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　栄養素のバランスのとれた食事をするには、毎食の食事で主食・主菜・副
菜・(汁物)を取るようにしましょう。
　また６つの基礎食品群（カードNO．２）を参考にして食べましょう。

主食＋主菜＋副菜を基本に

主 菜

魚・肉・卵・大豆製

品等たんぱく質を

多く含みます。

野菜を中心にビ

タミン・ミネラル・

食物繊維を多く

含みます。

栄養バランスを考えて食べよう。

副 菜

主 食

ごはん・パン・

めんなどの

炭水化物。

その他

汁 物

飲み物

果 物

食事全体にゆとりや潤

いを与えてくれます。

１日全体のバランスを

考えてとりましょう。

バランスのとれた食生活を送るには

１．好き嫌いなく食べる。

２．種類多く食べる。

３．過不足なく食べる。

第１群 第２群 第３群

主　 な
栄養素

たんぱく質
ミネラル

（カルシウム）
ビタミン

（主にカロチン）

働　 き
骨や筋肉を作る

エネルギー源となる
骨や歯を作る

体の各機能を調節
皮膚や粘膜の保護
体の各機能を調節

栄養的
特　 徴

良質のたんぱく質の供給源と
なるもので、副次的にとれる
栄養素として、脂肪、カルシ
ウム、鉄、ビタミンＡ、ビタミン
Ｂ１、ビタミンＢ２などがある。

カルシウムの供給源として重
要。また、良質たんぱく質、ビ
タミンＢ２などの供給源として
の役割も大きい。

ビタミンＡ（カロチン）の供給
源として重要。また、ビタミン
Ｃ、カルシウム、鉄、ビタミン
Ｂ２の供給源ともなる。

主　 な

食 品

魚、貝、いか、たこ、えび、か
まぼこ、ちくわなど

牛肉、豚肉、鳥肉、ハム・ソー
セージなど

牛乳、スキムミルク、チーズ、
ヨーグルトなど

めざし、わかさぎ、しらす干し
など

にんじん、ほうれん草、小松
菜、かぼちゃなど

＜各食品群の働きと主な食品＞

　　　　　　　　※｢６つの基礎食品群｣というのは、栄養面で同じような働きをするものどおしを
　　　　　　　　　　６つのグループにまとめたものです。

6　つ　の　基　礎　食　品　群

食　 品
鶏卵、うずら卵など

だいず、豆腐、納豆、生揚
げ、がんもどきなど

わかめ、こんぶ、のりなど

１日の
接種目安

４～６品目 ２～４品目 ４～６品目

第４群 第５群 第６群

主　 な
栄養素

ビタミン
（主にビタミンＣ）

炭水化物 脂肪

働　 き 体の各機能を調節
エネルギー源となる
体の各機能を調節

エネルギー源となる

栄養的
特　 徴

ビタミンＣの供給源として重
要である。そのほかカルシウ
ム、ビタミンＢ２、ビタミンＢ１
の供給源としての役割も大き
い。

糖質性エネルギー源となる。
いも類は、糖質のほかに、ビ
タミンＢ１、ビタミンＣなども比
較的多く含まれる。

脂肪性エネルギー源となる。
また、必須脂肪酸の供給源と
もなる。

主　 な

食　 品

だいこん、はくさい、キャベ
ツ、きゅうり、なすなど

みかん、りんご、バナナ、いち
ごなど

ご飯、パン、うどん、そば、ス
パゲッティなど

さつまいも、じゃがいもなど

てんぷら油、サラダ油、ラー
ド、バター、マーガリンなど

マヨネーズ、ドレッシングなど
を含む

１日の
摂取目安

６～８品目 ４～５品目 ２～３品目
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食品 １日の目安

魚

肉

卵

大豆製品 １皿分

野菜
緑黄色野菜
(１２０ｇ以上)

　

