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福岡市保健福祉局
健康増進課

今から備えよう
コツコツ骨太（骨粗鬆症予防）料理教室

骨粗鬆症とは、長年の生活習慣などにより、骨がスカスカになって骨折しやすくなる病気です。
最初は自覚症状はありませんが、腰や背中の痛みや、また転倒して骨折してからみつかることが
あります。特に足の付け根の骨折をおこすと、寝たきりや介護が必要になることがあります。
ふだんの食事や運動で骨量を維持し、骨粗鬆症による骨折を予防しましょう。
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資料：骨粗鬆症財団ホームページ

資料/骨粗鬆症財団パンフレット「骨の健康，考えてますか？」
厚生労働省：平成25年国民生活基礎調査より作図

資料/骨粗鬆症財団企画.
骨粗鬆症 検診・保健指導マニュアル第2版(ライフサイエンス出版2014年)

こつそしょうしょう



①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

②調理方法が偏らないようにする。
③外食、調理済み食品を上手に組み合わせる。

【骨を守るための３つのポイント!】

適度な運動 十分な栄養 そして検査

１．1日3食しっかり食べる。

２．積極的に摂りたいもの。

３．摂りすぎに気を付けたいもの。

①カルシウム…骨の材料となる。

乳製品、緑黄色野菜、大豆製品、小魚、海藻、乾物など

②ビタミンD…カルシウムの吸収を助け、筋力を高める。

魚、きのこ、卵、レバーなど

③ビタミンK…カルシウムを骨にとりこみ、骨を強くする。

納豆、緑黄色野菜、海藻など

骨密度を維持し、健康寿命をのばしましょう！

①リン…腸でのカルシウムの吸収を阻害する。

インスタント、加工食品など

②食塩（ナトリウム）…カルシウムの排泄を促す。

インスタント麺、漬け物、肉・魚の加工品など

③アルコール…利尿作用により、いったん吸収されて体内に入った

カルシウムが必要な分まで排泄される。2



材料 4人分目安量 下準備

米 65 g 260 g 1と3/4合

水 78 g 312 g

めんつゆ 5 g 20 g 大さじ１と1/3 ストレートを使用。２倍濃縮
の場合は半量使用。

乾燥芽ひじき 1 g 4 g 大さじ2と2/3 茶こしなどの細かい目のザル
でサッと水洗いする。

まいたけ 20 g 80 g 食べやすい大きさにする。

にんじん 10 g 40 g せん切りにする。

じゃこ 10 g 40 g

白炒りごま 1 g 4 g 大さじ半分

  1人分　 4人分

米を研ぎ、米の分量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の上にひじき、まいたけ、にんじんをのせて炊く。（具材は米と混ぜない）
３．炊き上がったら、じゃこと白炒りごまを混ぜて出来上がり。
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じゃこひじきご飯

ひじきは水戻し不要！調味料はめんつゆだけ！
炊き上がりにじゃこと炒りごまを加えて、手軽にしっかり
カルシウムを摂ることができます♪

（主食は体を動かすエネルギー源）

じゃこは冷凍しておくと便利！
じゃこやしらす干しなどは保存用ビニール袋に

入れて、空気を抜き、平らにならして冷凍保存しておくと便利です。
青菜の和え物や、きゅうりとわかめの酢の物、冷ややっこのトッピング、卵

焼き、チャーハン、スパゲティなど手軽に取り入れてみましょう。凍ったまま調
理することができます。冷凍したら2~3週間で使い切りましょう。

１人分栄養価
エネルギー 260kcal
たんぱく質 7.2g
脂質 1.4g
炭水化物 53.4g
食塩相当量 0.6g
カルシウム 49mg
ビタミンD 5.6μg
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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		4人分目安量 ニン ブン メヤスリョウ		下準備 シタジュンビ

		米 コメ		65		g		260		g		325		g		390		g		1885		1と3/4合 ゴウ		米を研ぎ、米の分量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		78		g		312		g		390		g		468		g		2262

		めんつゆ		5		g		20		g		25		g		30		g		145		大さじ１と1/3 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

