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いくちゃん 

福岡市食育推進キャラクター 

食品に含まれる塩分量の目安 

食塩をとり過ぎていないか 
食習慣を振り返ってみましょう！ 

食塩のとり過ぎに気を付けましょう！ 
 食塩(ナトリウム)をとり過ぎると体内に水分が蓄積し，血液量を増加させて血圧が上昇し
ます。血圧が高い状態が続くと、血管は張りつめた状態に長くおかれるため，次第に厚く硬く
なり，血管本来のしなやかさを失ってもろくなってしまいます(動脈硬化)。 
動脈硬化は自覚症状がないまま進行し，やがて循環器疾患（脳卒中や心疾患など）を
引き起こしやすくなります。また食塩のとり過ぎは胃がんのリスクが高まる事も分かっています。 

1 参考）厚生労働省 スマートライフプロジェクト 



おいしく適塩にするためのコツ  

1.新鮮な旬の食材をとり入れましょう。 
 食材の持ち味で薄味でもおいしくい 
ただけます。 

食材選び  でマイナス２ｇ! 

2.食塩を多く含む食品のとり過ぎには 
  気を付けましょう。 

肉の加工品(ウィンナー、ベーコン、ハム)  ,漬け物 
魚の加工品(かまぼこ、ちくわ、はんぺん、塩漬けの魚) 
麺類(ラーメン，うどん),菓子類(せんべい，スナック) 

3.栄養成分表示をみて
食品を選ぶ習慣を身に
つけましょう。 

食べ方 でマイナス２ｇ! 

1.しょうゆやソースは最初からか         
  けるのではなく，味をみてから  
 使いましょう。 
 「かけて食べる」より「つけて食べ
る」とより過剰な塩分摂取を防ぐ
ことができます。 

3.食べ過ぎないようにしましょう 
  せっかくの塩分控えめ料理も     
 食べ過ぎれば、塩分の量もエネ  
 ルギーも多くなります。 
 食事は主食・主菜・副菜をそ  
 ろえて、バランスよくとりましょう。 

2.めん類の汁を残すと 
 ２～３gは減塩できます。 

調理法 でマイナス２ｇ! 

1.香辛料(こしょう，七味，カレー粉) 
   香味野菜(しょうが，にんにく，ねぎ，青じそ) 
   果物の酸味(かぼす，ゆず，レモン)などをとり入れると   
  塩分控えめでも物足りなさを感じにくく，美味しくいただけます。 

3.低塩の調味料を利用しましょう。 
 酢，ケチャップ，マヨネーズ， 
 ドレッシングなどを上手に使いましょう。 

2.汁物は具だくさんにしましょう。 
  具だくさんにすると汁の量が減るため，    
 同じ味付けでも減塩できます。 

4.だしのうま味を利用しましょう。 
かつおだし，昆布だし，いりこだし 

 食塩摂取量の平均値  
男性 10.8g 女性 9.2g 

（H.28年国民健康・栄養調査）  

食塩摂取量の目標値 
男性 8g未満 女性 7g未満 
日本人の食事摂取基準（2015年版）  
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いくちゃん 

平均では目標値より
2g以上も多くとり過ぎ

ているんだね 



作り方 
１．下準備した米，押し麦，水とめんつゆを炊飯釜に入れ、さっと混ぜる。 
２．１の上に里芋をのせて（里芋は米と混ぜない）炊く。 
３．炊き上がったら、三つ葉の茎を入れて全体を軽く混ぜ合わせる。 
   茶碗に盛り、三つ葉の葉をのせて出来上がり。 

里芋ご飯 

 血圧を下げる働きのあるカリウムがたっぷりの里芋の旬は秋と冬です!
旬のものをとり入れることで、栄養価も高く、また季節感のある豊かな食
卓になります♪ 
味付けはめんつゆだけ。香味野菜の三つ葉の香りで塩分控えめでも美
味しく頂けます。 

（主食は体を動かすエネルギー源） 

１人分栄養価 
エネルギー 264kcal 
たんぱく質 5ｇ 
脂質 0.7ｇ 
食塩相当量 0.3g 
野菜の量 23g 

 主食を選ぶ時は、精製度の低い穀類を取り入れると不足しがちな 
ビタミン・ミネラル・食物繊維を補うことができます。  
 
 例：玄米，発芽玄米，胚芽精米，黒米，赤米，押し麦，もち麦 
    ライ麦，そば，あわ，きび，ひえ、小麦全粒粉等。 

いくちゃん 

材料 目安量 下準備

米 65 g

押し麦 5 g

水 90 g

めんつゆ 10 g 小さじ2

里芋 20 g 皮をむき、半分に切り、1cm厚さの半月切りにする。
※手に酢を付けてから行うとかゆみ止めになります。

三つ葉 3 g 根の部分をのぞき、3cmほどの長さに切る。

 1人分　

　米を研ぎ（押し麦は水洗い不要）米と押し麦を合わ
せた分量の1.2～1.3倍の水を加える。
時間があれば、30分程水に浸けておく。
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Sheet1

