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■事業内容：1.レシピ開発 

1.レシピ開発 

 栄養士、食生活アドバイザーと連携し、食事バランスガイド等の科学的根拠に基づき、栄養バランス

が取れたレシピを100レシピ開発した。被災を受けた住民の方たちは、依然として厳しい環境の中で生

活をしていることから、旬の野菜を活用することが家計にやさしく、栄養価も高いことから、旬の野菜

を活用したレシピ開発を行った。また、仮設住宅ではコンロの周辺が壁に近いために、汚れと火事が心

配といった声があることから、簡単な調理方法であることと、栄養バランスが取れるレシピ開発である

ことを心掛けた。 

・協力先：一般社団法人 東北フードサービス 

1.生姜の佃煮 

【材料】（作りやすい分量）  
生姜・・・大きめのかたまり1つ  
醤油・・・大さじ2  
黒糖・・・小さじ1   
【作り方】  
①生姜の皮をむいて、細かく千切りにする。 ②フライパンで軽く数十秒乾煎りする。火が
回ったら醤油をまわしかけ、黒糖を足してなじませながら中火で3分くらい炒める。 ③生姜に
醤油がしみてしんなりしたら火からおろして粗熱が取れたら器に移して出来上がり。  
※瓶詰めして作り置きしておくと便利。炊き立てのご飯に混ぜたり、湯豆腐の薬味としてもお
すすめ。  
   
（1人分：1食分大さじ1程度 8kcal/食塩相当量 0.7g）  

2.ポカポカ生姜スープ 

【材料】（2人分）  
生姜（すりおろし）・・・小さじ2  
鶏がらスープの素・・・小さじ1/2  
熱湯・・・300ｍｌ  
ネギ・・・適量  
白ごま・・・適量  
【作り方】  
①カップ（器）に生姜のすりおろし、鶏がらスープの素、刻んだねぎと白ごまを入れ、熱湯を
注いで出来上がり。  
※お好みでわかめを入れると、満足感がありますよ。  
   
（1人分 11kcal/食塩相当量 0.9g）  

3.豚肉と生姜の煮物（主菜） 

【材料】（2人分）  
大根・・・8㎝分  
豚バラ肉・・・200ｇ  
生姜・・・１片  
炒め用油・・・少々  
【作り方】  
①大根は半分にしてそれぞれ8等分に切り生姜は千切りに切る。 ②油を引いた鍋で生姜を炒め、
大根を入れて炒める。大根に油がまわったら豚肉を入れて炒める。 ③豚肉の色が大体変わっ
たら、かぶるくらいの水を入れて（800cc前後ぐらい）沸騰させる。沸騰したらしっかりあく
を取る。 ④砂糖、酒、みりん、醤油を入れて中火で煮込む。 ⑤大根に完全に火が通り、味が
染みたら出来上がり。  
 
（1人分 265kcal/食塩相当量 1.5g）  

砂糖・・・大さじ２  
酒・・・大さじ２  
みりん・・・大さじ１  
醤油・・・大さじ2   
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4.生姜としらすの炊き込みご飯（主食） 

【材料】（2人分）  
・炊き込み用  
米・・・1合  
生姜・・・大さじ1  
水・・・1合分  
酢・・・小さじ1  
【作り方】  
①米1合は研いで、いつもどおりの分量のお水を入れる。 ②みじん切りにした生姜と酢を入れ、
いつもどおりに炊く。 ③炊き上がったら、刻んだ生姜としらす、そして大葉を加えさっと混
ぜれば出来上がり。  
   
（1人分：ご飯150ｇ  338kcal/食塩相当量 1.0g）  

5.生姜が香る塩うどん（主食） 

【材料】（2人分）  
長ネギ・・・1/2本  
うどん・・・2玉（400ｇ）  
生姜（すりおろし）・・・1片分  
白だし・・・小さじ1  
水・・・600cc  
【作り方】  
①水と、鶏団子を入れて煮立たせる。煮立ったら白だしと塩で味を調える。 ②①が沸騰した
ら、細切りにしたネギと生姜を入れる。 ③ネギがしんなりしたらうどんを入れて、食べる寸
前にゆずの皮の千切りを入れて出来上がり。  
※鶏団子の代わりに、鶏むね肉でもOK。良いだしが出ますよ。  
   
（1人分 283kcal/食塩相当量 2.7g）  

6.鶏の生姜焼き（主菜） 

【材料】（2人分）  
鶏もも肉・・・1枚  
生姜(すりおろし)・・・1片分  
酒・・・大さじ1  
みりん・・・大さじ1  
醤油・・・大さじ1  
一味唐辛子・・・適量  
ごま油・・・小さじ1   
【作り方】  
①鶏もも肉はひとくち大に切る。 ②ボウルに生姜、酒、みりん、醤油を入れ混ぜ合わせる。  
③フライパンにゴマ油を熱し、鶏もも肉の両面にしっかりと焼き色がつくまで焼く。 ④余分
な脂を拭き取り、②を加えて煮汁をからめ、仕上げに一味唐辛子を振れば出来上がり。  
   
（1人分 351kcal/食塩相当量 1.7g）  

・仕上げ用  
生姜・・・小さじ1  
しらす・・・大さじ2～3杯  
大葉・・・3～4枚  

鶏団子（市販のもの ）・・・60ｇ  
塩・・・少々  
ゆずの皮・・・お好みの量  

7.生姜と油揚げの炊き込みご飯（主食） 

【材料】（2人分）  
生姜・・・1かけ弱  
米・・・1合  
油あげ・・・1/2枚  
醤油・・・大さじ1/2  
酒・・・大さじ1/2  
和風だし（顆粒）・・・小さじ1  
水・・・調味料を入れて残り1合分まで  
【作り方】  
①生姜の皮をむいて千切りにする。 ②油あげは油抜きし、小さく切る。 ③研いだ米に、生姜
と油揚げ、調味料を全部入れて、1合のご飯を炊くときの目盛りまでお水を入れ、軽く混ぜ合
わせていつも通りに炊けば出来上がり。  
   
（1人分：ご飯150ｇ  375kcal/食塩相当量 1.5g）  



5 

■事業内容：1.レシピ開発 

8.長ネギのきんぴら（副菜） 

【材料】（2人分）  
長ネギ・・・1  本  
赤唐辛子(種を取り輪切り）・・・1/2本分  
サラダ油・・・大さじ1/2  
酢・・・大さじ1/2  
みりん・・・大さじ1/2  
酒・・・大さじ1/2  
醤油・・・大さじ1/2  
  【作り方】  
①長ネギを5cm幅に切り揃える。 ②フライパンにサラダ油を熱し長ネギを入れ焼き色がつく
まで炒める。 ③赤唐辛子、調味料を混ぜ合わせ、②に加えて汁気が少なくなるまで炒め煮に
すれば出来上がり。  
   
（1人分 69kcal/食塩相当量 0.7g）  

9.韓国風ネギサラダ（副菜） 

【材料】（2人分）  
長ネギ・・・2本  
醤油・・・大さじ1  
酒・・・大さじ2  
酢・・・大さじ2  
砂糖・・・大さじ1/2  
一味唐辛子・・・大さじ1/2（お好みで調整）  
ごま油・・・大さじ1  
白ごま・・・小さじ1  
【作り方】  
①しらがネギを作り、水にさらす。 ②ボウルに調味料を全て混ぜ合わせ、タレを作る。  
③①の水気を切り、②と絡めて出来上がり。  
   
（1人分 149kcal/食塩相当量 1.3g）  

10.長ネギと生姜の酢味噌和え（副菜） 

【材料】（2人分）  
長ネギ・・・1本  
味噌・・・大さじ1  
酢・・・大さじ3  
砂糖・・・大さじ1  
生姜（すりおろし）・・・小さじ1程度   
【作り方】  
①ネギを5～6cmに切る。 ②①を沸騰した鍋に入れて、再沸騰してきたらザルにとって水気を
切る。 ③ボウルに味噌、酢、砂糖、生姜を入れ合わせる。 ④③に②を入れ、混ぜ合わせれば
出来上がり。  
   
（1人分 68kcal/食塩相当量 1.2g）  

11.長ねぎと鶏ささみのゆず胡椒風味（主菜） 

【材料】（2人分）  
長ネギ・・・1本  
鶏ささみ・・・2本  
酒・・・大さじ1  
ポン酢醤油・・・大さじ2  
醤油・・・小さじ1  
ごま油・・・小さじ1/2  
ゆず胡椒・・・小さじ1/2  
【作り方】  
①ささみはすじを取り、一口大のそぎ切りにする。 ②①を耐熱容器に重ならないように並べ、
酒を回し入れ、ふんわりラップをして約4分レンジでチンする。余熱で中まで火を通すため、
すぐにラップは外さない。 ③ネギは斜め切りにし、同じく耐熱容器に並べ（ラップはしな
い）そのままレンジで約3分チンする。 ④器に調味料を全部混ぜてタレを作り、最後に②と③
を入れて混ぜ合わせれば出来上がり。  