大体これぐらいは食べたい食品の組み合わせ例

１週間では、どのくらい？(１週間の食品の購入例)
  常備している米･乾物・調味料等は省略しています。

男性　６０g
女性　５０g

１個

男性　６０g
女性　５０g
（１切れ）

血
や
肉
を
つ
く
る
た
ん
ぱ
く
質

区分

鮭 2切れ ちくわ 2本

鯖 2切れ 缶詰 2缶
豚肉・鶏肉 各1パック(200ｇ×2)

卵 1ケース

(使用は7個)

豆腐 1丁

油あげ 1枚

納豆 1パック

(3個セット)

淡色野菜
(１３０ｇ以上)

　

合わせて
３５０g以上

　

　いも
1皿分

じゃがいもなら１００g
さつまいもなら　７０ｇ

　

海藻 　

　果物
バナナなら      １本
ミカンなら　     ３個
りんごなら   小１個

　

　牛乳

（ヨーグルト等）

力
や
体
温
に

る
炭
水
化
物

ごはん・パン

ごはん３杯
（ごはん１杯は
 食パン１枚分

 または
めん 玉分）

２００ｍｌ
(コップ１杯程度)

体
の
調
子
を
整
え
る
ビ
タ
ミ
ン
・
ミ
ネ
ラ
ル

青菜 1束(300ｇ)

にんじん 2本(400ｇ)

トマト中 2個(300ｇ)

ピーマン 5個入り1袋(100ｇ)

ねぎ 1束(100ｇ)

キャベツ 1/2個(600ｇ)

なすび 2本(300ｇ)

玉ねぎ 2個(400ｇ)

きゅうり 2本(200ｇ)

大根 小1/2本(400ｇ)

生しいたけ 1ﾊﾟｯｸ(100ｇ)

もやし 1袋(200ｇ)

じゃがいも 小4個(400ｇ)

さつまいも 小3個(210ｇ)

バナナ 3本(300ｇ)

りんご 小2個(300ｇ)

みかん 中2個(200ｇ)

オレンジ 1個(200ｇ)

牛乳 700㏄(500㏄1本＋200㏄1本)

プレーンヨーグルト 450ｇ1個

溶けるチーズ 1袋

×3食×7
ごはんを他の食品に代替し

献立にバリエーションを !!
に
な

物
めん１玉分）

上記の食品(1週間分の材料)を使用して、 １週間の献立をN0.14からN0.40で紹介しています。

(献立のバリエーションをつけるため、ハムを追加しています。)

　◇ほうれんそう・小松菜などの青菜 　

　◇キャベツ

　◇にんじん

しめらせた新聞紙に包んでナイロン袋に入れ

冷蔵庫で立てて保存。密封はしない。

芯をくりぬき、そこにしめらせた

キッチンペーパーをつめラップ

でくるんで冷蔵庫で保存。

上の部分を少し切り落とし、新聞や広告等に１本ずつ包ん

でナイロン袋に入れ 冷蔵庫で保存 （冬は常温で保存）

野菜・いもの保存法

　◇きゅうり

　◇トマト

でナイロン袋に入れ、冷蔵庫で保存。（冬は常温で保存）

※だいこんも同様です。

キッチンペ－

パーに１本ず

つ包んでナイ

ロン袋に入れ

冷蔵庫で保存。

ナイロン袋に入れて冷蔵庫で保存。

※葉は根の水分

を吸い上げて

しまうので、

切り落とします。

にんじん・大根・きゅうりは立

てて保存するといいですよ。

※赤くなっていないものは、室温で数日おいて熟してから保存

3
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　◇もやし

　

