
健康づくりのために、食事はバランスが基本です

1日350gの野菜を
食べられる料理教室
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不足しがちな野菜を手軽に取り入れられるコツを知って、
栄養バランスのとれた食事を作りましょう！ いくちゃん

福岡市食育推進キャラクター

令和元年7月11日
ふくふくプラザ

福岡市保健福祉局
健康増進課

実習メニュー
（主食） まいたけひじきご飯
（主菜＋副菜） 豚とたっぷり野菜のオイスターソース炒め
（副菜） たたききゅうりの塩昆布和え

【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

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 540
たんぱく質 (g) 23.7
脂質エネルギー (%) 27
食塩相当量 (g) 2.68.0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 249.7ｇ

●多様な食品を組み合わせて、主食・主菜・副菜ををそろえましょう。
主食…ご飯・パン・めんなどを主材料とする料理
主菜…肉・魚・卵・大豆製品などを主材料とする料理
副菜…野菜・きのこ・いも・海藻などを主材料とする料理

主食・主菜・副菜といった栄養的な働きが異なる料理を組み合わせることで、
必要な栄養素をバランスよくとることができます。
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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		540

		たんぱく質 (g) シツ		60								50								23.7

		脂質エネルギー (%) シシツ		20~30								20~30								27

		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								2.6
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350gって
足りてるかしら？

そもそも野菜を
食べる必要ってあるの？

　主に二つの必要性があるよ。

　一つは人間が生きるために必要な栄養素、

ビタミン･ミネラルが豊富に含まれている

からなんだよ。ビタミン･ミネラルは体の調子を
整えてくれるとても大切な栄養素なんだ。

　

平成29年国民健康・栄養調査

目標量 男性 女性
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　もう一つは、野菜の摂取が

糖尿病、高血圧などの生活習慣病や

がんなどの予防に効果的に働くと

分かってきているからだよ。

野菜に含まれるビタミンB群は、
ごはんなどに含まれる炭水化物が体内で
エネルギーに変わる手助けをしてくれます。

野菜、きのこ、海藻などに
多く含まれる

食物繊維がすごい!

野菜、いも、きのこ、海藻
などに多く含まれる
カリウムがすごい!

色の濃い、野菜(にんじん、トマト、ニラなど)には、
β-カロテン、ビタミンC、ビタミンEがたっぷり!
皮膚や粘膜を丈夫に、また免疫機能を正常に保つのに働きます。

小腸でのコレステロール吸収や
食後高血糖を抑えるため、
脂質異常症や糖尿病の予防に
効果的に働きます。

男性で野菜全体の摂取量が最も少な
い群(Q1)に比べた場合の最も多い群
(Q5)のリスクは0.78と統計学的有意
に低く、摂取量が多いほどリスクが低
い傾向がみられました。

余分なナトリウム(食塩)を
体外に排出するのを手助け
してくれ、高血圧の予防にも
なります。

(参考 国立がん研究センター)

野菜摂取が
日本人に多い男性の

下部胃がんリスクを低下
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色の濃い野菜(小松菜、カボチャ、水菜など)には、
日本人に不足しがちなカルシウムもたっぷり!

1日の平均野菜摂取量

いくちゃん

いくちゃん

野菜は1日350g以上を目標にとろう

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

野菜を中心に、きのこ、いも、海藻類などを合わせて、
1日350gを目標にとるようにしよう

〈１日5皿の料理例〉

サラダ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 ひじきの五目煮

市食育推進キャラクター

　日本人の平均野菜摂取量は、
まだ350gに達していないよ。350gを料理に
すると１日の目安は小鉢で５皿。日本人の
平均野菜摂取量は４皿だから、毎日の食事に
野菜小鉢をもう１皿加えることを
意識してみよう。



