
時短でバランス
よかごはん！

平成30年11月7日
ふくふくプラザ

１

バランスのよい食事作りのポイント
●多様な食品を組み合わせて、主食・主菜・副菜をそろえる。

主食…ご飯・パン・めんなど
主菜…肉・魚・卵・大豆製品などを使った料理
副菜…野菜・きのこ・いも・海藻などを使った料理

家庭で活用できる時短のコツを学び栄養バランスのとれた食事を作りましょう！

福岡市保健福祉局
健康増進課

【１日に必要なエネルギー・栄養素の食事摂取基準】

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

実習メニュー
（主食） まいたけひじきご飯
（主菜） 豚の粒マスタードソテー
（副菜） 3色野菜のごま酢和え

いくちゃん

福岡市食育推進キャラクター

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 584
たんぱく質 (g) 21
脂質エネルギー (%) 30
食塩相当量 (g) 28.0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

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 256.7ｇ

時短でもバランスをとるためのポイント
●食材、道具、市販品を上手に利用する。→2P
●時間のある時に下処理、冷凍保存して、献立を工夫する。→３P
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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 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		584

		たんぱく質 (g) シツ		60								50								21

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

		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







ピーラー、スライサー…きゅうり、にんじん、キャベツ、ごぼう（輪切り、せん切り）
キッチンばさみ…肉、魚の処理
ビニール袋…食材の下味付け、衣付け、野菜の即席漬け

フライパン…ホイルやクッキングシートも併せて使う。
複数のおかずを同時調理も可能。グリルより後片付けも楽。

電子レンジ…煮物、蒸し物
火の通りにくい物（にんじん、かぼちゃなど）の下処理に。
乾物の戻しに（切り干し大根、干し椎茸、高野豆腐、ひじき）

食材を選んで時短！

３
つ
の
時
短
ワ
ザ
で
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
食
事
を
目
指
そ
う
！

２

道具を使って時短！

市販品を利用して時短！

ピーラー、スライサー、キッチンばさみ、ビニール袋などで洗い物の時間もカット

肉（細切れや薄切り，ひき肉，ハム，ソーセージ）
魚（刺身，切り身や三枚おろしの処理済みのもの，ちりめんじゃこ）
卵、納豆
ミニトマト、レタス、キャベツ、もやし、乾燥わかめ、もずく

包丁とまな板要らずで使える食材

めんつゆ、ポン酢しょうゆ、焼肉のたれ…煮物、焼き物の仕上げ、すき焼きのたれに。
例（めんつゆで鶏の照り焼き、ポン酢で煮魚、焼肉のたれで肉豆腐に）

味付け簡単な合わせ調味料を使う

缶詰、冷凍食品，惣菜は全体のバランスに気を付けて

うま味が出る食材でだし要らず
ウィンナー、ベーコン、ハム、さつま揚げ、ツナ、じゃこ、干しえび
干し椎茸、切干大根、昆布、かつお節

主食になるもの

冷凍うどん、冷凍ピラフ、
おにぎり、お寿司

主菜になるもの

魚の缶詰（さば缶、さんま缶）
冷凍餃子、肉や魚のお惣菜

副菜になるもの

トマト缶、コーン缶、
インゲンなどの冷凍野菜、

サラダや煮物など
野菜のお惣菜



1.フリーザーバッグに入れたら平らにして空気を抜く。
お肉や魚は空気に触れると酸化して色も味も悪くなるため、フリーザーバッグに入れる時はできるだ
け空気が入らないように密封しましょう。食材が空気に触れにくくなり、酸化を防げるので、おいしさ
が長持ちします。平らにしておくと、より短時間で冷凍・解凍することができます。

2.中身と日付を記入する。
凍った状態では中身が見にくく分かりにくいため、フリーザーバッグに中身と作った日付をペンで書き、
1か月以内を目安に使い切りましょう。

3.使う数時間前に、冷蔵庫で解凍する。
常温で解凍すると、表面の温度が上がり細菌繁殖しやすいため、必ず冷蔵庫内で解凍しましょう。
厚みのない食材は凍ったまま、煮込みや炒め物に使用できます。