　◇なすび

楊枝などで袋に1カ所穴を空け、もやしが呼吸できるよう

にして、冷蔵庫で保存。
・開封したものは、袋からできるだけ空気を抜いた状態で保存。

（いたみやすいので、消費期限内に使いきること。）

･袋ごと冷凍すると、1週間保存することができます。袋の中身を

なるべく平らにした状態で、冷凍庫で保存しましょう。凍った状

態のものにお湯をかけるだけで、サラダや和え物が作れます。

低温に弱い(冷蔵すると固くなったりしなびたりする)ので、

冷暗所で常温保存して２～３日で使いきるのが望ましい。
・２～３日以上の保存は、冷蔵庫の野菜室で保存。

ポリ袋に入れ乾燥を防ぐが、通気もできるように口の

一部だけを開け、冷暗所で保存します。

・夏場は冷蔵庫の野菜室に入れましょう。

冷やしすぎると傷みが早くなるので 必ず温度が高め

長期間保存の時(もやしをまとめて買ったら）

１カ月もたせたい場合は、さっと茹でて水気を切り、ラップに包んで

ナイロン袋等に入れ冷凍します。自然解凍して、和え物やサラダに。開封したら空気を抜いて

　◇しいたけ

　◇じゃがいも・さつまいも

　

　 　 　
　 　

　　 冷暗所とは？
　

ごぼう・れんこん・玉ねぎ

等も泥付きのまま新聞紙

に包んで冷暗所で保存。

芋類は、日光に当たると発芽しやすいので、

新聞紙につつんで冷暗所へ。

冷やしすぎると傷みが早くなるので、必ず温度が高め

の野菜室で保存しましょう。

※一口大に切って乾燥して保存することもできます。

玉ねぎは、ネット

に入れて風通し

のよい軒につり

さげてもよい。

ゆでて

冷凍し

てもい

いよ。

石づきをとり、水気をよく拭き取ります。軸の方を上にして、

ナイロン袋か密閉容器に入れ野菜室で保存。

一般的に、室内で温度が低く一定に保たれ、日光のあたらない場所の事を

いいます。軒下や床下がそれにあたります。代用できる場所としては、玄関

や流しの下ですが、湿気が多くなるので除湿剤を入れたり、時々扉をあけて

　 　
　

　

　

風通しをよくする工夫が必要です。

※適当な冷暗所がない場合は、発泡スチロールのケースに入れて保存す

る方法もあります。

　冷凍保存のポイント

　　◇肉

肉や魚を消費期限内に食べ切れないときは上手に冷凍保存しましょう。

肉・魚の冷凍保存法

○月×日

1枚ずつ重ならないようにラップに広げて包みます。

(保存日を書いておきましょう。)

・発泡スチロール製のトレイは冷気が伝わりにくいので、金属製のバットに移し

変えます。

・大きなかたまりのままではなく、魚ならひと切れずつ包むなど、なるべく薄く

小さくなるように分け、急速冷凍機能を利用するか、冷凍室内の温度を低

く調節して、素早く冷凍しましょう。

　　★ひき肉を冷凍するときは

　　★かたまり肉を冷凍するときは

　　◇魚

　　★一尾丸ごと冷凍するときは

　　◆解凍の方法

解凍したら再冷凍はしない！

　　　　　　一口大に切ってから、重ならないように並べてラップで包みます。

　　　　　　・焼いて調理する場合、それほど厚みのない物は凍ったまま焼きます。

　　　　　　・厚みのある物は中心が生焼けになる事があるので、解凍してから焼きます。

　　　　　　内臓を取り除き、水気をよく拭いてからラップをして冷凍します。

　　　　　　・解凍は冷蔵庫で自然に解凍するのが一番。

　　　　　　・電子レンジ解凍は加熱のしすぎに注意しましよう。

　　　　　　・常温で解凍すると、細菌が増殖することがあるので、避けましょう。

　　　　　　・また電子レンジで解凍する場合には、角の部分に火が通りやすくなってしまう
　　　　 　　 ので、円形に冷凍した方がまんべんに解凍できます。

　　　　　　・だいたい１回に使用する量を目安にラップで包みます。

　　　　　　・この時のコツは、空気を抜くように、薄く平らにすることです。

１切れずつラップかナイロン袋に入れます。

(保存日を書いておきましょう。)
○月×日

解凍したら再冷凍はしない！

　一度解凍したら使い切りましょう。再冷凍は味も落ちる上、衛生的ではないので避けましょう。
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●輪切り ●半月切り ●いちょう切り