冷凍
新鮮野菜

わ
か
め

茹でる
生のほうれん草

おひたし

炒める

煮る

浅漬け、
保存に

野菜をとるためのコツ

ミニトマト

野菜料理が
付いた定食

八宝菜

もやし
乾燥
カットわかめ

冷凍野菜
(ブロッコリー、
　　皮むき里芋)

レタス、
キャベツ、まいたけ
（手でちぎる）

市販のカット野菜 コーン缶

缶詰

火の通りにくい根菜類や
乾物の戻しの下処理に

せん切り
などに

パックもずく

トマト缶

野菜たっぷり
ラーメン

サラダを
追加

季節の野菜・新鮮な野菜を
使うとおいしくたっぷり
食べられます。
福岡市内産の野菜を利用しましょう

生のまま食べるより、煮る、
炒める、茹でることで
かさが減り、
食べやすくなります。　

汁物は野菜たっぷり
具だくさんに
してみましょう。

まな板、包丁要らずの食材を
利用すると準備や後片付けも楽です。

外食では、野菜不足になりがちです。
野菜の多いメニューや
野菜料理が付いた定食を選んだり、
単品の野菜料理を
追加するようにしましょう。

常備菜（作り置き）
を保存しておくと、朝食など時間の
ない時に便利です。

野菜を切って、生のまま、茹でてから、
冷蔵・冷凍保存しておくと
調理する時
すぐに使えます。

福岡市「健康・食育サポート店」では野菜を　　
たくさん食べられる店などを検索できます。
　　　　　　　お店の情報はこちらから→

スライサー、
ビニール袋、
電子レンジなどの
道具を使うと、
手間や時間を
省くことができます。

これなら私にも
かんたんに350gとる
ことができそう♪



下処理，冷凍保存のコツ
「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～

葉物野菜
（ほうれん草、小松菜、白菜、キャベツなど）

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。

ブロッコリー、いんげんなど

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は、ラップに薄く包む。

根菜類
（にんじん、大根、ごぼうなど）
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。

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。

パン
小分けしてラップに包

むか保存袋に入れる。
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)

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。

まとめて仕込んで
簡単調理♪

●フリーザーバッグに入れたら
平らにして空気を抜く。 ●中身と日付を記入する。

●使う数時間前に、
冷蔵庫で解凍する。
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お肉や魚は空気に触れると酸化し、
色・味も悪くなるため、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

を防げるため、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。

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。

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。

ラップ、
ビニール袋でも

OK!

いも類
(じゃがいも、里いも、さつまいも等)

生のまま冷凍すると、食感が悪くなるため、一口大に切り
茹でてから冷凍するか、マッシュポテトにしてラップで包む。

茹でてから冷凍する
方が、色落ち少なく、
歯応えもよい!



食事作りの時に
もう1回分多めに

切って冷凍保存♪

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

＋

豚ロース肉
しょうが
玉ねぎ
しょうゆ
ごま油

＝生姜焼き

ブリ
しょうが
酒
しょうゆ
みりん
ごま油

＝ブリの照り焼き

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…

ひき肉は…

鮭
白ねぎ
みそ
酒、さとう
みりん

＝ 西京焼き

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！

味付けによっていろいろなメニューに展開♪

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
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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

