
 

 

《魚メニュー》 

白身魚のパン粉焼き（青のり風味） 

☆白身魚を鶏ささ身に変更ＯＫ 

【材料４人分】                                                

白身魚 ６０ｇ×４切れ    小麦粉    大さじ２                     

（鶏ささ身 ２４０ｇ）    卵        １個               〈付け合せ>  

（酒    大さじ１）    パン粉(乾燥)    ３０ｇ   レタス    ４０ｇ  

塩        ２ｇ    青のり     ０．５ｇ             きゅうり   ８０ｇ 

こしょう     適量 オリーブ油 大さじ１、１/２      トマト   １００ｇ                                                    

【作り方】 

① しいらは斜め半分に切り、塩・こしょうで下味をつけたら、小麦粉をまぶす。 

＊鶏ささ身の場合は、筋をとり、綿棒で叩き繊維をくずし、半分のそぎ切りにして酒をふりかけ、水分をふ 

きとる。その後、塩・こしょうで下味をつけたら、小麦粉をまぶす。 

② 溶き卵に①をくぐらせ、パン粉と青のりを混ぜ合わせた衣をまぶす。 

③ フライパンに油を引き、②を焼く。 

④ レタスは食べやすい大きさにちぎり、きゅうりは斜め切り、トマトはくし切りにする。 

＊青のりをカレー粉やいりごまに変えてもおいしくできます。 

  カレー風味→カレー粉 小さじ１（２ｇ） エネルギー１８１kcal  塩分０．７ｇ 

   ごま風味 →いりごま 大さじ１（９ｇ） エネルギー１９２kcal  塩分０．７ｇ 

 

 

白身魚の竜田揚げ 

☆白身魚を鶏ささ身に変更ＯＫ 

【材料 4 人分】 

白身魚  ６０ｇ×４切れ    しょうゆ  大さじ１、１/３                

（鶏ささ身   ２４０ｇ）  酒         小さじ２ 

片栗粉     大さじ２   みりん       小さじ２  

サラダ油    大さじ２   しょうが(すりおろし) １０ｇ       

〈付け合せ〉          

キャベツ  １２０ｇ     ピーマン(青･赤)   各２０ｇ        鶏がらスープの素  小さじ１ 

にんじん   ６０ｇ    こしょう        適量     ごま油   小さじ１、１/２ 

【作り方】 

① しいらは斜め半分に切り、混ぜ合わせたＡの調味料に漬け込む。                   

＊ささ身は筋をとり、綿棒で叩いて繊維を崩し、半分のそぎ切りにする。 

② キッチンペーパーで①の汁気を軽くふきとり、片栗粉をまぶすし、フライパンに油を引き、②を焼く。                          

③ キャベツはざく切り、にんじん、ピーマンは千切りにする。  

④ フライパンにごま油を引き④を炒める。火が通ったら鶏がらスープの素、こしょうで味をつける。 

夏のおかずメニュー 

エネルギー １７９kcal 

塩   分    ０．７ｇ 

野菜量 55ｇ（緑 25ｇ、淡 30ｇ） 

ka 

A 

エネルギー  １８０kcal 

塩   分  １．２ｇ 

野菜量５７ｇ（緑２５ｇ、淡３２ｇ） 

A 



 

白身魚のピリ辛炒め 

☆白身魚を鶏もも肉に変更ＯＫ 

【材料４人分】                      

 白身魚    ６0ｇ×４     玉ねぎ      ８０ｇ      トマトケチャップ  大さじ３   

（鶏もも肉(皮なし)２４０ｇ）  ピーマン   ６０ｇ     酒         大さじ２ 

酒   大さじ１、１/２     れんこん    ６０ｇ      豆板醤       小さじ１/２  

塩           １ｇ     しめじ     ８０ｇ      砂糖         小さじ２ 

こしょう       適量      レタス    ６０ｇ      濃口しょうゆ     小さじ１   

片栗粉 大さじ１、１/２       サラダ油  小さじ１ 

ごま油     大さじ１ 

【作り方】                             

①シイラは１口大の角切りにし、酒をふりかける。しばらく置いた後水気をとり塩・こしょうで下味をつ 

け片栗粉をまぶす。＊鶏もも肉の場合も１口大に切る。 

②たまねぎはくし切り、れんこんはよく洗い、皮をむき５ｍｍ幅のいちょう切りにする。ピーマンは太目 

の千切り、しめじは石づきをとり小房にわける。 

③フライパンにごま油をひき、①を焦げ目がつくまで焼き、いったん皿に移す。 

④同じフライパンに残りのサラダ油をひき、②を炒める。火か通った③を加える。 

⑤④に混ぜ合わせた A の調味料を加え、炒める。 

⑥食べやすい大きさにちぎったレタスの上に⑤を盛り付ける。 

 