		材料 ザイリョウ		 1人分　 ヒトリ ブン				24		4		5		6		目安量 メヤス リョウ		下準備 シタ ジュンビ

		米 コメ		65		g		1560		260		325						　米を研ぎ（押し麦は水洗い不要）米と押し麦を合わせた分量の1.2～1.3倍の水を加える。
時間があれば、30分程水に浸けておく。 コメ ト オ ムギ ミズアラ フヨウ

		押し麦 オ ムギ		5		g		120		20		25

		水 ミズ		90		g

		めんつゆ		10		g										小さじ2 コ

		里芋 サトイモ		20		g		480		480		100						皮をむき、半分に切り、1cm厚さの半月切りにする。
※手に酢を付けてから行うとかゆみ止めになります。 カワ ハンブン キ アツ ハンゲツ ギ テ ス ツ オコナ ト

		三つ葉 ミ バ		3		g												根の部分をのぞき、3cmほどの長さに切る。 ネ ブブン ナガ キ











材料 目安量 下準備

豚肉(生姜焼き用) 70 ｇ 厚さ7mm位 食べやすい大きさに切る。

にんにく 2 ｇ 皮をむき、すりおろす。

片栗粉 4 ｇ 小さじ1と1/3

サラダ油 2 ｇ 小さじ半分

ケチャップ 15 ｇ 大さじ１

さとう 2 ｇ 小さじ2/3

こしょう

レタス 15 ｇ 食べやすい大きさにちぎる。

　1人分　

少々

 肉の下味は香味野菜のにんにくのみ。下味に塩を使わなくても
最後に素材の表面に味付けをすることで、物足りなさを感じずに
美味しく頂けます♪ 

作り方 
１．豚肉ににんにくをまぶす。 
２．フライパンを熱し、サラダ油を入れ，焼く直前に表面に片栗粉を付けて，中火～弱火で両面焼く。 
３．肉に火が通ったら，Aを加え肉の両面によく絡めて火を止める。皿に盛り，こしょうをふり，レタスを 
   添えて出来上がり。 

ポークチャップ 

１人分栄養価 
エネルギー 240ｋcal 
たんぱく質 12.5g 
脂質 15.4g 
食塩相当量 0.6g 
野菜の量 17g 

（主菜は体をつくるたんぱく源） 

いくちゃん 

A 合わせておく。 

 豚肉の他にも鶏肉や，魚はタラ，
めかじきなども合います♪ 
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Sheet1

		材料 ザイリョウ		　1人分　 ヒトリ ブン				24		4		5		6		目安量 メヤス リョウ		下準備 シタ ジュンビ

		豚肉(生姜焼き用) ブタ ウスニク ヨウ		70		ｇ		1680		280		350				厚さ7mm位 アツ クライ		食べやすい大きさに切る。 タ オオ キ

		にんにく		2		ｇ		48		8		10						皮をむき、すりおろす。 カワ

		片栗粉 カタクリコ		4		ｇ		96		16		20				小さじ1と1/3 コ

		サラダ油 アブラ		2		ｇ		48		8		10				小さじ半分 コ ハンブン

		ケチャップ		15		ｇ		360		60		75				大さじ１ オオ

		さとう		2		ｇ		48		8		10				小さじ2/3 コ

		こしょう		少々 ショウショウ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		レタス		15		ｇ		360		60		75						食べやすい大きさにちぎる。 タ オオ







材料 目安量 下準備

昆布（乾燥） 2 g 水の2%

水 100 g

かつお節 3 g 水の3%

豆腐 20 g さいの目に切る。

ごぼう 20 g 皮をのぞき、斜め薄切りにする。

白菜 30 g 食べやすい大きさに切る。

青ねぎ 3 g 根をのぞき，小口切りにする。

みそ 8 g 小さじ1と1/3
牛乳 10 g 小さじ２

  1人分　

昆布は表面の汚れを拭き取り，分量の水にし
ばらく浸けておく。

作り方 
１．小鍋に昆布の入った分量の水を入れて加熱し、沸騰直前に取り出す。 
２．かつお節を加え弱火で5分ほど煮て火を止める。しばらく置き、かつお節をこして小鍋に戻す。 
３．ごぼうを入れ加熱し，柔らかくなってきたら白菜を入れる。火が通ったら、みそを溶かし入れ，牛乳，   
   豆腐を入れる。再び沸騰したら火を止め器に盛る。青ねぎをのせて出来上がり。 

１人分栄養価 

エネルギー 46ｋcal 

たんぱく質 3.2g 

脂質 1.5g 

食塩相当量 1.0g 

野菜の量    53g 

（副菜は体の調子を整えるビタミン・ミネラル・食物繊維の供給源） 

 昆布とかつお節でしっかりとっただしのうま味と 仕上げに少し加え
る牛乳で、塩分控えめでもコクと深みのある美味しいみそ汁です♪ 
野菜たっぷりの具だくさんにすると、汁の量が減り、ふつうのみそ汁よ
りも塩分を控えることが出来ます。 

