
和光にんじんご飯

《材料》
＊米・・・・2合
＊人参（すりおろし）

　　　・・・80g
＊昆布・・・ 2g
＊酒・ 大さじ1 1/3
＊いりごま・・2g
＊青のり・・少々

《作り方》
①米をといで、水を2合
　の目盛りまで入れる
②人参、昆布、酒を入
　れて普通に炊く
③炊き上がったら、ゴ
　マ、青のりをかける

《人参》
緑黄色野菜の王様！！
ご飯は塩分がないけど、炒りゴマと
青のりで香ばしく！！
《鮭》
中性脂肪を減らすEPA！脳の働きを活
性化するDHAが豊富に含まれている
よ！
《生姜》
風邪予防に最適の薬効成分は、皮の
すぐ下に含まれているので、皮をむ
かずに、できたら、そのままおろし
てみては！！

1人分

エネルギー600kcal
たんぱく質30.1ｇ　塩分2.4ｇ

☆ポイント☆
お好みで、ポン酢を加えると
味にアクセントがつくよ！

☆ワンポイント☆

4人分

《材料》
＊白菜（ざく切り）
             ・・・・ 80g
＊長ネギ（斜め切り）
　　　　　　　・・・・80g
＊しいたけ（スライス）
　　　　　　・・・  ・40g
＊めかぶ・・・・・・・80g
＊ミニトマト・・・・・80g
＊だし汁・・・・・  600cc
＊塩・・・・・・・ ・1.2g
＊しょうゆ・・・・・・12g
＊しょうが（おろし）・・4g
＊こしょう・・・・・ 少々

《作り方》
①鍋にだし汁を入れ、白菜、長ネ
　ギ、しいたけを入れて煮る
②野菜が煮えたら、ミニトマ
　ト、めかぶ、塩、しょうゆ
　すりおろししょうが、こ
　しょうを入れる

こころもほっこり野菜あったかスープ

《材料》
＊エリンギ
（スライス）・・160g
＊ブロッコリー
（小房に分ける ）120g
＊赤パプリカ
（スライス）・・80g
＊マヨネーズ
 （カロリー1/4） 16g
＊スライスチーズ
　　　　　・・60g

《作り方》
①ブロッコリーは、さっ
　とゆでる
②耐熱皿に野菜を入れ
　マヨネーズをかけ、ス
　ライスチーズをのせ、
　オーブントースターで
　こんがり色がつくまで
　焼く

和光産野菜のグラタン

《材料》
＊生鮭・・・・・4切れ
＊キャベツ
（ざく切り）・・・ 200g
＊人参
（半月切り・・・・ 80g
＊じゃがいも
（イチョウ切り）・・160g
＊ほうれん草
（2～3㎝）・・・・80g
＊にんにく（輪切り）1かけ
＊オリーブ油・・ 大さじ1
＊酒・・・・・   大さじ4
＊コンソメ・・・・  1個
＊水・・・・・   大さじ1
＊塩・・・・・・   0.8g
＊こしょう・・・   少々
＊レモン汁・・・ 小さじ1

《作り方》
①ほうれん草はゆでておく
②オーブンで、鮭を両面こ
　んがりと焼く
③フライパンにオリーブ油
　を入れ、にんにくを炒め
　Aの野菜とＢの調味料を
　を入れて煮る
　最後にレモン汁を入れる
④鮭に③の野菜をかけて、
　ほうれん草をかざる

鮭とたっぷり野菜のコンソメ煮

A

B

☆ポイント☆
マヨネーズは、エリンギとブ
ロッコリーの間にサンドする
と、パサツキがなくなるよ！

《材料》
＊冬瓜
（厚めのイチョウ切り）

　　　　・・・120g
＊赤ワイン・・ 12g
＊砂糖・・ 大さじ1弱
＊レモン汁・・0.8g

《作り方》
①鍋に冬瓜と水をひたひ
　たに入れ、軟らかくな
　るまで煮る
②煮えたら、水を捨て、
　赤ワイン、砂糖を入れ
　てさらに煮る
③冷めたら、レモン汁を
　加える

大人のデザート冬瓜の赤ワイン煮

簡単に作れる
ので作ってみ
てね！



《材料》
＊白菜（細切り）・・80g
＊玉ねぎ（スライス）40g
＊大根の葉（細かく切る)
　　　　　　　・・・20g
＊凍り豆腐（1cm幅） 12g
＊みそ・・・大さじ1 1/3
＊水・・・・・   650ｃｃ
＊昆布・・・・・・   4g
＊かつお節・・・・  20g

《作り方》
①高野豆腐は水に戻して,
　切っておく
②鍋に昆布とかつお節でだ
　しをとる
③だし汁に、野菜と高野豆
　腐を入れ煮る
④③にみそを入れる

※お好みで酢を入れる

《材料》
＊豚ひき肉・・・・  　200ｇ
＊ごぼう（ささがき）・120ｇ
＊小ねぎ（小口切り）・120ｇ
＊レンコン（おろす）・ 80ｇ
＊生姜（おろす）・・   12ｇ
＊片栗粉・・    大さじ4 1/3
＊ごま油・・    大さじ1 1/3
＊めんつゆ（3倍濃縮）
　　　　・・・ ・大さじ3弱
＊大根（おろす）・・・120ｇ

