。

6　（1）（4）を（5）の衣で和え、器に盛り付ける。

・ほうれん草 120g
・しょうゆ 大さじ1
・しめじ 50g
・にんじん 30g
　 ・だし汁（昆布・かつお節）120~150㎖
A ・しょうゆ 小さじ1/2
 ・みりん 小さじ1/2
・厚揚げ 120g
 ・すりごま 20g

B ・砂糖 大さじ1
 ・みそ 大さじ1/2（9g）
 ・うす口しょうゆ 小さじ1

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

100㎉ 5.7g 6.4g 0.6g
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厚揚げを使って

すぐできる!

簡単★和の一品♪

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約30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。



しめじと長芋の梅だれサラダ

1　しめじは石づきをとり小房に分ける。オーブンを
200℃で予熱してからしめじを入れて５分程度焼
く。きゅうりは2ミリ幅の斜め切りにしてからせん
切りにする。長芋は皮をむいて酢水につけ、アクを
抜き、4センチ長さの棒状に切る。（酢水の割合は、
水400㎖に酢小さじ1が目安）

2　梅干しは種をとり除き、包丁で果肉を細かく刻みボ
ウルに入れ、調味料も加えて混ぜ合わせる。

3　（2）に（1）を加え
て混ぜ合わせ、味
がなじんだら器に
盛り付ける。

・しめじ 100g
・きゅうり 60g
・長芋 150g
梅だれ
　・梅干し果肉 24g
　・みりん 小さじ2
　・しょうゆ 小さじ1
　・ごま油 小さじ1

梅だれは、冷奴や豚しゃぶ

等にも使える万能ダレ

（^ з ^）

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

49㎉ 1.8g 1.2g 1.6g
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さっぱりとした

ヘルシーメニュー（*̂ *̂） 

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約20分



えびとブロッコリーのアヒージョ風

1　ブロッコリーは小房に分
け、かために茹でる。

2　しめじは石づきをとり、
小房に分ける。

3　にんにくはみじん切りにする。
4　ミニトマトはくし形に4つに切る。
5　フライパンにオリーブ油を入れて熱し、（3）を中
火で炒め、むきえびと（1）（2）を入れて炒める。塩、
こしょうで調味する。

6　器に（5）（4）を盛り付ける。

・むきえび 240g
・ブロッコリー 60g
・しめじ 100g
・にんにく 1片
・塩 小さじ2/5
・こしょう 3ふり
・オリーブ油 大さじ2
・ミニトマト 8個

アヒージョは、オリーブ油とにんにくで

食材を煮込む料理。耐熱の陶器に熱した

オリーブ油ごと提供するスペイン料理です。

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

125㎉ 13.0g 6.5g 1.0g
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うまみが染み込み

絶品☆！！

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約20分



さつまいもとコーンのおろし和え

1　 大根はすりおろして、ザルにあけ、自然に水気をきる。
2　ボウルにAを入れて混ぜる。
3　さつまいもは1センチ角切りにして、さっと水につけ
水気をきる。ラップをして電子レンジ（600Ｗ）に2分
30秒程度かける。

4　長芋は皮をむいて酢水につけ、アクを抜き1センチ角
に切る。（酢水の割合は、水400㎖に酢小さじ1が目安）
コーンは汁気をきる。

5　（2）に（1）（3）（4）
を加えて和え、器に盛
り付ける。

・大根 320g
・さつまいも 80g
・長芋 70g
・コーン（粒） 60g
甘酢
　　・酢 大さじ2
A　・砂糖 大さじ2
　　・塩 ふたつまみ

茹でた枝豆をさやから

取り出して加えても

いろどりが良い★

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

83㎉ 1.5g 0.5g 0.1g
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コーンとさつまいもの甘
さと、

長芋のシャキシャキ感が絶妙♪

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約15分



切り干し大根のミルク煮

1　 切り干し大根は10分程
度、水で戻し水気を軽
く絞る。にんじんは、2センチ長さのせん切りにする。
干ししいたけは水で戻し水気を絞り、せん切りにす
る。ちくわとさやいんげんは、3ミリ幅の斜め切り
にする。

2　フライパンに油を入れて熱し、（1）、煮干しをいれ
火加減に注意しながら、しんなりするまで炒める。
牛乳と水とうす口しょうゆを加え、時々混ぜながら、
水分がなくなるまで弱火で煮詰める。

3　器に盛り付ける。

・切り干し大根 40g
・にんじん 20g
・干ししいたけ 2枚
・ちくわ 60g
・さやいんげん 20g
・油 小さじ1
・煮干し（頭と腹わたを除く） 10g
・牛乳 100㎖
・水 100㎖
・うす口しょうゆ 小さじ1

牛乳を煮詰めることでコクがでるの

で砂糖を使用なくてもおいしいです。

煮干しも食べられて栄養満点♪

エネルギー たんぱく質 脂　質 塩　分

60㎉ 4.7g 2.5g 0.7g
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楽しく作って

骨量アップ!!

1 人分の
栄養価

材料（4人分） 作り方

調理時間

約30分