		乾燥芽ひじき カンソウ メ		1		g		4		g		5				6		g		29		大さじ2と2/3 オオ		茶こしなどの細かい目のザルでサッと水洗いする。 チャ コマ メ ミズアラ

		まいたけ		20		g		80		g		100		g		120		g		580				食べやすい大きさにする。 タ オオ

		にんじん		10		g		40		g		50		g		60		g		290				せん切りにする。 ギ

		じゃこ		10		g		40		g		50				60		g		290

		白炒りごま シロ イ		1		g		4		g		5		g		6		g		29		大さじ半分 オオ ハンブン











鮭のみそチーズ
ホイル焼き

（主菜は体をつくるたんぱく源）
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アルミホイルで包んだら，あとはフライパンで焼くだけ♪
冷蔵庫の残り物野菜も一緒にホイルに包めば、手軽に野
菜もとることができます♪

【作り方】
１．アルミホイルの中心に、玉ねぎの1/3ほどを敷いて、鮭の皮を下にしてのせる。
２．鮭にこしょうをふり、残りの玉ねぎとまいたけをのせて、ホイルの上を閉じる。

（途中でまた開けられるように、緩く包む。）
３．フライパンにのせて蓋をして、弱火で7～8分ほど焼く。
４．一旦火からはずし、ホイルの上を開けてAとピザ用チーズをのせ、再度フライパンで蓋をして
弱火で焼く。チーズが溶けたら青じそをのせて出来上がり。

材料 4人分目安量 下準備

鮭(切り身) 80 g 320 g

こしょう

玉ねぎ 30 g 120 g 小１こ 半分に切り、薄切りにする。

まいたけ 20 g 80 g 1パック 手でちぎる。

ピザ用チーズ 20 g 80 g

みそ 4 g 16 g 大さじ1弱

マヨネーズ 4 g 16 g 大さじ1と1/3

青じそ 1 g 4 g 4枚 茎を除き、縦半分に切り、細切りにする。

  1人分　 4人分

少々 少々

　　混ぜておく。

ビタミンＤはカルシウムの吸収を助けます！
カルシウムの吸収を助けるビタミンDを多く含む食品は，魚やきのこ類です。
魚はさけ、かじき、うまづらはぎ、うなぎ、さんま、にしん、まぐろに多く，きのこ

類は天日にしばらく干してから使うとビタミンＤになる物質の量が増すため，
効果的に摂ることができます。

１人分栄養価
エネルギー 224kcal
たんぱく質 23.7g
脂質 11.9g
炭水化物 5g
食塩相当量 1.3g
カルシウム 150mg
ビタミンD 26.6μg

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				29人分		4人分目安量 ニン ブン メヤスリョウ		下準備 シタジュンビ

		鮭(切り身) サケ キ ミ		80		g		320		g		400		g		480		g		2320

		こしょう		少々 ショウショウ				少々 ショウショウ				少々 ショウショウ				少々 ショウショウ				少々 ショウショウ

		玉ねぎ タマ		30		g		120		g		150		g		180		g		870		小１こ ショウ		半分に切り、薄切りにする。 ハンブン キ ウスギ

		まいたけ		20		g		80		g		100		g		120		g		580		1パック		手でちぎる。 テ

		ピザ用チーズ ヨウ		20		g		80		g

		みそ		4		g		16		g		20		g		24		g		116		大さじ1弱 オオ ジャク		　　混ぜておく。 マ

		マヨネーズ		4		g		16		g		20		g		24		g		116		大さじ1と1/3 オオ

		青じそ アオ		1		g		4		g		5		g		6		g		29		4枚 マイ		茎を除き、縦半分に切り、細切りにする。 クキ ノゾ タテ ハンブン キ ホソギ