《作り方》
①ひき肉、ごぼう、小ねぎ（少量とって
　おく）レンコン、生姜（おろす）片栗
　粉全てを入れ、よくこね、小判型に形
　成する
②フライパンか鍋にごま油を入れ、焼く
③水で薄めためんつゆを、ひたひたにな
　るまで入れ、水分がなくなるまで煮る
④付け合せで、大根おろしをハンバーグ
　に添える（①でとっておいた小ねぎを
　ちらす）

食物繊維が取れる根菜ハンバーグ

《材料》
＊じゃがいも（つぶす） 140ｇ
＊赤ピーマン（スライス）28ｇ
＊玉ねぎ（スライス）・  28ｇ
＊わさび・・・・・   小さじ1
＊マヨネーズ
　　　（カロリー1/4）・ 16ｇ
＊めんつゆ（3倍濃縮）
　　　　　　　　・・・   8ｇ

《作り方》
①じゃがいもは、一口大に切り
　加熱し、つぶす
②赤ピーマンはスライスし、
　さっとゆでる
③玉ねぎは薄くスライスして
　水にさらし絞る
④野菜と調味料を混ぜ合わせ
　る。

ｶﾗﾌﾙポテトわさび和え

《材料》
＊豆乳・ 100ｇ
＊ココア・10ｇ
＊砂糖・・10ｇ
＊粉寒天・ 1ｇ

《作り方》
①少量の豆乳（分量内）で
 ココアを溶かしておく
②残りの豆乳に砂糖、粉寒
 天を入れ、1分ほど沸騰さ
 せる
③弱火にして溶かしたココ
　アを②に入れて火をとめ
　る
④容器に入れて、冷やし固
　める

ステキなご褒美チョコ寒天

《材料》
＊きゅうり（千切り)  40ｇ
＊水菜（3㎝に切る）　 60ｇ
＊しめじ（小房に分ける）  20ｇ
＊ちりめんじゃこ　  10ｇ
＊白炒りゴマ・・・   1ｇ
＊青じそ・・・ １～２枚
＊ミックスビーンズ・20ｇ
　　 ＊ごま油・小さじ１

　　 ＊酢・大さじ1/2強

     ＊しょうゆ・小さじ1

     ＊砂糖・大さじ1 1/3

《作り方》
①しめじは、さっと湯にくぐ
　らせる
②フライパンで、じゃことご
　まを炒る
③ドレッシングを作り、①と
　きゅうり、水菜と②、青じ
　そ、ミックスビーンズを混
　ぜる

かむかむジャコサラダ

4人分

ミネラルたっぷりワカメご飯

《材料》
＊米・・・2合
＊雑穀・・24ｇ
＊乾燥ワカメ
　　　　大さじ2
＊すりごま
　　　　大さじ2

《作り方》
①米を洗い、水と雑穀を入
　れ、通常通り、炊飯する
②乾燥ワカメを袋に入れ、
　細かく砕く
③炊き上がったご飯に②の
　ワカメとゴマを混ぜる

高野豆腐の味噌汁

1人分

エネルギー643kcal
たんぱく質24.2ｇ

塩分3.3ｇ

《ワカメ》
ビタミン、ミネラルがたっぷり！余分なコレス
テロールやナトリウムを排出するよ！
《じゃがいも》
「大地のりんご」と呼ばれビタミンＣの宝庫！
ちょっと変わったわさび和えでヘルシーに！！

《ごぼう・レンコン》
食物繊維が豊富に含まれて
いるので、血中コレステ
ロールや血糖の上昇を抑え
て健康美人に！

☆ワンポイント☆

簡単に作れるので
作ってみてね！



和光産人参ご飯

《材料》
＊米・・・・2合
＊人参（すりおろし）

　　　・・・80g
＊昆布・・・ 2g
＊酒・・大さじ1 1/3
＊いりごま・・2g
＊青のり・・少々

《作り方》
①米をといで、水を2合
　の目盛りまで入れる
②人参、昆布、酒を入
　れて普通に炊く
③炊き上がったら、ゴ
　マ、青のりをかける

4人分

骨コツ貯まるカッテージチーズ和え和光産人参ご飯和光にんじんご飯

《材料》
＊豆乳・ 100ｇ
＊ココア・10ｇ
＊砂糖・・10ｇ
＊粉寒天・ 1ｇ

《作り方》
①少量の豆乳（分量内）でココ
　アを溶かしておく
②残りの豆乳に砂糖、粉寒天を
　入れ 1分ほど沸騰させる
③弱火にして溶かしたココアを
　②に入れて火をとめる
④容器に入れて、冷やし固める

ステキなご褒美チョコ寒天

《材料》
＊人参・・　　　 40ｇ
＊ひじき（乾燥）140ｇ
＊しらたき・・   40ｇ
＊めんつゆ・大さじ1 1/3

＊水・・・・ 大さじ2
＊カッテージチーズ
       ・・・・ 100ｇ
＊すりごま・大さじ1 1/3

《作り方》
①ひじきは水で戻しておく
②人参はせん切りにする
③しらたきは3㎝くらいに切る
④鍋に水、めんつゆを沸かし、人
　参としらたき、ひじきを加えて
　2～3分煮て冷ます
⑤カッテージチーズとすりごまを
　混ぜ、材料を和える

《人参ご飯》
塩味はないけど、いりごまと青
のりの風味で香ばしいよ！
《カッテージチーズ和え》
ひじきとカッテージチーズでカ
ルシウムたっぷり！ヘルシーで
おいしく健康美人に！

☆ワンポイント☆

簡単に作れるので
作ってみてね！

4人分

骨コツ貯まるカッテージチーズ和え
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