
平成30年10月11日
ふくふくプラザ

福岡市
保健福祉局
健康増進課

朝食で元気な1日を始めよう！(健康ふくおか10か条より)

健康づくりのためには、規則正しい生活リズムとバランスのよい食事が基本です。体に必要な栄養素を
バランスよくとるために、食事は主食・主菜・副菜を組み合わせて食べることが大切です。早寝早起きをし
て、朝ごはんを食べることが、生活習慣病を予防し、健康寿命を延ばすことにつながります。

（体の調子を整える、ビタミン・ミネラル・食物繊維の供給源）

（体をつくるたんぱく源）
魚・肉・卵・大豆製品

野菜・海藻・きのこ・いも

●缶詰(ツナ、さば)
●ししゃも、めざし、しらす

★手間要らずの食材や
作り置きを準備しておくと便利！

●ゆで卵
●電子レンジでスクランブルエッグ

●納豆
●小パック豆腐
●厚揚げ

●冷凍野菜、缶詰、野菜ジュース

●包丁・まな板要らずの食材、カット野菜

★みそ汁やスープの具に、
野菜サラダに♪

１
●パックもずく、味付けのり、乾燥カットわかめ

●作り置き

ごはん・パン・めん・シリアル

●ごはん→おにぎり、かしわめし、雑炊

●パン→チーズトースト、サンドウィッチ、ホットドッグ●うどん→温玉うどん

★おかずとなる食材と組み合わせ
て作ると、後片付けも楽♪

（体を動かすエネルギー源）主食

主菜

副菜

●ハム
●ウィンナー
●ひき肉、こま切れ肉

●シリアル



作り方
１．下準備した米、押し麦、水を炊飯釜に入れて炊く。
２．炊き上がったら、全体を軽く混ぜ合わせる。

麦ご飯

朝からご飯で元気をチャージ！主食は脳のエネルギー源 ブドウ
糖の供給源です。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。

（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 249kcal
たんぱく質 4.3ｇ
脂質 0.7ｇ
食塩相当量 0g

材料 下準備

米 60 g 240 g

押し麦 10 g 40 g

水 90 g 360 g

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。

4人分
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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 492

たんぱく質 (g) 21.1

脂質エネルギー (%) 25

食塩相当量 (g) 2.2

野菜の摂取量(g) 140

男性 女性 実習メニューの栄養価
①＋②の半量＋
③の半量+④

60 50

20~30 20~30

8g未満 7.0未満

目標350g 以上

【１日に必要なエネルギー・栄養素の食事摂取基準】

実習メニュー
①麦ご飯 (主食)
②さんま缶の卵とじ（主菜+副菜）
③じゃが芋のガレット（主菜+副菜）
④豆腐のとろとろ酸辣湯（副菜）

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

ご飯が余ったら、冷凍保存しておきましょう。
ラップに１食分を薄く均一に広げ、空気が入らないように、
ぴったりと包んで、冷ましてから冷凍庫へ。

いくちゃん
福岡市食育推進キャラクター

果物と牛乳、ヨーグ
ルト等の乳製品をプ
ラスすると、不足しが
ちな栄養素を補うこと
ができます。
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		材料 ザイリョウ		1人分				4人分				6人分		28人分		下準備 シタ ジュンビ

		米 コメ		60		g		240		g		360		1680		　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		10		g		40		g		60		280

		水 ミズ		90		g		360		g		540		2520
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				男性 ダンセイ								女性 ジョセイ								実習メニューの栄養価
①＋②の半量＋
③の半量+④ ジッシュウ エイヨウカ ハンリョウ ハンリョウ

		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		492

		たんぱく質 (g) シツ		60								50								21.1

		脂質エネルギー (%) シシツ		20~30								20~30								25

		食塩相当量 (g) ショクエンソウトウリョウ		8g未満 ミマン								7.0未満 ミマン								2.2

		野菜の摂取量(g) ヤサイ セッシュ リョウ		目標350g 以上 モクヒョウ イジョウ																140







材料 目安量 　下準備

えのき 25 ｇ 100 g 100g=1/2袋 石づきを取り、半分の長さに切る。

水 25 ｇ 100 g 100g=1/2カップ

さんまの蒲焼缶 50 ｇ 200 g 200g=小2缶

枝豆（冷凍） 10 ｇ 40 g 40g=さや付き80g 流水で解凍し、さやから出す。

卵 50 ｇ 200 g 200g=4こ 割りほぐしておく。

万能ねぎ 3 ｇ 12 g 12g=2本 小口切りにする。

レタス 10 ｇ 40 g 食べやすい大きさに切る。

ミニトマト 1 こ 4 こ へたを取る。

1人分　 4人分

【作り方】
1.フライパンに分量の水とえのきを入れて火にかける。
2.えのきに火が通ってきたら、さんまのかば焼き缶をほぐし入れ、枝豆を加えて強火にする。
3.卵を全体に流し入れてさっと混ぜて、火が通ったら器に盛り、万能ねぎをのせ、レタスとミニトマトを添え
る。
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（主菜は体をつくるたんぱく源）

