
時短でバランス
よかごはん！

令和元年9月26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） きのこ昆布ご飯
（主菜＋副菜） 簡単チンジャオロースー
（副菜） 長芋とアボカドのわさび醤油和え

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 581
たんぱく質 (g) 20.2
脂質エネルギー (%) 28
食塩相当量 (g) 2.88.0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 219.1ｇ

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。→３,4P
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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		581

		たんぱく質 (g) シツ		60								50								20.2

		脂質エネルギー (%) シシツ		20~30								20~30								28

		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								2.8







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

■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）

味付け簡単な
合わせ調味料を使う

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

包丁・まな板要らずで
使える食材

３つの時短ワザ でバランスのよい食事を目指そう！

食材を

選んで時短！

道具を

使って時短！

市販品を

利用して時短！

肉（細切れ、薄切り、ひき肉、ハム、ソーセージ）

うま味が出る食材で
味が決まる！

缶詰、冷凍食品，惣菜は
全体のバランスに気を付けて

■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

卵、納豆

火の通りが
速い！

魚（刺身、切り身や三枚おろし、ちりめんじゃこ）

ミニトマト、レタス、キャベツ、もやし、乾燥わかめ、味付きもずく

シンプルでも
ぐんとおいしく！

ポテトサラダに
ハムを

水菜サラダに
じゃこを

小松菜炒めに
ウィンナーを

小松菜の煮びたしに
さつま揚げを

主
菜

副
菜

出番の多い調理器具は、
すぐ手の届く場所に！

吊り下げ収納例

味付けは
これ１つ！

■めんつゆ…煮物、焼きうどん、鶏の照り焼き
■ポン酢しょうゆ…さっぱり煮魚

青菜となめこの和え物
■焼肉のたれ…肉野菜炒め、肉豆腐
■オイスターソース…炒め物全般、焼きそば
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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。(金属製トレーの上に食品を
置くとより速く冷凍される)

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♪



材料 4人分目安量 下準備

米 70 g 280 g 2合強

水 85 g 340 g

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

干し椎茸
（スライス） 2 g 8 g 水で戻し，戻し汁を分量の水に加える。

戻す時間がなければ乾燥のままでもよい。

まいたけ 15 g 60 g 食べやすい大きさに手でほぐす

にんじん 10 g 40 g (あればせん切りスライサーで）細切りにする。

油揚げ 5 g 20 g 8㎝角小2枚 油抜きして短冊に切る。

塩昆布
(きざみ） 2 g 8 g

三つ葉 2 g 8 g 3cm程の長さに切る。

  1人分　 4人分

米を研ぎ、米の分量の1.2倍の水を加える。生
のきのこを多く入れる場合は水分が出るため、水
は少なめにする。干し椎茸の戻し汁があれば分
量の水に加える。

【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の上に具をのせて炊く。（具材は米と混ぜない）
３．炊き上がったら塩昆布を入れて軽く混ぜ、器に盛り、

三つ葉を添える。
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スライスした干し椎茸なら水戻し不要！調味料はめんつゆだけ！
包丁要らずの具材を使うと、炊き込みご飯も時短で簡単に作るこ
とが出来ます♪
干し椎茸と塩昆布のうま味や、まいたけの香りで美味しく頂けます。

（主食は体を動かすエネルギー源）

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

きのこ昆布ご飯

冷凍したスライスにんじん、まいたけ、
カット油揚げは、凍ったまま早炊きモー
ドで炊飯できます。

冷凍の鶏肉の細切れなど肉、魚を入
れて炊く場合は、しっかり中まで加熱す
る必要があるので、早炊きにはせずに、
通常の炊飯時間で炊いて下さい。

１人分栄養価
エネルギー 283kcal
たんぱく質 6.4g
脂質 2.0g
炭水化物 59.4g
食塩相当量 0.7g
野菜の量 37g


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		70		g		280		g		350		g		420		g		2030		2合強 ゴウ キョウ		米を研ぎ、米の分量の1.2倍の水を加える。生のきのこを多く入れる場合は水分が出るため、水は少なめにする。干し椎茸の戻し汁があれば分量の水に加える。 コメ ト コメ ブンリョウ バイ ミズ クワ ナマ オオ イ バアイ スイブン デ ミズ スク ホ シイタケ モド ジル ブンリョウ ミズ クワ