下処理，冷凍保存で時短！

３

食材 冷凍する前に

葉物野菜
(ほうれん草、小松
菜、白菜、キャベツ
等)、ブロッコリー等

・生のまま保存する場合…使いやすい大きさに切り、保存袋に入れて軽く空気を
抜く。

・茹でてから保存する場合…茹でた後、水気を固く絞り、小分けしてラップで包
む。(早めに使う場合は冷蔵庫でも可)

根菜類
(にんじん、大根等)

薄いいちょう切り、せん切りにしてラップで包む。
乱切り等大きめに切ったものは、食感が悪くなるため、冷凍には向かない。

玉ねぎ みじん切り、薄切りにし、ラップで包む。
みじん切りを炒めた後、ラップに薄く包む。

きのこ類
(しめじ、えのき等)

石づきをのぞき、ほぐすか、使いやすい大きさに切り、生のまま保存袋に入れる。
葉物野菜に比べて食感が変わらないため、冷凍保存にはおすすめ。

薬味類
(にんにく，しょうが，

ねぎ等)
にんにく、しょうがは、すりおろすかみじん切りに、ねぎは小口切りにし、小分けして
ラップで包む。

ご飯 1食分ずつラップに薄く空気が入らないように包む。

パン 小分けして保存袋に入れる。バゲットや大きなパンは2cm厚さに切り、1枚ずつラッ
プで包む。凍ったままトースターで焼く。

肉、魚
購入時の食品トレーのまま冷凍すると、凍りにくく、解凍時にドリップ(うま味や栄養
分の含まれたエキス)が出やすくなる。食品トレーから取り出し、ラップで小分けに包
む。(あれば金属製トレーの上に食品を置き)

洗う、切るに、時間がかかる野菜類やよく使う食材を時間のある時に準備しておくと便利です。

食材をまとめ買いした時、時間に余裕のある時に、食材を切って、まとめて仕込んでおけば、
時間のない時でも時短調理が可能です。食材と調味料をまとめてフリーザーバッグに入れて
冷凍する（下味冷凍）と、食材に味がしっかりしみ込むので、旨みも増し、調理時間も短
縮されます。

