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はじめに

関東農政局では、ごはん食の推進の一環として

「お弁当作りハンディレシピ集」を作成いたしま

した。

レシピ集作成に際して、社団法人埼玉県栄養士

会員 五十幡由美さんが育ち盛りの高校生のお子

様のために作られた「お弁当のレシピ」をご提供

いただき、本誌「別冊レシピ集」としてまとめま

した。

別冊レシピ集作成にあたっては、社団法人埼玉

県栄養士会様に多大なるご協力をいただき、厚く

御礼申し上げます。

関東農政局

別冊お弁当レシピ全３０品

お弁当名 総エネルギー

No. 1 デラックス弁当 848

No. 2 シーフード弁当 749

No. 3 かつ丼弁当 758

No. 4 きのこハンバーグ弁当 922

No. 5 からあげ弁当 986

No. 6 豚かつ弁当 893

No. 7 こどもの日弁当 894

No. 8 Ｗたまご弁当 758

No. 9 おから弁当 505

No.10 鮭弁当 754

No.11 焼肉弁当 712

No.12 チキン弁当 927

No.13 塩サバ弁当 721

No.14 ゼリーフライから揚げ弁当 796

No.15 ごま和え弁当 649

No.16 中華弁当 736

No.17 洋風幕の内弁当 834

No.18 スタミナ弁当 787

No.19 酢豚弁当 628

No.20 おばんざい弁当 637

No.21 チャーハン弁当 725

No.22 天ぷら弁当 869

No.23 炒り卵弁当 798

No.24 ゆかり弁当 620

No.25 煮なす弁当 998

No.26 煮っころがし弁当 646

No.27 バランス弁当 878

No.28 夏のお弁当 719

No.29 酢豚とサラダ弁当 809

No.30 エビマヨ弁当 669





















































総エネルギー 646kcal

たんぱく質 26.2g

脂質 19.5g

炭水化物 87.2g

食塩相当量 2.3g

アピールポイント！！

根っこの野菜、葉っぱの野菜を煮たり焼いたり茹でたりして沢山食べる事が大

切です。

№26 煮っころがし弁当

ごはん 336kcal

鶏肉のねぎ炒め 71kcal

煮っころがし 41kcal

卵焼き 158kcal

ゴマ和え 40kcal

＜作り方＞

① とりもも肉は一口大に切る。長ねぎは 2cm、人参は

皮をむいていちょう切りにし、人参だけラップでく

るんで電子レンジで 1分加熱しておく。

② フライパンに油を熱して、とり肉とネギを炒め、人

参を加え、塩コショウで味を調える。

＜材料＞（1人分）

とりもも肉 40g

長ねぎ 15g

人参 8g

サラダ油 小さじ 1/2

塩 少々
コショウ 少々

鶏肉のねぎ炒め 主菜①

＜作り方＞

① 里芋、人参は皮をむき、ごぼうは皮をこそげとり、

それぞれ一口大に切る。

② サラダ油で軽く炒めて調味料と水を加え、煮る。

＜材料＞（1 人分）
里芋 20g

人参 12g

ごぼう 9g

しょうゆ 適宜

みりん 適宜

水 適宜

サラダ油 小さじ 1/3

＜作り方＞

卵を割りほぐし、牛乳、砂糖を加えて混ぜ、サラダ油

を熱したフライパンでチーズを巻きこんで焼く。

＜材料＞（1人分）
卵 60g

チーズ 15g

牛乳 小さじ 1

砂糖 小さじ 1/3

サラダ油 小さじ 1/3

煮っころがし 副菜①

卵焼き 副菜②

ゴマ和え 副菜③

＜作り方＞

① ほうれん草は洗って根をとり、熱湯でサッと茹で、水

にとりしぼって 3cm に切っておく。

② すりごま、砂糖、しょうゆで和える。

＜材料＞（1人分）

ほうれん草 20g

すりごま 5g

砂糖 小さじ 1/3

しょうゆ 小さじ 1/4

サラダ菜 2枚

わかめふりかけ 適宜



総エネルギー 878kcal