＋

豚こま中華セット

玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを
大根、ごぼうに代えて
豚こま和風セットに

フライパンで
焼くだけ♪

玉ねぎ、ピーマンを
ごぼう、干し椎茸、油揚げに代えて

かしわめしセットに

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＋

鶏こま洋風セット

豚ひき中華セット

合挽洋風セット

餃子は皮に包むところから
調理できる♪



1日の食事で野菜を取り入れるコツ

野菜140g

スクランブルエッグ
（玉ねぎ、にんじん、

コーン） 野菜スープ
（玉ねぎ、じゃがいも、
トマト缶、ベーコン）

野菜0g

野菜15g

漬け物
（たくあん）

みそ汁
（豆腐、ねぎ）

具だくさんのみそ汁
（里芋、にんじん、ごぼう、ねぎ、油揚げ）

野菜10g

家で昼食

野菜120g

時間のない朝は
野菜不足になりがち 冷凍カット野菜や

缶詰でスピード調理♪

朝食

昼食

味付きもずくは
そのまま食べられる♪

包丁・まな板いらずの
野菜を使う♪

炭水化物だけ
になりがち…

きゅうりは
せん切りスライサーで

スピード調理♪
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野菜130g

冷凍カット野菜を
凍ったまま調理♪

一皿でも
バランスgood♪

具のせそうめん
（ツナ缶、トマト、きゅうり、わかめ、青じそ）蒸し鶏やゆで卵も

おススメ♪

野菜30g

コンビニ・スーパーで買う場合

野菜120g

カツサンド
（キャベツ）

ミックスサンド
（レタス、トマト）

野菜不足
になりがち

野菜ジュースで
不足分を補う♪

野菜の多い物や
サラダを追加♪

塩分の多い
野菜の漬け物の

とり過ぎには
気を付けて！



焼魚
（大根おろし）

魚のホイル焼き
（玉ねぎ、しめじ、えのき、絹さや）

かつ丼（玉ねぎ，ねぎ，三つ葉）

野菜40g 野菜120g

中華スープ
（わかめ、ねぎ）

酢豚
（ピーマン、玉ねぎ、筍、干椎茸）

酢の物
（きゅうり、わかめ）

野菜40g

みそ汁
（豆腐、ねぎ）

惣菜コロッケ
（じゃがいも、玉ねぎ）

がめ煮
（根菜、絹さや、干し椎茸）

惣菜コロッケ、キャベツ、トマト

野菜100g

野菜160g

炊き込みご飯
（ごぼう、にんじん、干椎茸、油揚げ）

下味冷凍の具を
米の上にのせて炊くだけ♪

夕食

外食は単品物に
なりがち
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昼食 野菜の多いおかずや
定食をチョイス♪

野菜220g

付け合わせ
をプラス♪

野菜炒め用に
切っておこう 切ってあるから

炒めるだけ♪

これなら無理なく野菜を
とることができそう♪

作り置きを
温めるだけ♪

野菜が足り
ないわ…

冷凍きのこ、野菜を
包んで焼くだけ♪

スライサーで、きゅう
りを輪切りに♪



材料 目安量 下準備

米 70 g 280 g 280g=2合

水 85 g 340 g

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。

まいたけ 20 g 80 g 食べやすい大きさに手でほぐす

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。

ごま 1 g 4 g 4g=小さじ1強

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の上にまいたけ、ひじき、にんじん、油揚げをのせて炊く。（具材は米と混ぜない）
３．炊き上がったら、ごまを混ぜて、青じそを添えて出来上がり。
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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ことが出来ます♪
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 300kcal
たんぱく質 7.2g
脂質 3.7g
食塩相当量 0.6g
野菜の量 35.7g

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。

炊
飯
前

炊
飯
後

まいたけひじきご飯
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		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

		ごま		1		g		4		g		5		g		6		g		29		4g=小さじ1強 コ キョウ

		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











（主菜は体をつくるたんぱく源）
（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）
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火の通りの速い食材、包丁・まな板不要の食材、味付けは一
つで決まる調味料を組み合わせると、簡単です！
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♪表面に粉をまぶすことで，肉のうま味や水分が出るのを
防ぎ、ふっくらと美味しい仕上がりになります。

【作り方】
１．下味をつけた豚肉に片栗粉をまぶす。
２．フライパンを加熱し、ごま油を入れ、肉を中火で焼く。
３．肉に火が通ってきたら、野菜を加えて炒める。
４．野菜がしんなりしてきたら、オイスターソースを加えて全体に絡めた