●乱切り ●斜め切り ●ひょうし木切り

食 材 の 切 り 方

●短冊切り ●せん切り 　

●さいの目切り ●あられ切り ●みじん切り

●薄切り ●くし形切り

　

●計量カップ・計量スプーンをそろえましょう。

計量スプーンのはかり方
　大（小）さじ1

　大（小）さじ1/2

　小さじ1/3

大（小）さじ1/4

調味料等は、はかって調理をしましょう。

スプーンに山盛りにすくい、ヘラ（またはスプーンの柄など）です
りきり、縁いっぱいに平らにします。

スプーンの縁まで平らに入れて、ヘラ（またはスプーンの柄な
ど）で半分量を取り除きます。液体の場合、スプーンの高さの
2/3くらいまで入れます。

スプーンの縁まで平らに入れて、ヘラ（またはスプーンの柄な
ど）で中心部から3つに分け、2/3量を取り除きます。

1/2の量にし さらにヘラ（またはスプ ンの柄など）で半分量を

計量器と正しいはかり方

※計量カップの容量は200ｍｌです。

炊飯器に付いている180ｍｌのカップと

間違えやすいので気をつけましょう。

※計量スプーンは大さじが15cc、

小さじが5ccです。

大（小）さじ1/4

●調味料は最低でもこれだけは用意しまょう

●さらにあると便利な調味料等

●常備しておくと便利な食材料

1/2の量にし、さらにヘラ（またはスプーンの柄など）で半分量を
取り除きます。

用意しておきたい調味料・食材料

塩 こしょう しょうゆ みそ 酢 砂糖 マヨネーズ みりん サラダ油

コンソメの素 ドレッシング トマトケチャップ 練りわさび 練りからし ソース ごま油 めんつゆ

かつおぶし ごま ふ 切り干し大根 乾燥カットわかめ ひじき しょうが

※ふ・切り干し大根・ひじきを使った料理をカードＮＯ.４０～４５に紹介しています。
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　　●米を洗う（とぐ）目的は、米に付着しているぬかや汚れを取るためです。
　

料理に挑戦！

おいしいごはんの炊き方

５

①先ず水を米に注ぎま

す。（水をはったボール

に米を入れます。）
②手早く２，３回かきま

わして水を捨てます。

③米を手前に寄せ、手の平の

付け根部分を使い、押すよう

にして数回といで水を注ぎ、

濁った水を捨てる作業を２，３

回、水が澄むまで繰り返します。

１ ２ ３

４

　
　

　