（1人分 82kcal/食塩相当量 1.8g）  
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12.ネギ玉（主菜） 

【材料】（2人分）  
長ネギ・・1本  
卵・・・2個  
ごま油・・・大さじ1  
和風だし（顆粒）・・・小さじ1  
【作り方】  
①長ネギを1cmくらいに切る。 ②ごま油を引いたフライパンで、①を焦げ目がつくように炒
める。 ③卵と和風だしを合わせて溶き、②に回し入れ軽くかき混ぜる。卵が好みの硬さに火
が通ったら出来上がり。  
   
（1人分 156kcal/食塩相当量 1.0g）  

13.簡単ネギ味噌 
【材料】（作りやすい分量）  
長ネギ・・・2本  
味噌・・・大さじ4  
醤油・・・大さじ1/2  
みりん・・・大さじ2  
砂糖・・・大さじ2  
酒・・・大さじ1  
【作り方】  
①ネギ、ニンニク、生姜、梅干しはそれぞれみじん切りにしておく。味噌、醤油、みりん、砂
糖、酒を全て合わせておく。 ②フライパンを熱してサラダ油を入れ、みじん切りにしたニン
ニクと生姜を香りが出るまで焦がさないように炒め、香りが出たらネギを入れてしんなりする
まで炒める。（中火で2～3分） ③ネギがしんなりしたら①の合わせ調味料と梅干しを入れて
ねぎと絡めながら焦がさないように炒め、最後に鰹節を入れて更に煮詰めたら出来上がり。  
   
（1食分大さじ1杯の場合 27kcal/食塩相当量 0.6g）  

14.長ネギとじゃがいものチヂミ（副菜） 

【材料】（2人分）  
長ネギ(みじん切り) ・・・1/2本  
じゃがいも（千切り）・・・1/2個  
卵・・・1個  
薄力粉・・・大さじ4  
片栗粉・・・大さじ1  
【作り方】  
①材料を全部ボウルに入れ、滑らかになるまで混ぜる。 ②フライパンに大さじ2の油を入れ、
生地を入れ広げる。 ③中火でじっくり焼いて、きつね色の焦げ目がついたら裏返し、油大さ
じ1を回りから入れて、もう片面が焼けたら器に盛り、最後に仕上げのごま油をかければ出来
上がり。  
   
（1人分 353kcal/食塩相当量 1.6g）  

15.すし酢で簡単なます（副菜） 

【材料】(2人分)  
大根・・・1/4本（せん切り）  
にんじん・・・1/4本（せん切り）  
市販のすし酢・・・大さじ2  
塩・・・2つまみ程度  
【作り方】  
① 千切りした大根とにんじんに塩をからめてしばらく置いておく。 ② 20分位置き、①がしん
なりしたら、手でギュっときつく絞り、すし酢をからめたら出来上がり。  
   
（1人分49kcal/食塩相当量1.4g）  

ニンニク・・・1片  
生姜・・・1片  
梅干し果肉・・・1個分  
鰹節（小パック）・・・1袋（3g）  
サラダ油・・・大さじ1  
※1食分は大さじ1～2杯程度   

ごま油（仕上げ）・・・小さじ1  
塩・コショウ・・・少々 
水・・・50ml  
鍋用サラダ油・・大さじ2＋1  
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16.大根の葉っぱナムル（副菜） 

【材料】(2人分)               
大根の葉・・・1本分  
にんじん・・・3～4cm程度  
ごま油・・・大さじ1/2  
醤油・・・大さじ1/2  
コショウ・・・少々  
ニンニク（すりおろし）・・・少量（1/2片分程度）※チューブでも可  
白ゴマ・・・大さじ2  
【作り方】  
①大根の葉は、キレイに洗って、さっとゆで、食べやすい大きさに切る。 ②にんじんは千切
りにして、同じようにさっとゆでる。 ③ボウルに全ての調味料を入れ、茹でた大根の葉とに
んじんを加え混ぜ合わせる。 ④30分程度おき、味がなじんだら出来上がり。  
   
（1人分151kcal/食塩相当量0.7g）  

17.大根と豚肉の中華風ピリ辛炒め（主菜） 
【材料】(2人分)  
豚肉こま切れ・・・100ｇ  
大根・・・1/4本  
ごま油・・・大さじ1  
鶏ガラスープ（顆粒）・・・小さじ1  
醤油・・・大さじ1  
酒・・・大さじ2  
鷹の爪（輪切り）・・・ひとつまみ  
【作り方】  
①豚肉を1ｃｍ幅程度の食べやすい大きさに、大根は縦に細長く切り、繊維に沿って細切りに
する。 ②フライパンにごま油を熱し、豚肉と大根を強火で炒める。豚肉に火が通る程度まで。  
③②のフライパンに水をひたひたに入れ、鶏ガラスープ、醤油、酒、鷹の爪を加え弱めの中火
で15分、あくをすくいながら炒め煮にする。煮汁が半分以下になれば出来上がり。  
   
（1人分286kcal/食塩相当量1.4g）  

18.大根のケチャップ煮（副菜） 

【材料】(2人分)  
大根・・・6cm  
水・・・150cc  
ケチャップ・・・大さじ2  
鶏がらスープ（顆粒）・・・小さじ1  
粗挽き黒コショウ・・・お好みの量  
【作り方】  
①大根は食べやすい厚さでいちょう切りにし、分量の水で茹でる。 ②大根が柔らかくなった
ら、ケチャップ・鶏がらスープ・を加えて煮込む。 ③煮汁が少し残る程度まで煮詰めて最後
に粗挽き黒コショウを振れば出来上がり。  
   
（1人分33kcal/食塩相当量0.5g）  

19.大根と厚揚げの煮物（主菜） 

【材料】(2人分)  
大根・・・5cm程  
厚揚げ・・・2枚  
出し汁・・・1カップ  
砂糖・・・大さじ2  
酒・・・大さじ1/2  
醤油・・・大さじ1  
【作り方】  
①大根は1cmの厚さで半月切りにして下ゆでする。厚揚げは熱湯をかけ油抜きをし、大根と同
じぐらいの大きさに切る。 ②鍋に全ての調味料を入れ温め、沸騰する前に大根、厚揚げを入
れて落とし蓋をし弱火～中火で味が染みるまで煮れば出来上がり。  
    
（1人分355kcal/食塩相当量1.4g）  
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20.大根の葉と油揚げの炒め物（副菜） 

【材料】(2人分)  
大根の葉・・・1本分  
油揚げ・・・1枚  
醤油・・・大さじ1  
みりん・・・大さじ1  
白ごま・・・大さじ1  
一味唐辛子・・・適量  
ごま油・・・大さじ1  
【作り方】  
①大根の葉をみじん切りにする。 ②油揚げはぬるま湯で軽く洗い（油抜き）、縦に3つに切っ
てから細切りにする。 ③フライパンにごま油を熱し、大根の葉を入れ炒める。油が回ったら
油揚げを入れ、さらに炒める。 ④全体的に火が通ったら、みりん、醤油を入れ、最後に白ご
まと一味唐辛子を入れて出来上がり。 

21.大根の「つま」で簡単一品（副菜） 

【材料】(2人分)  
大根のつま・・・一掴み程度（絞った状態で）  
塩昆布・・・2つまみ程度  
炒りごま・・・小さじ1  
【作り方】  
①つまを塩もみしてさっと水で洗いしギュッと絞ったら塩昆布と和える。  
②仕上げに炒りごまを散らせば出来上がり。  
   
（1人分25kcal/食塩相当量0.5g）  

22.さばのトマトカレー（主菜） 

【材料】（2人分）  
さばの水煮缶・・・1缶  
カットトマト缶・・・1缶  
玉ねぎ・・・1/2個  
塩・・・少々  
コショウ・・・ 少々  
【作り方】  
①フライパンに油をひき、生姜、ニンニク（チューブでも可）を炒め、玉ねぎのみじん切りを
加えきつね色になるまで炒める。 ②①にさばの水煮缶を加えほぐしながら炒め、カットトマ
トも加え炒める。 ③トマトがグツグツしてきたら味噌、カレー粉を加え、塩コショウで味を
調える。 ④汁気がなくなるまで中火～弱火でじっくり煮詰めれば出来上がり。  
 
 
（1人分527kcal/食塩相当量2.6g）※ご飯（180ｇ）も含めた値です。  

23.手軽にお魚ハンバーグ（主菜） 

【材料】（2人分）  
さんまの蒲焼缶・・・2缶  
玉ねぎ・・・中1個  
パン粉・・・大さじ6  
片栗粉・・・大さじ4  
サラダ油・・・大さじ1  
【作り方】  
①さんまの蒲焼缶と玉ねぎをみじん切りにする。  
②ボウルに①とパン粉、片栗粉を合わせてこね、全体がしっとりと馴染んだらお好みの大きさ
に成形する。  
③サラダ油を熱したフライパンで両面をこんがり焼けば出来上がり。  
   