さんま缶の卵とじ

（副菜はビタミン・ミネラルの供給源）ごはんに
合う♪

ツナ缶、さば缶，さんま缶
いわし缶、さけ缶

缶詰を利用すれば、忙しい朝でも
魚を手軽にとることができます！

１人分栄養価
エネルギー 217ｋcal
たんぱく質 17.2g
脂質 12.5g
食塩相当量 0.9g
野菜の量 68g

そのままはもちろん、サラダや大根おろしと和えたり、
みそ汁や卵とじにもおすすめです。

卵は肉や魚に比べて調理しやすいため、朝食に取り入れ
やすいたんぱく源です。味付きの缶詰を使えば仕上げの調
味料は不要です。主菜・副菜となる食材を組み合わせると
1皿で栄養のバランスをとることができ、後片付けも楽です。


Sheet1

		材料 ザイリョウ		1人分　 ヒトリ ブン				4人分				5人分		6人分		30人分		目安量 メヤス リョウ		　下準備 シタ ジュンビ

		えのき		25		ｇ		100		g		125		150		750		100g=1/2袋 フクロ		石づきを取り、半分の長さに切る。 イシ ト ハンブン ナガ キ

		水 ミズ		25		ｇ		100		g		125		150		750		100g=1/2カップ

		さんまの蒲焼缶 カバヤ カン		50		ｇ		200		g		250		300		1500		200g=小2缶 ショウ カン

		枝豆（冷凍） エダマメ レイトウ		10		ｇ		40		g		50		60		300		40g=さや付き80g ツ		流水で解凍し、さやから出す。 リュウスイ カイトウ ダ

		卵 タマゴ		50		ｇ		200		g		250		300		1500		200g=4こ		割りほぐしておく。 ワ

		万能ねぎ バンノウ		3		ｇ		12		g		15		18		90		12g=2本 ポン		小口切りにする。 コグチ ギ

		レタス		10		ｇ		40		g		50		60		300				食べやすい大きさに切る。 タ

		ミニトマト		1		こ		4		こ		5		6		30				へたを取る。 ト

















材料 目安量 　下準備

じゃがいも 50 ｇ 200 g 200g=大1こ 皮をむき、スライサーなどでせん
切りにする。水にはさらさない。

にんじん 10 ｇ 40 g 40g=中1/3本 皮をむき、せん切りにする。

ロースハム 10 ｇ 40 g 40g=1パック 半分に切り、細切りにする。

卵 50 ｇ 200 g 200g＝４こ 割りほぐす。

パセリ 1 ｇ 4 g みじん切りにする。

塩 0.3 ｇ 1.2 g 1.2g=小さじ1/5

こしょう 0.1 ｇ 0.4 g

サラダ油 2 ｇ 8 g 8g=小さじ2

ピザ用チーズ 10 ｇ 40 g

ケチャップ 5 ｇ 20 g 20ｇ＝大さじ１と1/3

レタス 20 ｇ 80 g 手で小さめにちぎる。

ミニトマト 1 こ 4 こ 4こ＝40g

1人分　 4人分

【作り方】
1.ボウルにAを入れよく混ぜ合わせる。
2.フライパンを加熱し、サラダ油を入れ、１の半量を丸く平らに流し入れ、

中央にピザ用チーズをのせる。
3.１の残りの半量をのせて丸く平らに、蓋をして弱火でしばらく加熱する。
4.下側に焼き色が付いてきたら裏返し、蓋をはずして焼く。
5.切り分けて皿に盛り、ケチャップ、レタス、ミニトマトを添える。

4

じゃがいものガレット
パンにも
合う♪

（主菜は体をつくるたんぱく源）
（副菜はビタミン・ミネラルの供給源）

１人分栄養価
エネルギー 193ｋcal
たんぱく質 11.5g
脂質 10.3g
食塩相当量 1.2g
野菜の量 91g

ガレットは、「円く薄いもの」という意味で、フランス北西部の郷
土料理です。たっぷりの野菜を細切りにして卵にからめて焼きま
す。 とろけるチーズを中に挟んで焼くと、不足しがちなカルシウ
ムを摂ることができます。フライパン１つで、主菜・副菜が揃う栄
養バンスのよいメニューです。