まとめて冷凍保存（下味冷凍）

★ポイント



週末に作っておくと
平日の料理が
ラクラク♪

まとめて冷凍保存（下味冷凍）組み合わせ例

豚ひき肉
ねぎ
にんにく
しょうが

●キャベツ、餃子の皮＝焼き餃子
●豆腐、マーボーの素＝マーボー豆腐
●にんじん、卵＝炒飯、肉団子

＋

鮭
白ねぎ
みそ
酒、さとう
みりん

＝西京焼き

豚ロース肉
しょうが
玉ねぎ
しょうゆ
ごま油

＝生姜焼き

豚細切れ肉
にんじん、にら
玉ねぎ、キャベツ
ピーマン、しめじ

●オイスターソース＝肉野菜炒め
●麺、ソース＝焼きそば
●だし、みそ＝具だくさん豚汁

＋

牛豚合挽肉
にんじん
玉ねぎ

●塩、こしょう＝ハンバーグ、ミートボール
●トマトピューレ、ケチャップ、コンソメ、スパゲティ＝ミートソーススパゲティ

＋

ぶり
しょうが
酒
しょうゆ
みりん
ごま油

＝ ぶりの照り焼き

大根といっしょに
煮たらブリ大根に♪

魚は…

牛薄切り肉
まいたけ
白菜
めんつゆ

＝牛肉のうま煮

薄切り肉は…

細切れ肉は…

鶏細切れ肉
にんじん
玉ねぎ
ピーマン

●ケチャップ、コンソメ、塩、こしょう、卵、米＝チキンピラフ、オムライス
●ホワイトソース、マカロニ＝グラタン＋

ひき肉は…

ひき肉の場合、菜箸等で
上から筋目をつけてから
冷凍しておくと、凍ったま
ま使いたい分を割って取り

出せます。

焼く時には、漬けたみそ
を取り除いた方が焦げ
付きにくいです！

４

味付けによって
いろいろなメニューに

展開できます♪



材料 目安量 下準備

米 70 g 280 g 280g=2合

水 85 g 340 g

まいたけ 20 g 80 g ほぐしておく。

乾燥芽ひじ
き 1 g 4 g 4g=大さじ3 細かい目のザルでサッと水

洗いする。

にんじん 10 g 40 g スライサーでせん切りにす
る。

油揚げ 10 g 40 g 40g=小2枚 油抜きして短冊に切る。

めんつゆ 15 g 60 g 60g=大さじ4 ストレートを使用。２倍濃
縮の場合は半量使用。

青じそ 1 枚 4 枚 茎を除き、せん切りにする。

  1人分　4人分

米を研ぎ、米の分量の1.2
倍の水を加える。

【作り方】
１．米と分量の水、めんつゆを炊飯釜に入れ、さっと混ぜる。
２．１の上に青じそ以外の具材をのせて炊く。（具材は米と混ぜない）
３．炊き上がったら、青じそを添えて出来上がり。

５

まいたけひじきご飯

ひじきは水戻し不要！調味料はめんつゆだけ！包丁要らずの
具材を使うと、炊き込みご飯も簡単に作る事が出来ます♪
料理は時短でも、食事はゆっくりとよく噛んで食べましょう！
よく噛むと、満足感が出て、食べ過ぎ防止につながります。

（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 289kcal
たんぱく質 6.7g
脂質 2.6g
食塩相当量 0.6g
野菜の量 35.7g

いくちゃん

油揚げを冷凍しておくと便利！
油抜きして水気を絞り、使いたい大きさに切って、使いたい分

ずつラップで包み、冷凍保存しておくと便利です。炊き込みご
飯、みそ汁の具などに使う時は、凍ったまま使えます。


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				29人分		目安量 メヤスリョウ		下準備 シタジュンビ

		米 コメ		70		g		280		g		350		g		420		g		2030		280g=2合 ゴウ		米を研ぎ、米の分量の1.2倍の水を加える。 コメ ト コメ ブンリョウ バイ ミズ クワ

		水 ミズ		85		g		340		g		425		g		510		g		2465

		まいたけ		20		g		80		g		100		g		120		g		580				ほぐしておく。

		乾燥芽ひじき カンソウ メ		1		g		4		g		5		g		6		g		29		4g=大さじ3 オオ		細かい目のザルでサッと水洗いする。 コマ メ ミズアラ

		にんじん		10		g		40		g		50		g		60		g		290				スライサーでせん切りにする。 ギ

		油揚げ アブラア		10		g		40		g		50		g		60		g		290		40g=小2枚 ショウ マイ		油抜きして短冊に切る。 ユ ヌ タンザク キ

		めんつゆ		15		g		60		g		75		g		90		g		435		60g=大さじ4 オオ		ストレートを使用。２倍濃縮の場合は半量使用。 シヨウ バイ ノウシュク バアイ ハンリョウ シヨウ

		青じそ アオ		1		枚 マイ		4		枚 マイ		5		枚 マイ		6		枚 マイ		29				茎を除き、せん切りにする。 クキ ノゾ ギ











【作り方】
１．ビニール袋に豚肉とにんにくを入れて、にんにくが肉に絡むように軽くもみこむ。小麦粉を加え、

肉の表面にまんべんなくまぶす。
２．フライパンを加熱し、サラダ油を入れ、１の肉を中火で両面焼く。
３．肉に火が通ったら、ピーマンを加えてサッと火を通す。
４．弱火にしてAを加え、全体に絡めて火を止める。
５．皿に付け合わせのサラダ菜とミニトマトをのせ、肉を盛り付けて出来上がり。

材料 目安量 下準備

豚肉(薄切り) 70 ｇ 280 g 食べやすい大きさに切る。

にんにく 1 ｇ 4 g 4g=1/2片 皮をむき、すりおろす。

小麦粉 1 ｇ 4 g 4g=小さじ1

サラダ油 2 ｇ 8 g 8g=小さじ2

ピーマン 15 ｇ 60 g 60g=1こ へたと種を取り、手でちぎる。

はちみつ 7 ｇ 28 g 28g=小さじ4

しょうゆ 3 ｇ 12 g 12g=小さじ2

粒マスタード 8 ｇ 32 g 32g=大さじ２

サラダ菜 10 ｇ 40 g 一口大にちぎる。

ミニトマト 15 g 60 g 60g＝４個 へたを取る。

　1人分　 4人分

 合わせておく。A

豚の粒マスタードソテー

１人分栄養価

エネルギー 251ｋcal
たんぱく質 13.4g
脂質 16.8g
食塩相当量 0.9g
野菜の量 41g

（主菜は体をつくるたんぱく源）

いくちゃん

豚肉の他にも鶏肉や、
魚はタラ、かじきなども

合います♪
６

火の通りの速い食材を選ぶことで、時短に繋がります！
肉に下味を付けたり、粉をまぶす時にビニール袋を使うと後片付け
も楽です♪表面に小麦粉をまぶすことで，肉のうま味や水分が出
るのを防ぎ、時短でもふっくらと美味しい仕上がりになります♪