ら出来上がり。

材料 目安量 下準備

豚肉(薄切り) 70 g 280 g

にんにく(チューブ) 1 g 4 g 1g=チューブ1cm

片栗粉 5 g 20 g 5g=小さじ2

ごま油 2 g 8 g 2g=小さじ半分

ピーマン 40 g 160 g

黄パプリカ 20 g 80 g

もやし 40 g 160 g さっと洗い、水気を切る。

キャベツ 30 g 120 g 食べやすい大きさにちぎる。

オイスターソース 12 g 48 g 12g=小さじ2

へたと種を除き、食べやすい大
きさにちぎる。

  1人分　 4人分

食べやすい大きさに切り、ビニー
ル袋に入れ、にんにくをまぶす。

オイスターソースは、中華料理の味付けに使う調味料の一つで、
牡蠣(カキ)の旨味の効いたコクのあるソースです。
肉や魚介、野菜炒め、焼きそば等に合います。

１人分栄養価
エネルギー 226kcal
たんぱく質 15.5g
脂質 12.5g
炭水化物 12.5g
食塩相当量 1.5g
野菜の量 131g

豚とたっぷり野菜の
オイスターソース炒め


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		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 ニク ウスギ		70		g		280		g		350		g		420		g		2030				食べやすい大きさに切り、ビニール袋に入れ、にんにくをまぶす。 タ オオ キ フクロ イ

		にんにく(チューブ)		1		g		4		g		5		g		6		g		29		1g=チューブ1cm

		片栗粉 カタクリコ		5		g		20		g		25		g		30		g		145		5g=小さじ2 コ

		ごま油 アブラ		2		g		8		g		10		g		12		g		58		2g=小さじ半分 コ ハンブン

		ピーマン		40		g		160		g		200		g		240		g		1160				へたと種を除き、食べやすい大きさにちぎる。 タネ ノゾ タ オオ

		黄パプリカ キ		20		g		80		g		100		g		120		g		580

		もやし		40		g		160		g		200		g		少々 ショウショウ		g		1160				さっと洗い、水気を切る。 アラ ミズケ キ

		キャベツ		30		g		120		g		150		g		少々 ショウショウ		g		870				食べやすい大きさにちぎる。 タ オオ

		オイスターソース		12		g		48		g		60		g		少々 ショウショウ		g		348		12g=小さじ2 コ







たたききゅうりの塩昆布和え

１人分栄養価
エネルギー 14kcal
たんぱく質 1.0g
脂質 0.1g
炭水化物 3.8g
食塩相当量 0.5g
野菜の量 83g10

（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）

材料 目安量 下準備

きゅうり 80 g 320 g 80g=1/2本

塩 0.2 g 0.8 g 0.2g=ひとつまみ

塩昆布 3 g 12 g

  1人分　 4人分

夏に出番の多いきゅうりの浅漬けは、ビニール袋を使うと、さっ
と作れて、しかも衛生的です！
野菜の浅漬けは、味付けする前に塩もみしてしっかりと水分を絞
ることがポイント。塩昆布のうま味で簡単に美味しく頂けます♪

【作り方】
１．きゅうりはビニール袋に入れてめんぼうなどで叩く、または、手できゅうりをひねって食べやすい

大きさにちぎり、ビニール袋に入れる。
２．塩をビニール袋に入れて、よくもみ、空気を抜いて冷蔵庫でしばらく置く。
３．２の袋の上から絞って、水分だけを捨てる。
４．3に塩昆布を入れて、ビニール袋の中で混ぜたら出来上がり。

塩昆布のほか、夏は青じそ、みょうが、しょうがでさっぱりと、
またキムチ、ごま油としょうゆ、おろしにんにくとこしょうの味付けも
おススメです。

きゅうりのアレンジ♪


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				29人分		目安量 メヤスリョウ		下準備 シタジュンビ

		きゅうり		80		g		320		g		400		g		480		g		2320		80g=1/2本 ポン

		塩 シオ		0.2		g		0.8		g		1		g		1.2		g		5.8		0.2g=ひとつまみ

		塩昆布 シオ コンブ		3		g		12		g		15		g		18		g		87
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