たんぱく質 41.6g

脂質 23.1g

炭水化物 110.8g

食塩相当量 2.5g

アピールポイント！！

ひじきの鉄分は、ビタミンＣやたんぱく質と一緒に摂ると吸収率がアップしま

す。バランス良く食べると、栄養が無駄なくとれます。

№27 バランス弁当

ごはん 336kcal

ピーマンと豚肉の炒め 147kcal

コーンエッグ 205kcal

ちくわの磯辺揚げ 102kcal

野菜炒め 46kcal

ひじきの煮物 42kcal

＜作り方＞

ピーマンはヘタと種を取って細切りにし、豚肉も細切

りにしてサラダ油をひいたフライパンで炒めてしょう

ゆ、みりんで味をつける。

＜材料＞（1人分）

ピーマン 50g

豚もも肉 70g

しょうゆ 小さじ 1/2

みりん 小さじ 1

サラダ油 小さじ 1/2

ピーマンと豚肉の炒め 主菜①

＜作り方＞

① 卵は割りほぐし、砂糖と水気を切ったホールコーン

を加える。

② フライパンにサラダ油をひいて中火にかけ、①を流

し入れてチーズをのせ、巻きこむ。

＜材料＞（1人分）
卵 60g

ホールコーン 20g

チーズ 10g

砂糖 小さじ 1

サラダ油 小さじ 1/2

＜作り方＞

① 竹ちくわは 2 つに切り分け、青のりを加えた水溶き

天ぷら粉をくぐらせ、中火の油で揚げる。

しょうゆと砂糖をからめる。

＜材料＞（1人分）
竹ちくわ 35g

天ぷら粉 5g

青のり 0.01g

サラダ油 適宜

しょうゆ 小さじ 1/2

砂糖 小さじ 1/2

コーンエッグ 副菜①

ちくわの磯辺揚げ煮 副菜②

野菜炒め 副菜③

＜作り方＞

① キャベツは一口大に切り、しいたけは薄切りにしてお

く。

② フライパンにサラダ油を熱し、キャベツ、もやし、し

いたけの順に炒めて、塩で味を調える。

＜材料＞（1人分）

キャベツ 30g

もやし 10g

しいたけ 4g

サラダ油 小さじ 1

塩 小さじ 1/2

＜作り方＞

① 生ひじきは洗い、皮をむいて細切りにした人参、油

揚、調味料と一緒に器に入れてラップをし、電子レ

ンジで 3 分加熱する。

＜材料＞（1人分）

生ひじき 10g

油揚 5g

人参 3g

しょうゆ 小さじ 1/2

砂糖 小さじ 1/2

ひじきの煮物 副菜④

カニかまぼこ 12g

ミニトマト 8g

梅シソふりかけ



総エネルギー 719kcal

たんぱく質 28.8g

脂質 22.5g

炭水化物 107.5g

食塩相当量 2.8g

アピールポイント！！

暑い夏にはあっさりしたおかずが嬉しいものです。油っぽくないおかずにいわしの甘

辛煮のようなしっかりとした味付けのものが一品入るとごはんがすすみます。

№28 夏のお弁当

ごはん 336kcal

さつま揚げ 100kcal

ジャーマンポテト 110kcal

生揚げ煮 53kcal

＜作り方＞

さつま揚げは 4cm 四方に切り、サラダ油を熱したフラ

イパンでサッと焼く。

＜材料＞（1人分）

さつま揚げ 69g

サラダ油 1g

さつま揚げ 主菜①

＜作り方＞

① じゃが芋は皮をむき、ラップで包んで電子レンジで

3 分加熱してからサイコロ切りにする。ピーマンは

ヘタを取り乱切り。ベーコンは 3cm 幅に切っておく。

② フライパンにサラダ油を熱してベーコン、じゃが芋、

ピーマンを順に入れて炒め、塩で味を調える。

＜材料＞（1人分）
じゃが芋 40g

ピーマン 20g

ベーコン 20g

サラダ油 小さじ 2/3

塩 適宜

＜作り方＞

① 生揚げは 4cm に切る。人参、ごぼうは皮をむいて、

共に薄い輪切りにする。

② しょうゆ、みりん、水を加えて煮る。

＜材料＞（1人分）
生揚げ 24g

ごぼう 4g

人参 2g

しょうゆ 小さじ 2/3

みりん 小さじ 2/3

ジャーマンポテト 副菜①

生揚げ煮 副菜②

いわしの甘辛煮 2本

オクラ 1本

茹で卵 2/3個

塩 少々

黒ゴマ 11g