（1人分407kcal/食塩相当量1.6g）  

（1人分192kcal/食塩相当量1.4g）  

☆味噌・・・小さじ1  
☆カレー粉・・・大さじ1  
生姜（すりおろし）・・・小さじ1  
ニンニク（すりおろし）・・・小さじ1  
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24.さんま缶で簡単チャーハン（主食） 

【材料】（2人分）  
さんまの蒲焼缶・・・2缶  
長ネギ・・・適量  
玉ねぎ・・・1/2個  
温かいご飯・・・2膳分(約300g)  
コショウ・・・少々  
サラダ油・・・小さじ1  
【作り方】  
①長ネギは輪切り、玉ねぎはみじん切りにする。 ②フライパンにサラダ油をひき、玉ねぎを
炒める。 ③さんまの蒲焼缶の身の部分を入れ、ほぐしながら炒める。 ④温かいご飯を加えパ
ラパラになったらさんまの蒲焼缶の汁を回しかけ、コショウで味を調えながら炒め、最後に長
ネギを加えたら出来上がり。  
   
（1人分574kcal/食塩相当量1.4g）    

25.さば缶と小松菜の味噌炒め（主菜） 

【材料】（2人分）  
さば缶（味噌味）・・・1缶  
小松菜・・・2株分(約100g)  
一味・・・適量  
サラダ油・・・小さじ1  
【作り方】  
①小松菜は、食べやすい大きさに切って置く。  
②フライパンに油を入れ、小松菜を炒め、さば缶を入れる。  
③さば缶をほぐしながら小松菜と混ぜ合わせ、仕上げに一味をふれば出来上がり。  
   
（1人分152kcal/食塩相当量0.6g）  

26.さば缶と白菜の煮物（主菜） 

【材料】（2人分）  
さば缶（味噌味）・・・1缶  
白菜・・・約1/4  
生姜（すりおろし）・・・小さじ1  
醤油・・・大さじ1  
みりん・・・大さじ1  
【作り方】  
①白菜を適当な大きさに切って鍋に入れます。（芯の部分は下の方へ）  
②その上に醤油とみりん、生姜を入れてさば缶を少しほぐしてから入れる。  
③焦がさないように中火くらいで10分程煮込んだら出来上がり。  
   
（1人分162kcal/食塩相当量1.9g）  

27.大豆とツナの簡単サラダ（主菜） 

【材料】（2人分）  
大豆（水煮缶）・・・1缶  
ツナ（水煮缶）・・・1缶  
玉ねぎ（みじん切り）・・・1/4個分  
レモン汁・・・大さじ1  
パセリ（みじん切り）・・・小さじ1  
※パセリの代わりに大葉でも可。  
オリーブオイル・・・小さじ1  
塩・・・小さじ1/3   
【作り方】  
①大豆とツナは水気を切って、ボウルに入れ混ぜ合わせる。 ②①に玉ねぎ、レモン汁、パセ
リ、オリーブオイルを入れ、塩で味を調えながら混ぜ合わせれば出来上がり。  
   
（1人分126kcal/食塩相当量1.3g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

28.ツナのピザトースト（主食） 

【材料】（2人分）  
さんまの蒲焼缶・・・2缶  
長ネギ・・・適量  
玉ねぎ・・・1/2個  
温かいご飯・・・2膳分(約300g)  
コショウ・・・少々  
サラダ油・・・小さじ1  
【作り方】  
①長ネギは輪切り、玉ねぎはみじん切りにする。 ②フライパンにサラダ油をひき、玉ねぎを
炒める。 ③さんまの蒲焼缶の身の部分を入れ、ほぐしながら炒める。 ④温かいご飯を加えパ
ラパラになったらさんまの蒲焼缶の汁を回しかけ、コショウで味を調えながら炒め、最後に長
ネギを加えたら出来上がり。  
   
（1人分574kcal/食塩相当量1.4g）    

25.さば缶と小松菜の味噌炒め（主菜） 

【材料】（2人分）  
ツナ・・・1缶  
食パン・・・2枚  
トマトソース（ケチャップでも可）・・・大さじ2  
ピザ用もしくはとろけるチーズ・・・一掴みまたは1枚  
ブラックペッパー・・・適量  
【作り方】  
①食パンにトマトソースをタップリ塗り、シーチキン缶の余分な油を落としたものを全体にの
せる。  
②最後にチーズをのせ、お好みの量のブラックペッパーをふり、トースターでチーズがとろけ
るぐらいに焼けば出来上がり。  
   
（1人分260kcal/食塩相当量1.8g） 

29.生姜きんぴら（副菜） 

【材料】（2人分） 
生姜・・・200g 
砂糖・・・大さじ2 
醤油・・・大さじ1 
酒・・・大さじ1 
一味唐辛子・・・少々 
白ごま・・・適量 
サラダ油・・・適量  
 【作り方】  
①生姜を千切りにする。②フライパンにサラダ油を熱して生姜を炒める。③火が通ってきたら
砂糖、醤油、酒を入れて煮詰める。④汁けがなくなったら、一味唐辛子と白ごまを入れて出来
上がり。  
 
（1人分109kcal/食塩相当量1.3g）  

30.アボカドのニンニク漬け（副菜） 

【材料】（2人分） 
アボカド・・・1個 
ニンニク・・・1片分（すりおろす）※チューブでも可 
長ネギ・・・2ｃｍ程度をみじん切り 
白ごま・・・大さじ1/2 
酢・・・大さじ1/2 
醤油・・・大さじ1 
はちみつ・・・小さじ1/2 
一味唐辛子・・・少々 
【作り方】 
①アボカドは皮をむいて1.5ｃｍ角に切る。②ボウルにアボカド以外の材料を入れて混ぜ、ア
ボカドを加え混ぜ20分程度おいて、味をなじませれば出来上がり。  
 
（1人分188kcal/食塩相当量1.3g） 
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■事業内容：1.レシピ開発 

31.空芯菜のニンニク炒め（副菜） 

【材料】（2人分） 
空芯菜・・・一束 
ニンニク・・・2片 
唐辛子・・・1/2本分 
塩・・・ひとつまみ 
オイスターソース・・・大さじ1 
醤油・・・少々 
サラダ油・・・大さじ2 
【作り方】 
①空芯菜を洗い、5cmほどの長さにカットする。②ニンニクは皮を剥いて薄切り、唐辛子は輪
切りにしておく。③フライパンにサラダ油を入れ、ニンニクと唐辛子を入れてから点火する。 
④弱火で焦げないように炒め、ニンニクの香りが出てきたら強火にし、空芯菜を入れて炒める。 
⑤空芯菜に油が回ったら、塩を入れ炒める。⑥オイスターソース、醤油を入れ、全体に味が
回ったら出来上がり。  

32.ピーマンのツナ缶詰め（主菜） 

【材料】（2人分） 
ピーマン・・・5個 
ツナ缶・・・2缶（オイルを切っておく） 
玉ねぎ（みじん切り）・・・1/2個 
マヨネーズ・・・大さじ4 
塩・コショウ・・・少々 
オリーブオイル・・・適量 
【作り方】 
①ピーマンは半分に切って種を取り除いておく。②ボウルに、ツナ缶（オイルを切っておいた
もの）、玉ねぎ、マヨネーズ、塩・コショウを入れ、よく混ぜておく。③②の具をピーマンに
詰め、トースタートレイにアルミホイルを敷き、オリーブオイルを塗って③を並べ、約5～7分
間焼いたら出来上がり。  
 
（1人分439kcal/食塩相当量1.1g）  

33.ツナマヨ丼（主食） 

【材料】（2人分） 
ツナ缶（水煮）・・・2缶 
マヨネーズ・・・小さじ1 
大葉・・・2枚 
ご飯・・・2杯(300g) 
醤油・・・お好みで 
【作り方】 
①丼ぶりにご飯を盛り、ザルにあけてキッチンペーパーで程よく水気を切ったツナ缶をほぐし
ながらご飯の上に乗せる。 
②大葉の千切りを全体にのせ、マヨネーズを真ん中にのせれば出来上がり。  
 
（1人分325kcal/食塩相当量0.9g）  

34.かぶと小松菜の炒め物（副菜） 

【材料】（2人分） 
かぶ・・・2個 
小松菜・・・1/2束 
ツナ缶（水煮）・・・1缶 
オリーブオイル・・・小さじ1 
鶏ガラスープの素（顆粒）・・・小さじ1 
【作り方】 
①かぶは厚めに皮を剥き8等分のくし形に切り、小松菜はざく切りにする。 
②熱したフライパンにオリーブオイルを入れツナ缶、小松菜の茎の部分とかぶを入れ炒める。 
③全体的に火が通ったら、小松菜の葉と鶏ガラスープの素（顆粒）を入れ、小松菜の葉がしん
なりしたら出来上がり。  
 