材料 4人分目安量 下準備

さやいんげん 10 g 40 g 8本 茎の部分を除き、半分の
長さに切る。

ブロッコリー 30 g 120 g 1/2株 小房に分ける。

かぼちゃ 30 g 120 g 一口大に切る。

トマト 30 g 120 g 小１こ 一口大に切る。

リーフレタス 10 g 40 g 2枚 食べやすい大きさにちぎる。

水切りヨーグルト 25 g 100 g 一晩水切りすると半量にな
ります。

マヨネーズ 8 g 32 g 大さじ3

塩 0.4 g 1.6 g 小さじ1/4

チューブ
おろしにんにく 0.5 g 2 g チューブ穴から4cm

カレー粉 0.5 g 2 g 小さじ１

  1人分　 4人分

　　合わせておく。

茹で野菜の
ヨーグルトソース
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（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）
いつものサラダのドレッシングにカルシウムをプラスします♪

トルコの家庭料理では定番のヨーグルトソースです。肉・魚料理
や揚げ物などに爽やかな酸味の効いたソースとして、さっぱりと
頂けます。

【作り方】
１．いんげん、ブロッコリー，かぼちゃは茹でる。
２．ヨーグルトソースの材料をすべて混ぜ合わせる。
３．トマト，リーフレタス，茹でた野菜を皿に盛り、ヨーグルトソースを添える。

１人分栄養価
エネルギー 121kcal
たんぱく質 3.5g
脂質 7.1g
炭水化物 12g
食塩相当量 0.6g
カルシウム 62mg
ビタミンD 0μg

茹
で
野
菜
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ヨーグルトソースは，
オクラ、アスパラガス、きゅうり、
またフライドポテトや焼きなす
などにも合います。

乳製品のカルシウムの吸収率はナンバー１！
食物に含まれているカルシウムのすべてが，体に吸収されるわけではあ

りません。体の状態によって吸収率にも差がありますが、乳製品は約
50%、魚類は約30%、野菜類は約17%です。
カルシウムをしっかり摂るためには、バランスのよい食事に加えて、牛乳、
ヨーグルト、チーズなどの乳製品も上手にとり入れましょう。


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		4人分目安量 ニン ブン メヤスリョウ		下準備 シタジュンビ

		さやいんげん		10		g		40		g		50		g		60		g		290		8本 ホン		茎の部分を除き、半分の長さに切る。 クキ ブブン ノゾ ハンブン ナガ キ

		ブロッコリー		30		g		120		g		150		g		180		g		870		1/2株 カブ		小房に分ける。 コブサ ワ

		かぼちゃ		30		g		120		g		150		g		180		g		870				一口大に切る。 ヒトクチ ダイ キ

		トマト		30		g		120		g		150		g		180		g		870		小１こ ショウ		一口大に切る。 ヒトクチ ダイ キ

		リーフレタス		10		g		40		g		50		g		60		g		290		2枚 マイ		食べやすい大きさにちぎる。 タ オオ

		水切りヨーグルト ミズキ		25		g		100		g		125		g		150		g		725				一晩水切りすると半量になります。 ヒトバン ミズキ ハンリョウ

		マヨネーズ		8		g		32		g		40		g		48		g		232		大さじ3 オオ		　　合わせておく。

		塩 シオ		0.4		g		1.6		g		2		g		2.4		g		11.6		小さじ1/4 コ

		チューブ
おろしにんにく		0.5		g		2		g		2.5		g		3		g		14.5		チューブ穴から4cm アナ

		カレー粉 コ		0.5		g		2		g		2.5		g		3		g		14.5		小さじ１ コ







材料 4人分目安量 下準備

スライスチーズ 40 g 160 g 8枚 ピザ用チーズを使うとよりカリッ
と仕上がります。

干しえび 2 g 8 g 大さじ4

ピーナツ 3 g 12 g １２粒 細かく砕く。

パセリ 1 g 4 g 葉の部分をみじん切りにする。

  1人分　4人分

カリッとえびチーズ焼き

６

えび風味のカリッと香ばしい、おせんべいのような食感です。
おかずとして、またカルシウムたっぷりの間食としてもおススメです。
じゃこやごまを入れても美味しく頂けます。

【作り方】
1.テフロンのフライパンにスライスチーズを並べ、干しえび、ピーナツ、パセリをのせてもう1枚
のチーズをのせて弱火にかける。
2.水分が飛んで硬くなってきたら、裏返し、両面焼き色が付いたら、皿に取り冷ます。