※はちみつは乳児ボツリヌス症予防のため満1歳までは使えません。


Sheet1

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

		豚肉(薄切り) ブタ ウスニク ウスギ		70		ｇ		1680		280		g		350						食べやすい大きさに切る。 タ オオ キ

		にんにく		1		ｇ		24		4		g		5				4g=1/2片 ヘン		皮をむき、すりおろす。 カワ

		小麦粉 コムギコ		1		ｇ		24		4		g		5				4g=小さじ1 コ

		サラダ油 アブラ		2		ｇ		48		8		g		10				8g=小さじ2 コ

		ピーマン		15		ｇ		360		60		g		75				60g=1こ		へたと種を取り、手でちぎる。 タネ ト テ

		はちみつ		7		ｇ		168		28		g		35				28g=小さじ4 コ		 合わせておく。A ア

		しょうゆ		3		ｇ		72		12		g		15				12g=小さじ2 コ

		粒マスタード ツブ		8		ｇ		192		32		g		40				32g=大さじ２ オオ

		サラダ菜 ナ		10		ｇ		240		40		g		50						一口大にちぎる。 ヒトクチ ダイ

		ミニトマト		15		g		360		60		g		75				60g＝４個 コ		へたを取る。 ト







材料 目安量 　下準備

だいこん 60 g 240 g 240g=小1/3本

きゅうり 30 g 120 g 120g=１本

にんじん 20 g 80 g 80g=1/2本

塩 0.5 g 2 g 2g=小さじ1/3

酢 15 g 60 g 60g=大さじ４

さとう 3 g 12 g 12g=小さじ４

しょうが 2 g 8 g

すりごま 1 g 4 g 4g=小さじ１

1人分　 4人分

皮をむき（きゅうりは皮はむかない）せ
ん切りスライサーで、せん切りにする。

　　　合わせておく。A

【作り方】
1.せん切りにした３種の野菜と塩をビニール袋に入れて、外側からよくもみこみ、空気を抜いてしばらくおく。
2.ビニール袋の口を下にして、ビニール袋の外側から絞って水分だけ捨てる。
3.Aを加えて混ぜたら器に盛り、すりごまをかける。すぐに食べない場合はビニール袋に入れたまま冷蔵庫で
保存する。

７

（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）

３色野菜のごま酢和え

１人分栄養価
エネルギー 44ｋcal
たんぱく質 0.9g
脂質 0.7g
食塩相当量 0.5g
野菜の量 112g

秋から冬にかけておいしいだいこん、にんじんを、せん切り
スライサーやビニール袋を使って、より簡単、早く、衛生的に
作ります！時短道具を活用して、野菜を手軽に
取り入れましょう！

●明太マヨ和え（明太子、マヨネーズ）
●ツナマヨ和え（ツナ缶、マヨネーズ）
●中華和え（ハム、すりごま、ごま油、酢、さとう、しょうゆ）
●梅かつお（梅干し、かつおぶし、めんつゆ）

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。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)

味付け
アレンジ


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

		だいこん		60		g		240		g		300		360		1800		240g=小1/3本 ショウ ポン		皮をむき（きゅうりは皮はむかない）せん切りスライサーで、せん切りにする。 カワ カワ ギ ギ

		きゅうり		30		g		120		g		150		180		900		120g=１本 ポン

		にんじん		20		g		80		g		100		120		600		80g=1/2本 ポン

		塩 シオ		0.5		g		2		g								2g=小さじ1/3 コ

		酢 ス		15		g		60		g								60g=大さじ４ オオ		　　　合わせておく。A ア

		さとう		3		g		12		g								12g=小さじ４ コ

		しょうが		2		g		8		g

		すりごま		1		g		4		g								4g=小さじ１ コ
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