（1人分67kcal/食塩相当量1.2g）  

（1人分144kcal/食塩相当量1.5g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

35.かぶのゆず胡椒風味漬け（副菜） 

【材料】（2人分） 
かぶ・・・2個 
柚子胡椒（ﾁｭｰﾌﾞ）・・・3cm程 ※お好みで加減 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ1/2 
醤油・・・小さじ1/2  
【作り方】 
①かぶは皮を剥き、好みの大きさにスライスする。 
②ビニール袋に全ての材料を入れ、軽く揉み込む。冷蔵庫で30分～1時間程味をなじませれば
出来上がり。  
 
（1人分18kcal/食塩相当量0.8g）  

36.かぶの梅かつお和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
かぶ・・・2個 
塩・・・小さじ1/2 
梅干し（大）・・・1個 
大葉・・・4枚 
かつお節・・・1袋（小袋3ｇ程度） 
麺つゆ（濃縮）・・・小さじ1 
【作り方】 
①かぶは皮をむき一口大に切り、ボウルに入れ塩をよくもみこみ、10分程置いたら出た水分を
捨てる。②梅干は種を取り除き細かく刻み、大葉は千切りにする。③①に②と残りの材料を入
れ、味がなじむように良く合えれば出来上がり。  
   
（1人分25kcal/食塩相当量2.1g）  

37.かぶと鶏ささみのバター醤油炒め （主菜） 

【材料】（2人分） 
小かぶ・・・2個 
鶏ささ身・・・2枚 
バター・・・大さじ1 
塩・コショウ・・・少々 
酒・・・大さじ1 
醤油・・・大さじ1     
【作り方】 
①鶏ささ身は一口大に切り、塩を軽くまぶしておく。②かぶは皮をむき、根元の葉を少し残し
て4等分から6等分に切る。葉も3cm幅ぐらいに切る。③熱したフライパンにバターを入れ溶
けたら、かぶを入れバターを絡ませてふたをして弱火で蒸すように炒める。④かぶが透き通っ
てきたら①を加え、鶏ささみの色が変わってきたら酒、かぶの葉を加えてさらに炒める。葉が
しんなりしてきたら醤油を加え、塩・コショウで味を調えて出来上がり。  

38.大根の明太子和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
大根・・・200g 
塩・・・少々 
明太子・・・25g（約1本分） 
マヨネーズ・・・大さじ1 
白ごま・・・少々 
【作り方】 
①大根を細切りにし、ボウルに入れ塩を入れて揉み、しばらく置いておく。 
②水分が出てしんなりしてきたらざるに入れてさっと洗い、手で絞ってボウルに入れる。 
③②に明太子をほぐし、マヨネーズ、白ごまを入れ混ぜ合わせれば出来上がり。  
 
（1人分125kcal/食塩相当量1.3g）  

（1人分122kcal/食塩相当量1.7g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

39.大根しりしりー (副菜) 

【材料】（2人分） 
大根・・・300ｇ 
ごま油・・・大さじ2 
ツナ缶（油きりしておく）・・・1缶 
塩・コショウ・・・少々 
醤油・・・大さじ1/2 
卵・・・2個 
【作り方】 
①大根を千切りにし、フライパンにごま油を入れ大根を炒める。 
②油きりしたツナ缶を加えさらに炒め、塩・コショウ、醤油で味付けをし、溶き卵を加えて炒
め、卵に火が通ったら出来上がり。  
 
（1人分323kcal/食塩相当量1.5g）  

40.ごぼうと豚バラ肉の旨煮 (主菜) 

【材料】（2人分） 
ごぼう・・・300ｇ 
豚バラスライス・・・160g 
人参・・・1本 
しいたけ・・・4個 
糸こんにゃく・・・1パック 
水・・・300cc 
サラダ油・・・適量 
【作り方】 
①肉は5cm幅に、しいたけはスライス、糸こんにゃくは適度に、ごぼうと人参は一口大程に切
る。②肉と野菜を油で炒め、肉に火が通ったら水・酒・醤油・砂糖・和風だしを加え混ぜ、落
とし蓋をして40分程煮れば出来上がり。  
 
（1人分499kcal/食塩相当量1.9g）  

41.ごぼうのカリカリ揚げ (副菜) 

【材料】（2人分） 
ごぼう・・・1本 
酢・・・適量（ごぼうのあく抜き用） 
片栗粉・・・適量 
揚げ油・・・適量 
醤油・・・大さじ1 
砂糖・・・大さじ1 
水・・・大さじ1 
黒ごま・・・適量 
【作り方】 
①ごぼうを5cm程の長さで拍子切りし酢水につけておく。ざるにとりよく水気を拭き、片栗粉
をまぶし油で揚げる。②フライパンに黒ごま以外の調味料を全部入れ、煮立たせたら揚げたご
ぼうをからめ、仕上げに黒ごまを振って出来上がり。  

42.ごぼうとしめじのバター醤油炒め (副菜) 

【材料】（2人分） 
ごぼう・・・1/2本 
しめじ・・・1/2袋 
ベーコン・・・2枚 
バター・・・5ｇ 
醤油・・・小さじ1/2 
【作り方】 
①フライパンに1cm幅に切ったベーコンを炒める。 
②縦半分に切ってから斜め薄切りにしたごぼうとしめじを入れ、ごぼうに火が通るまでゆっく
り炒める。 
③最後にバターと醤油を加え、さっと絡めて出来上がり。  
 
（1人分133kcal/食塩相当量0.7g）  

酒・・・大さじ2 
醤油・・・大さじ1 
砂糖・・・大さじ1 
和風だし・・・小さじ1/2 

（1人分261kcal/食塩相当量1.3g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

43.ごぼうと豆腐のそぼろ (主菜) 

【材料】（2人分） 
ごぼう・・・1/2本 
木綿豆腐・・・１丁 
酒・・・小さじ1 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ2 
水・・・50cc 
生姜・・・1片（みじん切り） 
【作り方】 
①フライパンに四角いみじん切りにしたごぼうと豆腐を入れ、酒をまわしかけ豆腐を崩しなが
ら炒める。 
②酒の水分が飛んだら麺つゆと水、みじん切りにした生姜を入れて水分が飛ぶまで炒り煮すれ
ば出来上がり。  
 
（1人分102kcal/食塩相当量1.8g）  

44.簡単ごぼう茶  

【材料】（作りやすい分量） 
ごぼう・・・1本 
【作り方】 
①ごぼうに付いている汚れや泥をたわしでこすり水洗いする。 
②スライサーで皮のままごぼうを削ぎ切りする。あく抜きはしない。 
③②を半日ほど天日干しする。たまにかき混ぜてまんべんなくカラカラに干す。 
④干し終わったごぼうをフライパンで10分ほど炒めて出来上がり。冷めたら密閉容器等に入れ
て保存しておくと便利。 
【飲み方】 
①急須に一つまみ入れ、熱湯を注ぐ。 
②2～3分おき（香ばしい風味と茶の色が出る）、湯のみに注ぐ。  
 
（1人分0kcal/食塩相当量0.0g）  

45.ごぼうチップス (副菜) 

【材料】（2人分） 
ごぼう・・・1本 
小麦粉・・・大さじ3 
塩・・・少々 
粗挽き黒コショウ・・・少々 
揚げ油・・・適量 
【作り方】 
①ごぼうはたわしでよく洗い、皮ごとピーラーで薄く切る。 
②切ったごぼうを5分程水につけアクをとる。その後、ざるにあけ水気をよく切る。 
③ビニール袋に、②と小麦粉、塩、粗挽き黒コショウを入れ全体にまぶす。 
④③を180度の油できつね色に揚げて出来上がり。  
 
（1人分242kcal/食塩相当量0.3g）  

46.春菊と豚肉のカリカリ炒め (主菜) 

【材料】（2人分） 
春菊・・・1/2束 
豚バラ肉・・・200g 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ1と1/2 
ごま油・・・小さじ1 
生姜（すりおろし）・・小さじ1 
かつお節・・・5～6g 
【作り方】 
①豚バラ肉と春菊は食べやすい大きさに切る。②フライパンごま油をひき、豚バラ肉をカリカ
リになるまでじっくり炒める。（余分な油はキッチンペーパーなどで取る）③豚バラ肉がカリ
カリになったら、春菊の茎を加えて炒める。火が通ったら、春菊の葉を加えてさっと炒める。 
④麺つゆと生姜を加えて味をなじませ、火を止めて最後にかつお節を加えて軽く混ぜれば出来
上がり。  