A


Sheet1

		材料 ザイリョウ		1人分　 ヒトリ ブン				4人分				5人分		6人分		30人分		目安量 メヤス リョウ		　下準備 シタ ジュンビ

		じゃがいも		50		ｇ		200		g		250		300		1500		200g=大1こ ダイ		皮をむき、スライサーなどでせん切りにする。水にはさらさない。 カワ ギ ミズ

		にんじん		10		ｇ		40		g		50		60		300		40g=中1/3本 チュウ ポン		皮をむき、せん切りにする。 カワ ギ

		ロースハム		10		ｇ		40		g		50		60		300		40g=1パック		半分に切り、細切りにする。 ハンブン キ ホソギ

		卵 タマゴ		50		ｇ		200		g		250		300		1500		200g＝４こ		割りほぐす。 ワ

		パセリ		1		ｇ		4		g		5		6		30				みじん切りにする。 ギ

		塩 シオ		0.3		ｇ		1.2		g		1.5		1.8		9		1.2g=小さじ1/5 コ

		こしょう		0.1		ｇ		0.4		g		0.5		0.6		3

		サラダ油 アブラ		2		ｇ		8		g		10		12		60		8g=小さじ2 コ

		ピザ用チーズ ヨウ		10		ｇ		40		g		50		60		300

		ケチャップ		5		ｇ		20		g		25		30		150		20ｇ＝大さじ１と1/3 オオ

		レタス		20		ｇ		80		g		100		120		600				手で小さめにちぎる。 テ チイ

		ミニトマト		1		こ		4		こ		5		6		30		4こ＝40g









材料 目安量 　下準備

白ねぎ 20 ｇ 80 g 80g=1/2本 小口切りにする。

なめこ 20 ｇ 80 g 80g=3/4袋 おがくずが入っていることもあるた
め、さっと洗っておく。

酢もずく 20 ｇ 80 g 80g=小1パック 汁ごと使う。

絹ごし豆腐 30 ｇ 120 g 120g=小1パック さいの目に切る。

鶏がらスープの素 2 ｇ 8 g 8g=大さじ１半

水 100 ｇ 400 g

酢 5 ｇ 20 g 20g=大さじ１半 酢の量はもずく酢の酸味によっ
て、加減する。

こしょう 0.1 ｇ 0.4 g

ラー油 0.5 ｇ 2 g ２ｇ＝小さじ半分

1人分　 4人分

【作り方】
1.鍋にAを入れて加熱する。
2.1に火が通ったら、火を止め、こしょう、ラー油を加えて出来上がり。
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（副菜はビタミン・ミネラルの供給源）

豆腐のとろとろ酸辣湯
サンラータン

１人分栄養価
エネルギー 38ｋcal
たんぱく質 2.4g
脂質 1.5g
食塩相当量 1.1g
野菜の量 60g

いくちゃん

具だくさんの
みそ汁

ほうれん草の
お浸し

かぼちゃの
煮物

サラダ ひじきの五目煮

野菜の目標摂取量1日350gを料理にすると小鉢で5皿が
目安です。 (1日5皿の料理例)

サンラータンは中華料理で、酢の酸味と唐辛子や胡椒の
辛味、香味を利かせた食欲の出るスープです。
みそ汁やスープなどの温かい汁物を朝食にとり入れると体

が温まり、胃腸の働きも活発になります。
もやしや豆苗など下処理が簡単で、火の通りの速い食材

を使うと忙しい朝でも野菜をしっかりとることができます。

A

すっぱ辛い中華
スープでシャキッ
と目覚める♪


Sheet1

		材料 ザイリョウ		1人分　 ヒトリ ブン				4人分				5人分		6人分		30人分		目安量 メヤス リョウ		　下準備 シタ ジュンビ

		白ねぎ シロ		20		ｇ		80		g		100		120		600		80g=1/2本 ホン		小口切りにする。 コグチ ギ

		なめこ		20		ｇ		80		g		100		120		600		80g=3/4袋 フクロ		おがくずが入っていることもあるため、さっと洗っておく。 ハイ アラ

		酢もずく ス		20		ｇ		80		g		100		120		600		80g=小1パック ショウ		汁ごと使う。 シル ツカ

		絹ごし豆腐 キヌ トウフ		30		ｇ		120		g		150		180		900		120g=小1パック ショウ		さいの目に切る。 メ キ

		鶏がらスープの素 トリ モト		2		ｇ		8		g		10		12		60		8g=大さじ１半 オオ ハン

		水 ミズ		100		ｇ		400		g		500		600		3000

		酢 ス		5		ｇ		20		g		25		30		150		20g=大さじ１半 オオ ハン		酢の量はもずく酢の酸味によって、加減する。

		こしょう		0.1		ｇ		0.4		g		0.5		0.6		3

		ラー油 ユ		0.5		ｇ		2		g		2.5		3		15		２ｇ＝小さじ半分 コ ハンブン
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