		水 ミズ		85		g		340		g		425		g		510		g		2465

		めんつゆ		15		g		60		g		75		g		90		g		435		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

		干し椎茸
（スライス） ホ シイタケ		2		g		8		g														水で戻し，戻し汁を分量の水に加える。
戻す時間がなければ乾燥のままでもよい。 ミズ モド モド ジル ブンリョウ ミズ クワ モド ジカン カンソウ

		まいたけ		15		g		60		g		75		g		90		g		435				食べやすい大きさに手でほぐす タ オオ テ

		にんじん		10		g		40		g		50		g		60		g		290				(あればせん切りスライサーで）細切りにする。 ギ ホソ ギ

		油揚げ アブラア		5		g		20		g		25		g		30		g		145		8㎝角小2枚 カク ショウ マイ		油抜きして短冊に切る。 ユ ヌ タンザク キ

		塩昆布
(きざみ） シオ コンブ		2		g		8		g

		三つ葉 ミ バ		2		g		8		g		10		枚 マイ		12		枚 マイ		58				3cm程の長さに切る。 ホド ナガ キ











（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を使い、包丁・まな板を使わないため、後
片付けも楽♪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
と便利です。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．下味をつけた牛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、にんじん，ピーマン，たけのこの順に加えて

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る。

材料 4人分目安量 下準備

牛肉(薄切り) 50 g 200 g 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。

にんにく(チューブ) 1 g 4 g チューブ4cm

片栗粉 5 g 20 g 大さじ2

ごま油 2 g 8 g 大さじ2/3

ピーマン 50 g 200 g へたと種を除き、食べやすい大
きさにちぎる。

にんじん 20 g 80 g （あればせん切りスライサーで)
細切りにする。

茹でたけのこ
（細切り） 30 g 120 g さっと洗い、水気を切る。

オイスターソース 12 g 48 g 大さじ2と2/3

  1人分　4人分

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。

簡単チンジャオロースー

１人分栄養価
エネルギー 205kcal
たんぱく質 11.1g
脂質 12.0g
炭水化物 12.7g
食塩相当量 1.5g
野菜の量 101g


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

		牛肉(薄切り) ギュウ ニク ウスギ		50		g		200		g		250		g		300		g		1450				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		チューブ4cm

		片栗粉 カタクリコ		5		g		20		g		25		g		30		g		145		大さじ2 オオ

		ごま油 アブラ		2		g		8		g		10		g		12		g		58		大さじ2/3 オオ

		ピーマン		50		g		200		g		250		g		300		g		1450				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

		にんじん		20		g		80		g		100		g		120		g		580				（あればせん切りスライサーで)細切りにする。 ギ ホソギ

		茹でたけのこ
（細切り） ユ ホソギ		30		g		120		g		150		g		少々 ショウショウ		g		870				さっと洗い、水気を切る。 アラ ミズケ キ

		オイスターソース		12		g		48		g		60		g		少々 ショウショウ		g		348		大さじ2と2/3 オオ







材料 4人分目安量 　下準備

長いも 80 g 320 g 皮をむく

アボカド 20 g 80 g 約1個 周りから包丁を入れて縦半分に割
り、種と皮を除く。

わさび（チューブ） 1 g 4 g チューブ約1cm

しょうゆ 4 g 16 g 大さじ1

焼きのり 0.1 g 0.4 g

1人分　 4人分

【作り方】
1.ビニール袋に長いもを入れ、袋の口を手で押さえながら、めん棒などで、
袋の上からたたいて、食べやすい大きさにする。

2.１にアボカドを入れて袋の外から手でもみ、混ぜる。
3.わさびとしょうゆを加えて器に盛り、焼きのりをちぎって添える。

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）

長いもとアボカドの
わさび醤油和え

秋から冬にかけておいしい長いもを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！

１人分栄養価
エネルギー 93kcal
たんぱく質 2.7g
脂質 4.0g
炭水化物 13.0g
食塩相当量 0.6g
野菜の量 81.1g

●塩を入れた後の脱水が速い!
●調味料のしみ込みが速い!
●手で混ぜるより衛生的!
●袋のまま冷蔵保存できる!
●洗い物がない!