（1人分408kcal/食塩相当量1.4g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

47.春菊のゆず胡椒和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
春菊・・・1束 
塩（茹で用）・・・少々 
ポン酢醤油・・・大さじ1 
マヨネーズ・・・大さじ1 
ゆず胡椒・・・小さじ1 
黒ゴマ・・・小さじ1 
【作り方】 
①春菊を塩茹でする。好みの固さになったら、鍋から出して軽く絞るように水気を切る。 
②ボウルに調味料を入れ、混ぜ合わせる。 
③②に食べやすく切った春菊を入れ混ぜ合わせたら出来上がり。  
 
（1人分101kcal/食塩相当量1.4g）  

48.春菊とツナの炒め物 (主菜) 

【材料】（2人分） 
春菊・・・1束 
ツナ缶・・・1缶 
麺つゆ（濃縮）・・・小さじ2 
白ごま・・・適量 
【作り方】 
①春菊は沸騰したお湯にサッとくぐらせ、冷水にとり水気を絞って食べやすいように切ってお
く。 
②ツナは、缶に入っている油ごとフライパンに入れ少々炒める。 
③②に春菊を入れ炒める。全体的に火が通ったら、麺つゆを入れ全体に行き渡る様炒めて最後
に白ごまを振れば出来上がり。  
 
（1人分185kcal/食塩相当量1.1g）  

49.春菊のペペロンチーノ (副菜) 

【材料】（2人分） 
春菊・・・1束 
ベーコン・・・2枚 
ニンニク・・・1片 
塩・コショウ・・・適量 
唐辛子・・・適量 
オリーブオイル・・・小さじ1 
【作り方】 
①春菊を洗い食べやすい長さに切る。ベーコンは1cm幅ほど、ニンニクはみじん切りにする。 
②フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れてから火を付ける。ニンニクの香りがしてき
たらベーコンと唐辛子を入れ炒める。③②に春菊を入れ全体に油が回ったら塩・コショウで味
を調えたら出来上がり。  
 
（1人分131kcal/食塩相当量0.9g）  

50.春菊の簡単ナムル (副菜) 

【材料】（2人分） 
春菊・・・1束 
塩・・・小さじ1/4 
炒りごま・・・小さじ1 
ごま油・・・小さじ1 
【作り方】 
①春菊は洗って、塩ひとつまみ（分量外）を入れて春菊を茹でる。 
②茹でた春菊は水気を絞り、3～4㎝幅に切ってボウルに入れる。 
③②に塩、炒りごまを入れてよく混ぜる。最後にごま油を入れて混ぜ合わせれば出来上がり。  
 
（1人分81kcal/食塩相当量0.9g）  



16 

■事業内容：1.レシピ開発 

51.ブリの照り焼き (主菜) 

【材料】（2人分） 
ブリの切り身・・・2切れ 
サラダ油・・・少々 
醤油・・・大さじ1と1/2 
みりん・・・大さじ1と1/2 
酒・・・大さじ2 
砂糖・・・小さじ1 
【作り方】 
①ボウルに醤油、みりん、酒、砂糖を入れ合わせ、その中へブリを1時間程つけておく。 
②フライパンにサラダ油を熱して、汁気を切ったブリを入れ、両面を焼く。※漬けタレは捨て
ずにとっておく。 
③両面焼けたら、残ったタレを、②に加えて再度ブリに絡ませるように焼けば出来上がり。  
 
（1人分288kcal/食塩相当量2.0g）  

52.ブリの漬け丼 (主食) 

【材料】（2人分） 
ブリの刺身・・・2人前 
醤油・・・大さじ1 
酒・・大さじ1 
わさび・・・適量 
白ごま・・・適量 
万能ねぎ・・・適量 
ごはん・・・2杯(300g) 
【作り方】 
①ボウルに醤油、酒を加えてわさびをよく溶かす。②少し小さめに切ったブリの刺身を入れ、
味がなじむように冷蔵庫で30分程おく。③丼ぶりにご飯を盛り、②をかけ白ごま、万能ねぎを
加え最後に漬けタレを回しかければ出来上がり。  
 
（1人分462kcal/食塩相当量1.4g）  

53.ブリの竜田揚げ (主菜) 

【材料】（2人分） 
ブリの切り身・・・2切れ 
片栗粉・・・適量 
醤油・・・大さじ1 
酒・・・大さじ1 
生姜汁・・・小さじ1 
揚げ油・・・適量 
【作り方】 
①ブリは食べやすい大きさに切って醤油、酒、生姜汁に30分程漬ける。 
②①をキッチンペーパーで水分をとり、ビニール袋にブリと片栗粉を入れて全体にまぶす。  
③②を油で2～3分揚げれば出来上がり。  
 
（1人分378kcal/食塩相当量1.3g）  

54.ブリの塩焼き (主菜) 

【材料】（2人分） 
ブリ切り身・・・2切れ 
塩水（海水程の濃さ）・・・適量 
 
※立て塩・・・海水と同じくらいの濃度（3％）の塩水で、水1カップに対して、塩小さじ1強
ぐらいの割合が立て塩の目安です。 
 
【作り方】 
①ブリを海水くらいの塩水に10分漬ける。 
②①の水気を取り、両面を焼けば出来上がり。  
 
（1人分206kcal/食塩相当量0.8g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

55.ブリと白菜のくた煮 (主菜) 

【材料】（2人分） 
ブリ・・・2切 
白菜・・・1/4個 
生姜（スライス）・・・適量 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ2 
【作り方】 
①白菜は葉と芯に切り分け一口大程に切る。ブリは1切れを3等分に切り分ける。 
②小ぶりの鍋に白菜の芯、ブリ半量、生姜、白菜の葉半量、ブリ半量、生姜、白菜の葉半量の
順に重ね、上から軽くギュっと押す。 
③②に麺つゆを回しかける。（白菜から水分がでるので麺つゆは少なめ） 
④フタをして弱火で20分程煮る。たまに様子を見て上の葉がしんなりしたら出来上がり。  
 
（1人分183kcal/食塩相当量1.5 g）  

56.ブリのユッケ (主菜) 

【材料】（2人分） 
ブリの刺身・・・2人前 
ねぎ・・・1/3本 
醤油・・・大さじ1 
ごま油・・・大さじ1 
みりん・・・大さじ1 
ニンニク（すりおろし）・・・小さじ1（チューブでも可） 
卵・・・1個（黄身のみ） 
【作り方】 
①ブリ、ねぎ、を細かく切る。 
②ボウルに調味料すべて混ぜ①を加え混ぜ合わせる。 
③②を器に盛り付け、最後に卵黄を上に乗せれば出来上がり。  
   
（1人分364kcal/食塩相当量1.4g）  

57.たこのネギ塩 (主菜) 

【材料】（2人分） 
ゆでだこ・・・足2本 
ねぎ・・・80～100ｇ 
ごま油・・・大さじ1と1/2 
塩・・・小さじ1/4 
おろしニンニク（チューブでも可）・・・小さじ1/2 
みりん・・・小さじ1 
レモン汁・・・小さじ1 
粗引き黒コショウ・・・少々 
【作り方】 
①ねぎをみじん切りにする。たこは薄くスライスする。 
②ボウルに調味量をすべて混ぜ合わせ、たことねぎを入れて和えれば出来上がり。  
 
（1人分150kcal/食塩相当量1.2g） 

58.炭酸でたこの柔らか煮 (主菜) 

【材料】（2人分） 
ゆでだこ・・・足2本 
コーラ（糖質あり）・・・350cc 
酒・・・1/3カップ 
昆布だし・・・1/2カップ 
醤油・・・大さじ1 
みりん・・・大さじ1と1/2 
【作り方】 
①酒、昆布だし、醤油、みりんを鍋に入れて煮立たせる。 
②食べやすい大きさに切ったたこの足を①の鍋に入れ、コーラを回し入れて弱火で約30分煮る。 
③②にみりんを加えてからめたら出来上がり。  
 
（1人分248kcal/食塩相当量1.5g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

59.たことパプリカのカラフルマリネ (主菜) 

【材料】（2人分） 
たこの刺身・・・1パック（200g程度） 
赤パプリカ（5mm角）・・・1/4個分 
黄パプリカ（5mm角）・・・1/4個分 
ピーマン（5mm角）・・・1/2個分 
オリーブオイル・・大さじ2 
レモン汁・・・大さじ1 
塩・・・少々 
ニンニク（すりおろし）・・・少々 
【作り方】 
①オリーブオイル、レモン汁、塩、ニンニクを混ぜ合わせる。②お皿にたこを並べ、その上に
赤・黄パプリカとピーマンを散らし①をかけ、冷蔵庫で30分程冷やせば出来上がり。  
 
（1人分196kcal/食塩相当量0.9g）  

60.たことオクラの和え物 (主菜) 

【材料】（2人分） 
ゆでだこ・・・足2本 
オクラ・・・6本 
砂糖・・・小さじ1 
みりん・・・小さじ2 
醤油・・・大さじ1 
酢・・・大さじ1 
一味唐辛子・・・少々 
【作り方】 
①オクラは2分程茹でて食べやすい大きさに切る。たこも食べやすい大きさに切る。 
②ボウルに①を入れ、調味料を全て入れて混ぜ合わせれば出来上がり。  
   