 野菜は、いも、海藻、きのこなども組み合わせて1日350g以上を
目標にとりましょう。料理にすると小鉢で５皿が目安です。 
野菜などに多く含まれるカリウムというミネラルは、体に余分なナトリウ
ムの排泄を促し、高血圧などの生活習慣病の予防に役立ちます。 

いくちゃん 

具だくさんのミルクみそ汁 
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Sheet1

		材料 ザイリョウ		  1人分　 ヒトリ ブン				24		4		5		6		目安量 メヤス リョウ		下準備 シタ ジュンビ

		昆布（乾燥） コンブ カンソウ		2		g										水の2% ミズ		昆布は表面の汚れを拭き取り，分量の水にしばらく浸けておく。 コンブ ヒョウメン ヨゴ フ ト ブンリョウ ミズ ツ

		水 ミズ		100		g

		かつお節 フシ		3		g										水の3% ミズ

		豆腐 トウフ		20		g												さいの目に切る。 メ キ

		ごぼう		20		g												皮をのぞき、斜め薄切りにする。 カワ ナナ ウスギ

		白菜 ハクサイ		30		g												食べやすい大きさに切る。 タ オオ キ

		青ねぎ アオ		3		g												根をのぞき，小口切りにする。 ネ コグチ ギ

		みそ		8		g										小さじ1と1/3 コ

		牛乳 ギュウニュウ		10		g										小さじ２ コ







材料 目安量 下準備

青菜 60 g 1/2~1/3束

なめこ 20 g 1/3袋

大根 30 g 皮をむき，すりおろす。軽く水気をきっておく。

焼きのり 0.5 g 1/6枚 小さくちぎっておく。

ぽん酢しょうゆ 10 g 小さじ２

   1人分　

いくちゃん 

青菜となめこの 
おろしぽん酢和え 
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 ぽん酢しょうゆの酸味を利用した、塩分控えめでも美味しい1品です♪ 
大根が甘く、ほうれん草などの青菜が柔らかく美味しくなる冬の時期にお
すすめです！ 

作り方 
１．青菜は沸騰したお湯で茎がしんなりするまで茹で、水に取り，冷ます。 
   水気を絞り、4cmほどの長さに切る。    
   なめこも同様に茹でて，水に取り，冷まして，水気をきっておく。 
２．ボウルに１と大根おろし、焼きのり、ぽん酢しょうゆを入れて混ぜ合わせて出来上がり。 

１人分栄養価 

エネルギー 23kcal 

たんぱく質 2.2g 

脂質 0.4g 

食塩相当量 0.6g 

野菜の量    95g 

資料：厚生労働省「平成26年国民健康・栄養調査」 

食塩の供給源 
（20歳以上、男女計） 

 塩分の多い調味料の 
とり過ぎには気を付けよう！ 

（副菜は体の調子を整えるビタミン・ミネラル・食物繊維の供給源） 


Sheet1

		材料 ザイリョウ		   1人分　 ヒトリ ブン				24		4		5		6		目安量 メヤス リョウ		下準備 シタ ジュンビ

		青菜 アオナ		60		g		1440		240		300		360		1/2~1/3束 タバ

		なめこ		20		g										1/3袋 フクロ

		大根 ダイコン		30		g												皮をむき，すりおろす。軽く水気をきっておく。 カワ カル ミズケ

		焼きのり ヤ		0.5		g										1/6枚 マイ		小さくちぎっておく。 チイ

		ぽん酢しょうゆ ズ		10		g										小さじ２ コ













実習メニュー 
（主食）里芋ご飯 
（主菜）ポークチャップ 
（副菜）具だくさんのミルクみそ汁 
（副菜）青菜となめこのおろしぽん酢和え 

野菜の目標摂取量 １日350ｇ以上 実習メニューの野菜使用量 188ｇ 

身体活動レベルふつう（Ⅱ）通勤，家事，軽いスポーツ等で１日３０分～１時間程度活動量がある方 

年齢 (歳) 18~29 30~49 50~69 70以上 18~29 30~49 50~69 70以上

エネルギー (kcal) 2650 2650 2450 2200 1950 2000 1900 1750 573
たんぱく質 (g) 22.9
脂質エネルギー (%) 27.9
食塩相当量 (g) 2.58.0未満 7.0未満

男性 女性 実習
メニューの
栄養価

60 50
20~30 20~30

【１日に必要なエネルギー・栄養素の食事摂取基準】 
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ご家庭でもぜひ 
実践してみてね！ 


Sheet1

				男性 ダンセイ								女性 ジョセイ								実習
メニューの栄養価 ジッシュウ エイヨウカ

		年齢 (歳) ネンレイ サイ		18~29		30~49		50~69		70以上 イジョウ		18~29		30~49		50~69		70以上 イジョウ

		エネルギー (kcal)		2650		2650		2450		2200		1950		2000		1900		1750		573

		たんぱく質 (g) シツ		60								50								22.9

		脂質エネルギー (%) シシツ		20~30								20~30								27.9

		食塩相当量 (g) ショクエンソウトウリョウ		8.0未満 ミマン								7.0未満 ミマン								2.5
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