１人分栄養価
エネルギー 160kcal
たんぱく質 11.2g
脂質 12g
炭水化物 1.2g
食塩相当量 1.2g
カルシウム 296mg
ビタミンD 0μg

干しえび、切り干し大根、干しひじき、干し椎茸、高野豆腐などの
乾物にはカルシウムが多く含まれています。乾物を常備して、煮物や
和え物、炊き込みご飯などに加えて不足しがちなカルシウムを補うこと
ができます。

乾物を常備して
カルシウムをプラス♪

トースターで焼く場合は、
クッキングシートを敷くと
焦げ付きません。

（間食におすすめ）


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		4人分目安量 ニン ブン メヤスリョウ		下準備 シタジュンビ

		スライスチーズ		40		g		160		g		200		g		240		g		1160		8枚 マイ		ピザ用チーズを使うとよりカリッと仕上がります。 ヨウ ツカ シア

		干しえび ホ		2		g		8		g		10		g		12		g		58		大さじ4 オオ

		ピーナツ		3		g		12		g		15		g		18		g		87		１２粒 ツブ		細かく砕く。 コマ クダ

		パセリ		1		g		4		g		5		g		6		g		29				葉の部分をみじん切りにする。 ハ ブブン ギ









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

【１日に必要なエネルギー・栄養素の食事摂取基準】

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

たんぱく質 (g)

脂質エネルギー (%)

カルシウム (mg) 800 650

ビタミンＤ (μg)

食塩相当量 (g) 8.0未満 7.0未満

男性 女性

60 50

20~30 20~30

700 650

5.5 5.5
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さばの牛乳みそ煮
みそと牛乳は意外と合います！水の代わりに牛乳でさばを煮ると、
コクと旨味が増し、また魚特有の臭みも取ることができるため、しょう
がを入れる必要もなく，美味しく仕上がります♪

【作り方】
１．小鍋に牛乳、みそ、さとう，鷹の爪を加え、魚がかぶる程度の水を足して

火にかける。
２．みそを溶き、牛乳が沸いてきたら、さばを入れてアルミホイルなどで落し蓋を

して弱火でしばらく煮たら出来上がり。
※煮込む途中で、牛乳が分離しますが、栄養価に変わりはありません。

材料 4人分目安量 下準備

さば(切り身) 70 g 280 g 切り込みを入れる。

牛乳 80 g 320 g

みそ 10 g 40 g 大さじ３

さとう 6 g 24 g 大さじ３

鷹の爪（輪切り）

  1人分　 4人分

少々 少々

これも
おススメ！

１人分栄養価
エネルギー 199kcal
たんぱく質 19.7g
脂質 7g
炭水化物 13g
食塩相当量 1.3g
カルシウム 104mg
ビタミンD 3.3μg

【1日に必要な栄養素の食事摂取基準】

（実習はしません。）

健康的な食生活のために
栄養成分表示を確認する
習慣を身に付けましょう。

食事摂取基準を参考に
健康づくりをすすめましょう。
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				男性 ダンセイ								女性 ジョセイ

		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

		たんぱく質 (g) シツ		60								50

		脂質エネルギー (%) シシツ		20~30								20~30

		カルシウム (mg)		800		650		700				650

		ビタミンＤ (μg)		5.5								5.5

		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






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		4人分目安量 ニン ブン メヤスリョウ		下準備 シタジュンビ

		さば(切り身) キ ミ		70		g		280		g		350		g		420		g		2030				切り込みを入れる。 キ コ イ

		牛乳 ギュウニュウ		80		g		320		g		400		g		480		g		2320

		みそ		10		g		40		g		50		g		60		g		290		大さじ３ オオ

		さとう		6		g		24		g		30		g		36		g		174		大さじ３ オオ

		鷹の爪（輪切り） タカ ツメ ワギ		少々 ショウショウ				少々 ショウショウ				少々 ショウショウ				少々 ショウショウ				少々 ショウショウ
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