（1人分94kcal/食塩相当量1.8g）  

61.たことなすの辛みそ炒め (主菜) 

【材料】（2人分） 
ゆでだこ・・・足2本 
なす・・・2本 
サラダ油・・・大さじ1 
みそ・・・大さじ1 
酒・・・大さじ1 
砂糖・・・大さじ1 
【作り方】 
①なすはヘタを取って一口大に切っておく。たこの足も一口大に切る。②みそ、酒、砂糖、豆
板醤を合わせてみそダレを作っておく。③フライパンにサラダ油を熱して①のなすをしっかり
炒め、たこも加えてサッと炒める。④さらに②を加え、炒め合わせて器へ盛り、小口切りにし
たねぎを散らして出来上がり。  
 
（1人分198kcal/食塩相当量1.8g）  

62.簡単たこ飯 (主食) 

【材料】（2人分） 
ゆでだこ・・・足2本 
米・・・1合 
醤油・・・大さじ1/2 
酒・・・大さじ2 
みりん・・・大さじ1 
生姜・・・1片 
【作り方】 
①米を研いでザルにあけ、30分程水気を切っておく。②たこを厚さ4mm程度の削ぎ切りにし、
醤油、酒、みりん、千切りにした生姜を混ぜた鍋に入れ、2～3分煮立たせる。③①の米を炊飯
器に入れ、たこの煮汁を入れてから水を足して通常の水加減にし、たこを加えてから通常通り
炊けば出来上がり。  
 
（1人分ご飯150gとして495kcal/食塩相当量1.3g） 

豆板醤・・・少々 
万能ねぎ・・・適量 
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■事業内容：1.レシピ開発 

63.たこキムチ (主菜) 

【材料】（2人分） 
ゆでだこ・・・足2本 
きゅうり・・・2本 
キムチ・・・大さじ2 
ごま油・・・大さじ1/2 
白ごま・・・少々 
【作り方】 
①たこときゅうりは乱切りにし、キムチは大きければ食べやすい大きさに切る。 
②ボウルに①とごま油、白ごまを入れ混ぜ合わせ、20分程味を馴染ませれば出来上がり。  
 
（1人分134kcal/食塩相当量0.8g）  

64.定番りんごのコンポート 

【材料】(つくりやすい分量) 
りんご・・・5個 
レモン・・・1個（きれいに洗ったもの） 
砂糖・・・150g 
水・・・500cc 
【作り方】 
①りんごは皮を剥く。芯をとり、縦に４つ切りにし鍋に並べる。レモンはヘソを切り落とし、
3mm程の輪切りにしリンゴの上に置く。 
②①の上に砂糖をまんべんなく振り入れ、その上からそっと水を入れる。 
③落とし蓋をして中火にかけ、15分煮る。途中吹き出しかけたら弱火にし、様子を見ながら煮
る。煮えたら、鍋に入れたまま冷ませば出来上がり。  
 
（1人分（1/2個分）117kcal/食塩相当量0.0g） 

65.餃子の皮で簡単アップルパイ 

【材料】（2人分） 
餃子の皮・・・10枚 
りんご・・・1/4個 
バター・・・5g 
砂糖・・・大さじ1 
シナモンパウダー・・・少々 
オリーブオイル・・・大さじ1 
【作り方】 
①皮を剥いたりんごを5mm角に切り、小さめのボウルにりんご、バター、砂糖、シナモンパ
ウダーを入れて、電子レンジで1分加熱する。バターと砂糖が溶けてりんごがしんなりしたら
OK。②餃子の皮に①のりんごを乗せて、ふちにオリーブオイルを塗って半分におってくっつ
けるように、ふちをフォークで押し付ける。③クッキングペーパーの上に②をのせ、オリーブ
オイルを表面にぬって、トースターかオーブンで焼き色が付くまで焼けば出来上がり。  
 
（1人分183cal/食塩相当量0.1g）  

66.りんごのドーナツ  

【材料】（2人分） 
りんご・・・1個 
ホットケーキミックス・・・50ｇ 
牛乳・・・40cc 
揚げ油・・・適量 
【作り方】 
①りんごは皮を剥いて4つに輪切りにし、芯をくり抜き、衣が絡みやすいようにビニール袋に
少量のミックスの粉とりんごを入れて全体に軽くまぶしておく。 
②ボウルにミックスの粉と牛乳を入れて、ダマにならないよう掻き混ぜて衣を作る。 
③①のりんごを②の衣にくぐらせ、まんべんなく絡めたら、温めておいた油できつね色に揚げ
れば出来上がり。  
 
（1個分193kcal/食塩相当量0.1g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

67.炊飯器でりんごとさつまいものケーキ  

【材料】（作りやすい量） 
りんご・・・1個 
さつまいも・・・1本 
ホットケーキミックス・・・150ｇ 
豆乳・・・200cc 
卵・・・1個 
砂糖・・・大さじ2 
油・・・大さじ1 
【作り方】 
①さつまいもを角切りにしてレンジで2分程加熱。りんごも角切りにする。 
②ボウルにミックス粉、豆乳、卵、砂糖を入れてよく混ぜる。お釜に薄く油を塗っておく。 
③②にさつまいもとりんごを混ぜ、お釜に生地を流し込み、「炊飯」のスイッチを押せば出来
上がり。炊き上がり後は15分程釜の中に入れて蒸らしておくと切りやすい。  

68.りんごのパンケーキ  

【材料】（2人分） 
りんご・・・1/2個 
ホットケーキミックス・・・大さじ8 
牛乳・・・大さじ2 
【作り方】 
①りんごの皮を剥き、すり下ろす。フライパンを温める。 
②①のりんごをホットケーキミックス、牛乳と混ぜ合わせる。 
③スプーンで、温めたフライパンに②を直径3cm程の大きさに落とし、両面良い焼き色がつく
まで焼けば出来上がり。  
 
（1人分 141kcal/食塩相当量0.3g） 

69.りんごジャム 

【材料】（作りやすい量） 
りんご・・・6コ 
砂糖・・・300g 
レモン汁・・・大さじ2 
【作り方】 
①りんごは洗って6等分にし、芯を取り、5mm厚さのいちょう切りにする。 
②厚手のなべに材料をすべて入れて火にかけ、りんごに火が通って透き通るくらいまで煮れば
出来上がり。 
※保存する場合は、冷蔵庫で1週間～10日間程で食べきるように。  
 
（大さじ1杯分(20g)23kcal/食塩相当量0.0g） 

70.白菜とツナの蒸し煮 (副菜) 

【材料】（2人分） 
白菜・・・1/4個 
ツナ（水煮缶）・・・1缶 
人参・・・1/2本 
薄口醤油・・・大さじ1/2 
みりん・・・大さじ1/2 
和風だし・・・小さじ1 
【作り方】 
①白菜は食べやすくざく切り、人参は5ｍｍ程の半月切りに切っておく。鍋に人参を広げ白菜
を上から被せてツナを全体に汁ごと乗せる。 
②①に調味料合わせたものを全体に回し入れ蓋をして弱火で加熱。全体がしんなりしたら一度
全体を混ぜ、全てに火が通ったら出来上がり。  
 
（1人分71kcal/食塩相当量1.3g）  

（1人分（1/6カット分） 
211kcal/食塩相当量0.3g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

71.白菜の梅和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
白菜・・・1/8個 
梅干し・・・1/2個 
昆布茶・・・大さじ1/2 
【作り方】 
①ポリ袋にペースト状にした梅、昆布茶を入れ、混ぜ合わせる。 
②白菜は一口大に切り、①に入れ揉みこみ、冷蔵庫で1時間ほどおけば出来上がり。  
   
（1人分6kcal/食塩相当量0.9g）  

72.白菜とベーコンの塩昆布煮 (副菜)  

【材料】（2人分） 
白菜・・・1/8個 
ベーコン・・・2枚 
塩昆布・・・ひとつまみ 
酒・・・大さじ1と1/2 
醤油・・・少々 
【作り方】 
①白菜は3cmぐらいにそぎ切りし、鍋に芯の部分を並べ、その上にベーコン、塩昆布の半量を
のせる。 
②さらに、白菜の葉の部分をのせ、残りのベーコン、塩昆布をのせて、酒をふりかける。蓋を
して中火で約10～15分蒸し煮する。 
③蒸し上がったら上から醤油を回しかけて出来上がり。  
 
（1人分74kcal/食塩相当量1.3g）  

73.白菜の卵とじ (主菜) 

【材料】（2人分） 
白菜・・・1/4個 
砂糖・・・小さじ1 
和風だし・・・小さじ1/2 
醤油・・・大さじ1 
焼き麩・・・10ｇ 
卵・・・2個 
【作り方】 
①白菜は2cm幅にざく切りにする。 
②鍋に白菜と調味料を入れ、中火で白菜の水分が出てくるまで煮たら、乾燥した状態の焼き麩
を入れ煮込む。 
③②に溶いた卵を入れ、半熟状態になるまで煮て出来上がり。  
 