食べるときはレン

ジであたためて！
ひと口メモ

米をとぐのが面倒な

ときは、無洗米を利

用するといいです。

④洗った米を炊飯器の内

釜に入れて平らにし、水を

入れ炊飯器の目盛りにあ

わせます。（米１カップなら

１に、米２カップなら２に。）

夏は３０分程度、冬は２時

間程度置いた後スイッチを

入れます。

⑤ごはんが炊きあがったら、

ぬらしたしゃもじをごはんの

周りにぐるりと入れ、そこから

ごはんを返すように、真ん中

に向かって手早く上下を入

れ替えるように混ぜます。

残ったごはんは、ラップで包んで

冷凍庫で保存します。

または、ラップで包むか、保存容

器に入れ、冷蔵庫で保存しますが、

その場合は２日ぐらいで食べること。

　　◇昆布・かつおだし

だ し の と り 方

１ ２

３ ４

①昆布に切れ目を入れておき、

鍋に入る大きさに切ります。鍋に

必要な量の水を入れ、昆布がふ

やけるまでつけておきます。

②鍋を火にかけて、水が沸騰

する前に昆布を取り出します。

③水が沸騰してきたら一度火を ④２０～３０秒経ったら、ザルに移

　　◇煮干しだし

だしを取った後

の昆布は、刻

んでかつお節

とともに鍋に入

れ、しょうゆと砂

糖をふりかけ弱

火でからいりし、

水分がなくなっ

たらごまを加え

て2～3分いる

と、ふりかけが

できます。

２番だしの取り方

止めて、かつお節を一気に入れ

ます。

してこします。

注：ザルには布やペーパーをかけ

ておき、絞らないようにしましょう。

①水と１番だしを取った後の昆布・かつお節を鍋に入れ、強火にかける。

②煮立ったら、弱火にして10分程度煮、その後、かつお節を加える。

（追いがつお）

③火を止めて、あくをていねいに取り除く。

④かつお節が沈み始めたらペーパータオル・ネル地などで静かにこす。

①鍋に煮干しと水を入れ、しばらくつけておきます。

②そのまま、鍋を火にかけて沸騰させます。

③アクをとります。

④１０分程度沸騰させてからザルでこします。

下準備として腹わたを取ります。

●お茶のパックを利用して、自家製だしパックを作りましょう。

まとめて作って保存容器に入れ、冷蔵庫で保存しておくと便利です。
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て2～3分いる

と、ふりかけが

できます。

２番だしの取り方

止めて、かつお節を一気に入れ

ます。

してこします。

注：ザルには布やペーパーをかけ

ておき、絞らないようにしましょう。

①水と１番だしを取った後の昆布・かつお節を鍋に入れ、強火にかける。

②煮立ったら、弱火にして10分程度煮、その後、かつお節を加える。

（追いがつお）

③火を止めて、あくをていねいに取り除く。

④かつお節が沈み始めたらペーパータオル・ネル地などで静かにこす。

①鍋に煮干しと水を入れ、しばらくつけておきます。

②そのまま、鍋を火にかけて沸騰させます。

③アクをとります。

④１０分程度沸騰させてからザルでこします。

下準備として腹わたを取ります。

●お茶のパックを利用して、自家製だしパックを作りましょう。

まとめて作って保存容器に入れ、冷蔵庫で保存しておくと便利です。
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１．みそ汁の具を煮る

２．みそを溶く

～　調理の手順　～

だし汁で具を煮ます。

みそ汁の具は、火が通りにくい根菜類(ごぼう・

大根・にんじん）などを最初に煮ます。一方、わ

かめ・豆腐などの火が通りやすい食材はみそを

溶いた直後に入れればＯＫです。

みそを溶くときには火を止めると おいしいみそ

３．みそ汁を煮る 　

おいしいみそ汁

のできあがり！

みそを溶くときには火を止めると、おいしいみそ

汁を作ることが出来ます。みそを溶く際には十分

に溶き混ぜながら入れるのがコツです。

みそを溶き入れたら、みそ汁は煮立つ直前ま

で煮込むのが美味しいみそ汁を作るコツです。

(煮立つ直前が一番みそ汁の風味が良くなると

きです。)
みそを溶き入れた後は、沸騰させると風味が

無くなってしまうので沸騰させないようにしましょう。

おいしいみそ汁の基本的な作り方
みそ汁の具の組み合わせ例

旬の野菜を利用して季節を楽しみましょう
ここでは、使用材料２種類を中心に紹介しています。もちろん、
青みの青ねぎやにらは、どのみそ汁にも入れるとおいしくなります。

キャベツは太めのせん切

りにする。(キャベツの代

わりに白菜でもよい。)

えのきたけは半分に切って

からほぐす。

小松菜は２～３cmに切る。

油揚げは短冊に切る。

キャベツは太めのせん切

りにする。（キャベツの代

わりににらでもよい。）

卵は仕上げに落として一混

ぜし、半熟状態で。

小松菜は２～３cmに切る。

えのきたけは半分に切って

からほぐす。

キャベツは太めのせん切

りにする。(キャベツの代

わりに白菜でもよい。)