サラダ菜 3枚

ふりかけ



総エネルギー 809kcal

たんぱく質 28.5g

脂質 50.0g

炭水化物 97.8g

食塩相当量 2.3g

アピールポイント！！

れんこんの素揚げなどはその度揚げるのでなはく、天ぷらなど作った時、つい

でに揚げて冷凍しておきます。

№29 酢豚とサラダ弁当

ごはん 302kcal

れんこん酢豚 194kcal

キャベツと

さつま揚げサラダ 150kcal

チーズ入り卵焼き 123kcal

油揚げの煮物 36kcal

＜作り方＞

① れんこんは皮をむき、半月切りにし、豚もも肉は小

さめに切り、れんこんと共に小麦粉をまぶして素揚

げしておく。

② きくらげはぬるま湯でもどし、黄ピーマンとともに

切っておく。

③ フライパンにサラダ油を熱し、②を炒め①を加えて

調味料をからめる。

＜材料＞（1人分）

れんこん 40g

豚もも肉 28g

黄ピーマン 22g

きくらげ 5g

小麦粉 適宜

サラダ油 適宜

しょうゆ 小さじ 1/3

砂糖 小さじ 2/3

酢 小さじ 2/3

ケチャップ 小さじ 1/3

れんこん酢豚 主菜①

＜作り方＞

① キャベツは太めに切り、軽く塩でもんで、水気をし

ぼっておく。

② さつま揚げは 1cm 幅に切り、①と合わせてマヨネー

ズとコショウで味を調える。

＜材料＞（1人分）
キャベツ 45g

さつま揚げ 1/2枚

マヨネーズ 大さじ 1

コショウ 少々

＜作り方＞

卵は割りほぐし、砂糖を加えて混ぜ、サラダ油を熱し

たフライパンでスライスチーズを巻きこんで焼く。

＜材料＞（1人分）
卵 45g

スライスチーズ 1/2枚

サラダ油 大さじ 1
砂糖 少々

キャベツとさつま揚げのサラダ 副菜①

チーズ入り卵焼き 副菜②

油揚げの煮物 副菜③

＜作り方＞

人参は皮をむき、煮汁の中にすべての材料を入れ、や

わらかくなるまで煮る。

＜材料＞（1人分）

油揚 1/5枚

人参 5g

しめじ 4g

しょうゆ 適宜

砂糖 適宜

酒 適宜

サラダ菜 2枚

トマト 1/6 個

ふりかけ



総エネルギー 669kcal

たんぱく質 25.3g

脂質 24.9g

炭水化物 95.4g

食塩相当量 2.4g

（熱量、脂質及び塩分については「埼玉県栄養士会」監修）

アピールポイント！！

マヨネーズの和えものは、ぼやけた味になりがちです。少量のからしを加える

と防腐剤の作用と味にメリハリがつきます。

№30 エビマヨ弁当

ごはん 336kcal

天ぷらの煮つけ 126kcal

しゅうまい 95kcal

エビマヨサラダ 121kcal

生揚げ煮 85kcal

＜作り方＞

小鍋にしょうゆ、みりん、水を煮立て、前の晩の残り

物の天ぷらを煮つける。

＜材料＞（1人分）

かき揚げ 40g

ちくわ 7g

さつま芋 14g

しょうゆ 小さじ 1

みりん 小さじ 1/2

水 小さじ 2

天ぷらの煮つけ 主菜①

＜作り方＞

小皿に並べ霧吹きをラップをして電子レンジで 2分加

熱する。

＜材料＞（1 人分）
しゅうまい 44g

＜作り方＞

① 黄ピーマンは種とヘタを取り除き、2.5cm 角に切って

ラップで包み、電子レンジで 1 分加熱しておく。

② エビと共にマヨネーズ、塩、からしで和える。

＜材料＞（1人分）
ボイルエビ 28g

黄ピーマン 6g

マヨネーズ 大さじ 1

塩 0.1g

からし 少々

しゅうまい 副菜①

エビマヨサラダ 副菜②

生揚げ煮 副菜③

＜作り方＞

① 生揚げはサッと熱湯をかけ、しいたけ軸を切り、半分

に切っておく。

② しょうゆ、みりん、水を煮立てて材料を煮る。

＜材料＞（1人分）

生揚げ 26g

しいたけ 5g

つくね 16g

しょうゆ 大さじ 1

みりん 大さじ 1/2

水

サラダ菜 3枚

ふりかけ 適宜
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