（1人分89kcal/食塩相当量1.8g） 

74.わかめスープ  

【材料】（2人分） 
カットわかめ・・・ひとつまみ 
カニ風味かまぼこ・・・1/2本 
白ごま・・・少々 
コンソメ・・・3g 
塩・コショウ・・・少々 
【作り方】 
①コンソメでスープを作る。 
②わかめ、白ごま、カニ風味かまぼこは食べやすいように裂いて入れ、塩・コショウで味を調
え出来上がり。  
 
（1人分23kcal/食塩相当量1.6g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

75.にら玉 (主菜) 

【材料】（2人分） 
にら・・・1/4束 
卵・・・2個 
サラダ油・・・小さじ1 
コンソメ・・・固形キューブ1個 
塩・コショウ・・・少々 
【作り方】 
①ニラをお好みの長さに切り、フライパンに油を敷き、塩・コショウ、コンソメを入れてニラ
を炒める。 
②ニラに火が通ったら、溶き卵を回し入れ、混ぜて出来上がり。  
 
（1人分105kcal/食塩相当量1.7g）  

76.にんじんのポタージュ  

【材料】（2人分） 
にんじん・・・1/2本 
コンソメ・・・固形キューブ1/2個 
塩・コショウ・・・少々 
牛乳・・・大さじ2 
シチューのルゥ・・・10ｇ 
【作り方】 
①にんじんを乱切りし、鍋に入れる。 
②①に、にんじんが隠れるぐらいの水を入れ、コンソメを加えて煮る。 
③②が沸騰したら、牛乳、シチューのルゥを入れ、さらに柔らかくなるまで煮る。 
④③が煮えたら、丸ごとミキサーにかける。 
⑤④を再度鍋に移し、塩・コショウで味を調えたら出来上がり。  
 
（1人分23kcal/食塩相当量0.8g） 

77.とろけるチーズ入りとんかつ (主菜) 

【材料】（2人分） 
豚ロース肉・・・とんかつ用2切れ 
塩・コショウ・・・少々 
とろけるチーズ・・・1枚 
小麦粉・・・小さじ4 
卵・・・1/2個 
パン粉・・・大さじ5 
揚げ油・・・適量 
【作り方】 
①2枚のロース肉を包丁の背の部分で伸ばすように叩く。②①に塩・コショウをし、1枚にとろ
けるチーズをちぎり、均等に敷き詰めもう1枚の肉ではさむ。③②に小麦粉、溶き卵、パン粉
の順で付け、油で揚げて出来上がり。  
 
（1人分485kcal/食塩相当量0.6g）  

78.もやしとピーマンのナムル (副菜) 

【材料】（2人分） 
もやし・・・100g 
ピーマン・・・1個 
長ねぎ・・・少々 
中華ドレッシング・・・大さじ1 
白ごま・・・小さじ1 
【作り方】 
①もやしは茹でておく。 
②ビーマンは縦に切り、種を取り除き、縦に千切りにする。 
③①と②を中華ドレッシングで和え、白がねぎを加え出来上がり。 
※お好みで白ごまを入れてもOK。  
 
（1人分40kcal/食塩相当量0.4g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

79.白菜の味噌炒め (副菜) 

【材料】（2人分） 
白菜・・・1/6個 
まいたけ・・・1/2パック（約50ｇ） 
長ねぎ・・・1/4本 
サラダ油・・・小さじ1 
和風だし・・・小さじ1/2 
【作り方】 
①フライパンに油を敷き、白菜、まいたけ、長ねぎは食べやすい大きさに切り入れ、ふたをし
て蒸し煮にする。②白菜が1/3程しんなりしたら、砂糖、味噌を加え、煮詰める。③②にさら
に和風だし、醤油・みりんを加えれば出来上がり。  
 
（1人分53kcal/食塩相当量1.4g）  

80.ブロッコリーのミモザサラダ (副菜) 

【材料】（2人分） 
ブロッコリー・・・1/3株 
卵・・・1個 
砂糖・・・小さじ2 
塩・・・少々  
サラダ油・・・小さじ1 
【作り方】 
①ブロッコリーを食べやすい大きさに切り、茹でる。 
②フライパンに油を敷き、卵に砂糖・塩を加え溶き入れ、煎り卵を作る。 
③①と②を混ぜ合わせれば出来上がり。  
 
（1人分89kcal/食塩相当量1.1g）  

81.かぶのレモン酢和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
かぶ（大）・・・1個 
レモン汁・・・小さじ4 
酢・・・小さじ2 
砂糖・・・大さじ1 
【作り方】 
①かぶをいちょう切りにし、塩を振ってさっと揉む。 
②①の水気を切り、レモン汁、酢、砂糖を加え、混ぜ合わせれば出来上がり。  
 
（1人分27kcal/食塩相当量0.0g）  

82.ほうれん草のおひたし (副菜) 

【材料】（2人分） 
ほうれん草・・・1/2束 
かつお節・・・1パック(5g程度) 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ1/2 
【作り方】 
①たっぷりのお湯に塩を入れ、ほうれん草を茹でる。 
②茹でたほうれん草は冷水に入れ、あくをぬく。 
③②の水気を取り、食べやすい大きさに切りそろえ、麺つゆとかつお節と和え出来上がり。  
 
（1人分35kcal/食塩相当量1.0g）  

味噌・・・大さじ1/2 
砂糖・・・大さじ1/2 
みりん・・・小さじ1/2 
醤油・・・小さじ1 
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■事業内容：1.レシピ開発 

83.さつまいものオレンジ煮 (副菜) 

【材料】（2人分） 
さつまいも・・・1/2本 
オレンジジュース（果汁100％）・・・大さじ3 
はちみつ・・・小さじ1 
【作り方】 
①さつまいもはお好みの厚さで半月切りにし、水に15分程さらす。 
②鍋に①を並べ、水をさつまいもの厚さ半分ぐらいまで入れ、7割程柔らかくなるまで煮る。 
③②にオレンジジュースとはちみつを入れ、煮詰めて出来上がり。  
 
（1人分139kcal/食塩相当量0.0g）  

84.鮭の竜田揚げ～みぞれがけ～ (主菜) 

【材料】（2人分） 
生鮭・・・2切れ 
酒・・・大さじ1 
片栗粉・・・大さじ1 
揚げ油・・・適量 
大根おろし・・・大さじ1 
万能ねぎ・・・ひとつまみ分 
麺つゆ（濃縮）・・・小さじ1/2 
【作り方】 
①鮭を酒につける。②①の水気を切り、軽く塩をふる。③②に片栗粉をまぶして、サラダ油で
揚げる。④鍋に大根おろしと麺つゆを入れて混ぜる。（温める程度）⑤器に③を盛り付け、④
をかけて万能ねぎを散らし出来上がり。  
 
（1人分277kcal/食塩相当量0.4g）  

85.鮭とキャベツのペペロンチーノ (主食) 

【材料】（2人分） 
スパゲティ・・・160ｇ 
キャベツ・・・3枚 
生鮭・・・1切れ 
パセリ(みじん切り)・・・少々 
ニンニク（みじん切り）・・・小さじ1 
【作り方】 
①スパゲティを茹でる。鮭とキャベツは一口サイズに切り、キャベツはスパゲティが茹で上が
る1分前ぐらいに入れて、一緒に茹でる。②フライパンにオリーブオイルとニンニク、唐辛子
を入れて香りを出す。③②に一口大に切った鮭を入れ、焼き色を付ける。④③にお好みの硬さ
に茹で上がったスパゲティとキャベツを入れて絡ませ、塩とコショウで味を調え、最後にパセ
リを散らして出来上がり。  
 
（1人分423kcal/食塩相当量0.6g）  

86.レタスサラダ (副菜) 

【材料】（2人分） 
レタス・・・4枚 
きゅうり・・・1/2本 
プチトマト・・・4個 
クリームチーズ・・・小さじ4 
フレンチドレッシング・・・大さじ1 
【作り方】 
①レタスは一口大に切る。きゅうりは半月切り、プチトマトは半分に切る。 
②フレンチドレッシングにクリームチーズを混ぜ、①と混ぜ合わせて出来上がり。  
 
（1人分70kcal/食塩相当量0.3g）  

唐辛子（鷹の爪）・・・適量 
オリーブオイル・・・大さじ1 
塩・コショウ・・・少々 
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■事業内容：1.レシピ開発 

87.鮭のレモンホイル蒸し (主菜) 