油揚げは短冊に切る。

さつまいもは１cmの厚さ

の半月か、いちょう切りに

する。

長ねぎは斜め切りにする。

大根は太めのせん切りに

する。

油揚げは短冊に切る。

玉ねぎは１cm幅に切る。

じゃがいもは適当な大き

さに切る。

なすびは半分にして斜め１

cm幅又はそのまま１cm幅

に切る。

油揚げは短冊に切る。

玉ねぎは１cm幅に切る。

わかめは適当な大きさに

切る。（カットわかめはそ

のまま利用）
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みそ汁の具の組み合わせ例

大根は太めのせん切りに

する。

えのきたけは半分に切って

ほぐす。

長ねぎは斜め切りにする。

ふは水で戻してから絞って

入れる。

大根、にんじんはいちょう

切りにする。

豚肉は１～２cm幅に切る。

（豚肉の代わりに油揚げで

もよい。）

ねぎは小口切りにする。

長ねぎは斜め切りにする。

えのきたけは半分に切って

からほぐす。

豆腐はさいの目に切る。

なめこは軽く洗う。

長ねぎは斜め切りにする。

わかめは適当な大きさに

切る。

（カットわかめはそのまま

利用）

豆腐はさいの目に切る。

油揚げは短冊に切る。

長ねぎは小口切りにする。

（長ねぎの代わりににらで

もよい。）

納豆は仕上げに入れ、軽

く火を通す。

豆腐はさいの目に切る。

長ねぎは太めの小口切り

か斜め切りにする。

じゃがいもは適当な大き

さに切る。

にらは２～３cmくらいに切

る。

かぼちゃは適当な厚さに

切る。

長ねぎは斜め切りにする。

ほうれん草はゆでて２～３

cmに切る。

しいたけは薄切りにする。

（しいたけの代わりにえの

きたけでもよい。）

エネルギー 584 kcal
たんぱく質 2.5 ｇ
脂 質 13.9 ｇ
炭 水 化 物 89.6 ｇ
塩 分 2.5 ｇ

焼きやっこ

豆腐100g

(小1/2丁)
ねぎ

40g(１本)

しょうが

1/2かけ
めんつゆ

大さじ1

大根

50g(2㎝)

・ごはん

・焼きやっこ

・わかめときゅうりの酢の物

・みそ汁

・牛乳

献立例１ 朝の献立

【下準備】

・豆腐は厚みを半分に切り、紙タオルで包み軽く水気をとる

(紙タオルに包み、電子レンジで1～2分加熱してもよい)

・めんつゆに砂糖を混ぜる・・・A

砂糖 適量

ごま油

小さじ1/2

牛乳の代わりにスキムミ

ルクでも

利用の方法はＮＯ．４６を

参考に

栄養価計算はごはん1杯を150ｇとして、

牛乳は低脂肪乳で計算しています。( )内は目安量です。

①きゅうりは小口切りにする。
②わかめはもどす。 　
③Aの材料をあわせる。

　　　　しょうがは市販のチューブ入りのものを使用すると手間が省けます。

ひと口メモ

わかめときゅうりの酢の物

きゅうり

50ｇ(1/2本)
乾燥わかめ

2ｇ(小さじ2)

み そ 汁

玉ねぎ

30g(1/8個)

にんじん

20g(1/10本)

ねぎ

5ｇ(1/8本)

酢 大さじ 1

砂糖 小さじ 1

すりごま 少々

汁の具

油揚げ

10ｇ(1/10枚)

①フライパンにごま油を

熱し、豆腐を入れて弱

火でじっくり焼く。焼き色

がついたら裏返す。

②調味料（A）を加えて少し煮

詰める。裏返して全体に

からめる。

③器に盛り、しょうがと

ねぎをのせ、大根おろし

を添える。

A

④ボールに①②を入れ、③であえる。
　　　　　　みそ汁の作り方はＮ０．１２を参考に

わかめの代わりに市販のもずく酢を使用すると簡単！ 　　　　　団子入りみそ汁はＮ０．１７に紹介

　　　　　もずくの酢の物はNO．１７に紹介
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