1.ビニール袋に食べやすい大きさに切った野菜と塩を入れてよくもみ、
空気を抜いて冷蔵庫でしばらく置く。

2.野菜から水分が出てきたら袋の外側から押して水分だけを捨てる。

3.調味料を加えてもみ、空気を抜いて冷蔵庫で食べる直前まで保存する。

きゅうり、なす、キャベツ、白菜、
大根、にんじん、かぶ…

■塩昆布だけでシンプルに。 ■ナムル（しょうゆ＋ごま油＋さとう＋ごま）風に。
■土佐酢（酢＋さとう＋顆粒だし）で本格和食に。■なます（酢＋さとう＋ゆず果汁・皮）でおせちに。

野菜の浅漬けは、

ビニール袋を
活用しよう！

こんなにメリットが！


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		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

		長いも ナガ		80		g		320		g		400		480		2400				皮をむく カワ

		アボカド		20		g		80		g		100		120		600		約1個 ヤク コ		周りから包丁を入れて縦半分に割り、種と皮を除く。 マワ ホウチョウ イ タテ ハンブン ワ タネ カワ ノゾ

		わさび（チューブ）		1		g		4		g		5		6		30		チューブ約1cm ヤク

		しょうゆ		4		g		16		g		20		24		120		大さじ1 オオ

		焼きのり ヤ		0.1		g		0.4		g		0.5		0.6		3

















包まないで作る
簡単餃子

（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）

8

餃子の皮で包む時間を短縮できます！
餃子を円の形に焼いて，中心の空いた部分で付け合わせの野菜
を蒸し焼きにします。フライパン１つで主食，主菜，副菜がそろう，
おすすめの時短料理です♪

【作り方】
１．ビニール袋に具の材料をすべて入れ，ビニール袋の外側から手でよくもみ，

具を混ぜる。
２．フライパンにごま油を薄く塗り，餃子の皮を端が少し重なるように並べる。
３．１の具を皮の中央にくるように並べて，皮をかぶせて密着させる。
４．フライパンを中火で加熱し，お湯を餃子の1/3の高さくらいまで入れて蓋をして，

約5分蒸し焼きにする。
５．弱火にしてもやしとオクラを加え，蓋をして更に約3分加熱する。
６．もやしとオクラに火が通ったら皿に取り出す。
７．蓋をはずし，餃子がカリッと焼けてきたら，餃子の上に皿を逆さにしてのせて，皿

を抑えながら，フライパンを返して餃子を皿にのせる。

材料 目安量 下準備

豚ひき肉 180 g

にんにく(チューブ) 3 g チューブから約3cm

しょうが(チューブ) 3 g チューブから約3cm

塩 1 g 小さじ1/5

こしょう 0.1 g

キャベツ 100 g みじん切りにする。白菜でも可。

ねぎ 50 g みじん切りにする。ニラでも可。

餃子の皮 16 枚 お好みで枚数は増減してください。

ごま油 2 g 小さじ1/2

もやし 200 g 1袋

オクラ 50 g 5～6本

しょうゆ 3 g 小さじ1/2

酢 3 g 小さじ1/2

  1皿分　

小皿に合わせておく。
お好みでポン酢など。

１皿分栄養価
エネルギー 627kcal
たんぱく質 41.7g
脂質 34g
炭水化物 37.7g
食塩相当量 1.7g
野菜の量 406g

こちらも
おすすめ！

（実習はありません）

具

付け合わせ

付けだれ

具を混ぜるのに
ビニール袋を使うと
洗い物もなく，片付
けも楽です。


Sheet1

		材料 ザイリョウ		  1皿分　 サラ ブン				目安量 メヤスリョウ		下準備 シタジュンビ

		豚ひき肉 ブタ ニク		180		g

		にんにく(チューブ)		3		g		チューブから約3cm ヤク

		しょうが(チューブ)		3		g		チューブから約3cm ヤク

		塩 シオ		1		g		小さじ1/5 コ

		こしょう		0.1		g

		キャベツ		100		g				みじん切りにする。白菜でも可。 ギ ハクサイ カ

		ねぎ		50		g				みじん切りにする。ニラでも可。 ギ カ

		餃子の皮 ギョウザ カワ		16		枚 マイ				お好みで枚数は増減してください。 コノ マイスウ ゾウゲン

		ごま油 アブラ		2		g		小さじ1/2 コ

		もやし		200		g		1袋 フクロ

		オクラ		50		g		5～6本 ホン

		しょうゆ		3		g		小さじ1/2 コ		小皿に合わせておく。
お好みでポン酢など。 コザラ ア コノ ズ

		酢 ス		3		g		小さじ1/2 コ
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