【材料】（2人分） 
生鮭・・・2切れ 
バター・・・大さじ2 
レモン・・・小さじ2 
まいたけ・・・1/2パック（約50ｇ） 
しめじ・・・1/4袋 
たまねぎ・・・1/2個 
【作り方】 
①アルミホイルにバターを薄く塗る。②玉ねぎを薄く切り①にしき、その上に鮭をのせる。 
③②にまいたけ、しめじ、バターをのせ、アルミホイルを包み閉じる。④③を蒸して出来上が
り。仕上げにレモン汁をかけていただく。 
※トースターで焼いてもOK。  
 
（1人分216kcal/食塩相当量0.3g）  

88.たまねぎと油揚げの二杯酢和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
たまねぎ・・・1/2個 
油揚げ・・・1枚 
醤油・・・小さじ2 
酢・・・小さじ2 
【作り方】 
①玉ねぎはスライサーなどで薄く切る。（千切りでも可） 
②油揚げは湯通しし、千切りにしてフライパンに油を敷かず乾煎りする。 
③醤油、酢を混ぜ合わせ、①②と和えれば出来上がり。  
 
（1人分72kcal/食塩相当量0.9g）  

89.きのこのしょうゆ煮 (副菜) 

【材料】（2人分） 
まいたけ・・・1パック（約100ｇ） 
えのきたけ・・・1/2袋 
しめじ・・・1袋 
長ネギ・・・1/2本 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ2 
七味唐辛子・・・少々 
【作り方】 
①きのこ、長ねぎは食べやすい大きさに切り、麺つゆを入れて煮る。 
②仕上げに七味唐辛子をふり、出来上がり。  
 
（1人分53kcal/食塩相当量1.5g）  

90.ほうれん草の菜種和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
ほうれん草・・・1/2束 
まいたけ・・・1/2パック（約50ｇ） 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ1/2 
卵・・・1個 
サラダ油・・・小さじ1 
【作り方】 
①ほうれん草、まいたけを別々に茹でる。 
②フライパンに油を敷き、卵を溶き入れ、箸で細かく混ぜ、いり卵を作る。 
③①の水分を切り、食べやすい大きさに切り、②と麺つゆを入れ、混ぜ合わせて出来上がり。  
 
（1人分83kcal/食塩相当量0.5g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

91.キャベツとちくわのごま醤油和え (副菜) 

【材料】（2人分） 
キャベツ・・・1/4個 
ちくわ・・・2本 
白ごま・・・適量 
醤油・・・小さじ2 
【作り方】 
①キャベツを蒸す又は茹でざく切りし、ちくわは、たて半分に切りうすく切る。 
②ボウルに①と白ごまと醤油をかけて混ぜ合わせ出来上がり。  
 
（1人分67kcal/食塩相当量1.4g）  

92.鮭のみそ焼き (主菜) 

【材料】（2人分） 
生鮭・・・2切れ 
味噌・・・大さじ1 
砂糖・・・小さじ3 
酒・・・小さじ2 
酒・・・大さじ2 （生鮭の下味用） 
【作り方】 
①鮭を下味用の酒大さじ2に漬け、7割程焼く。 
②みそ、砂糖、酒を混ぜ、レンジで温めて甘味噌を作り、①にのせて焼いて出来上がり。  
 
（1人分150kcal/食塩相当量1.3g）  

93.豚の生姜焼き (主菜) 

【材料】（2人分） 
豚ロース肉・・・生姜焼き用6枚 
生姜（すりおろし）・・・小さじ2 
麺つゆ（濃縮）・・・大さじ2 
サラダ油・・・大さじ1 
【作り方】 
①豚肉を麺つゆ、おろし生姜で漬ける。 
②10分程漬けたら、フライパンに油を敷き、焼いて出来上がり。  
 
（1人分251kcal/食塩相当量1.6g） 

94.豆腐の「だし」かけ (主菜) 

【材料】（2人分） 
豆腐（絹ごし）・・・1丁 
なす・・・1本 
きゅうり・・・1/2本 
枝豆むき身・・・大さじ2 
おろし生姜・・・少々 
麺つゆ（濃縮）・・・小さじ2 
【作り方】 
①材料は全てみじん切り、麺つゆを加え混ぜ合わせ、味をなじませる。 
②①を豆腐の上にかければ、出来上がり。  
 
（1人分114kcal/食塩相当量0.5g）  
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■事業内容：1.レシピ開発 

95.かぼちゃのサラダ (副菜) 

【材料】（2人分） 
かぼちゃ（小）・・・1/2個 
レーズン・・・20粒程度 
りんご・・・1/4個 
マヨネーズ・・・小さじ2 
フレンチドレッシング・・・大さじ1 
塩・コショウ・・・少々 
【作り方】 
①かぼちゃを茹で、ざっくりつぶす。 
②レーズンは、酒又は水で戻し、りんごはいちょう切りで塩水につけてざるにあける。 
③①に②とマヨネーズ、フレンチドレッシングを混ぜ合わせ塩・コショウで味を調えて出来上
がり。  
 
（1人分189kcal/食塩相当量0.7g）  

96.大根サラダ～和風ドレッシングがけ～ (副菜) 

【材料】（2人分） 
大根・・・1/4本 
にんじん・・・1/2本 
セロリ・・・1/3本 
きゅうり・・・1/2本 
和風ドレッシング・・・大さじ2 
【作り方】 
①大根は3cm程度の輪切り、にんじんは1cm程度の輪切りで千切りにし、きゅうり、セロリも
繊維を断つように千切りする。 
②①に和風ドレッシングをかけ、味をなじませれば出来上がり。  
 
（1人分189kcal/食塩相当量0.7g）  

97.かぼちゃの含め煮 (副菜) 

【材料】（2人分） 
かぼちゃ（小）・・・1/2個 
醤油・・・大さじ1 
砂糖・・・小さじ2 
みりん・・・小さじ1 
【作り方】 
①かぼちゃを一口大に切り、水で下茹でする。 
②①に砂糖を入れ、ふたをして1分程煮る。 
③②に醤油、みりんを加え、煮含め出来上がり。  
 
（1人分131kcal/食塩相当量1.3g） 

98.ロール白菜 (主菜) 

【材料】（2人分） 
白菜・・・8枚 
バター・・・小さじ1 
オリーブオイル・・・小さじ1 
ローリエ・・・2枚 
コンソメ・・・固形キューブ1個 
【作り方】 
①しめじと玉ねぎをみじん切りにし、バターとオリーブオイルでしんなりするまで炒め、冷ま
しておく。②白菜は芯の部分を薄くけずり、一枚ずつ熱湯でしんなりさせ、冷ましておく。 
③●印の材料をボウルに入れ、粘りが出るまでこねる。④白菜で③のタネを包み、楊枝でとめ
る。⑤④を鍋に重ならないように並べ、ひたひたになるぐらいのお湯を入れ、コンソメとロー
リエを入れ40分程煮込めば出来上がり。  
 
（1人分444kcal/食塩相当量1.7g） 

●豚ひき肉・・・300ｇ 
●玉ねぎ・・・1/3個 
●しめじ・・・1/5袋 
●卵・・・1個 
●パン粉・・・大さじ3 

●粗挽き黒コショウ・・・少々 
●ナツメグ・・・少々 
●シナモン・・・少々 
●塩・・・少々 
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■事業内容：1.レシピ開発 

99.豆乳のクリームスパゲティ (主食) 

【材料】（2人分） 
スパゲティ・・・160g 
昆布茶・・・大さじ1/2 
豆乳・・・1カップ 
玉ねぎ・・・1/2個 
ベーコン・・・2枚 
【作り方】 
①ベーコンは1cm幅に切り、玉ねぎは1cm程度の角切りにしておく。大きめのお鍋に湯を沸か
しパスタを記載の時間より1分短く茹でる。②スパゲティを茹でている間に、フライパンにサ
ラダ油を熱し玉ねぎを透き通るまで炒め、ベーコン、コーン、小麦粉を入れて焦がさないよう
に良く炒める。③②に、茹で汁150ccを入れ、昆布茶、塩・コショウ、豆乳を入れ、茹で上
がったスパゲティを入れ、絡めてとろみがついたら出来上がり。  
 
（1人分498kcal/食塩相当量1.7g）  

100.野菜とお豆の豆乳スープ (副菜) 

【材料】（2人分） 
水・・・500cc 
豆乳・・・1カップ 
鶏がらスープの素・・・小さじ1と1/2 
玉ねぎ・・・1個 
人参・・・1/2本 
大根・・・1/4本 
【作り方】 
①野菜を1cm角に切る。②鍋に水を入れ、沸騰したら野菜とミックスビーンズ、鶏がらスープ
の素をいれ10～20分煮込む。③野菜が柔らかくなったら豆乳を加え沸騰しない程度に温めれ
ば出来上がり。  
 
（1人分221kcal/食塩相当量1.7g） 

コーン・・・大さじ1 
塩・コショウ・・・少々 
小麦粉・・・大さじ1/2 
サラダ油・・・大さじ1 

キャベツ・・・1/4個 
じゃがいも・・・1個 
しめじ・・・1/2袋 
ミックスビーンズ缶・・・1缶 