白身魚の味噌クリームソースがけ 

【材料 4 人分】 

白身魚   ６０ｇ×４切れ      牛乳      １１０ｍｌ 

トマト    ２００ｇ      味噌        大さじ１/２ 

玉ねぎ      １００ｇ      砂糖       小さじ１ 

絹さや        １６ｇ      薄口しょうゆ    小さじ１ 

塩        １ｇ      だし汁        ５０ｍｌ 

こしょう         適量      サラダ油      大さじ 2 

小麦粉     大さじ 2        水溶き片栗粉        適量   

【作り方】             

①しいらは塩・こしょうで下味をつけ、小麦粉をまぶす。フライパンにサラダ油を熱し、両面に焼き色が 

付くまで焼き、いったん皿に取りだしておく。 

②絹さやは斜め切りにし、トマトは一口大に切る。玉ねぎは薄くスライスし水にさらしておく。 

③ボウルに A を入れ混ぜる。 

④フライパンを熱し、②の絹さやと③を入れる。火が通ったら水溶き片栗粉を加え、とろみをつける。 

⑤器に①の魚と②のトマト・玉ねぎを盛りつけ、最後に④のソースをかける。 

 

A 

エネルギー １７８kcal、塩分 １．１ｇ 

野菜量８５ｇ（緑１５ｇ、淡７０ｇ） 

 

Ａ 

エネルギー ２１４kcal 

塩   分  ０．８ｇ 

野菜量７９ｇ（緑５４ｇ、淡２５ｇ）  



A 

 

白身魚の風味漬 

【材料 ４人分】 

白身魚   ６０g×４切れ    たまねぎ     ８０g 

酒      大さじ１、１/３   レモン汁   小さじ１ 

こしょう     適量      砂糖     大さじ 1、1/3 

片栗粉    大さじ１、１/２   酢      大さじ 1、1/2 

サラダ油   大さじ１、１/２   薄口しょうゆ 大さじ 1、1/2 

にんじん    ８０g       マヨネーズ  大さじ 2/3 

ピーマン    ８０g 

【作り方】 

①しいらに酒で下味を付けておく。にんじん・ピーマン・たまねぎはせん切りにする。 

②しいらの水気をとり、こしょうをふりかけ、片栗粉をまぶし、油をひいたフライパンで焼く。 

③②が焼けたら取り出し、同じフライパンににんじん、ピーマン、たまねぎを加え、しんなりするまで炒める。

④調味料 A を混ぜ合わせ、魚と野菜をつけこみ、あら熱がとれたら、冷蔵庫で冷やしておく。 

 

 

アスパラガスと白身魚のトマト炒め 

【材料４人分】 

アスパラガス １０本(１５０ｇ)     塩           ２ｇ 

白身魚    ２００ｇ        こしょう   適量 

玉ねぎ    １００ｇ        レモン汁  大さじ１ 

ミニトマト  １５個(１５０ｇ)     油     大さじ２ 

にんにく   １片 

【作り方】 

①白身魚は１．５cm 幅に切り、塩(１ｇ)・こしょうで下味をつけておく。 

②アスパラガスは５cm の長さ、玉ねぎは１cm 幅に切り、にんにくはスライスしておく。ミニトマトは半 

分に切り、少々の塩(０．５ｇ)と和えておく 

③フライパンに油を熱し、にんにくを炒め、香りがしてきたらにんにくをとりだす。 

④③のフライパンに白身魚を入れ、火が通ったらとりだし、続けてアスパラガスと玉ねぎを炒める。 

⑤アスパラガスと玉ねぎに火か通ったら、白身魚を戻して炒め合わせ、さらにミニトマトを加え炒める。 

⑥ミニトマトがしんなりしたら、レモン汁を加え、塩(０．５ｇ)・こしょうで味を調える。 

＊とりだしたにんにくは、最後にお好みで上からふりかける。 

 

 

 

 

 

エネルギー １５０kcal 

塩   分  ０．６ｇ 

野菜量１００ｇ（緑７５ｇ、淡２５ｇ）  

エネルギー １７３kcal   

塩分     １．２ｇ 

野菜量６０ｇ（緑４０ｇ、淡２０ｇ） 



 

白身魚のパン粉焼き～カレーソースかけ～ 

☆白身魚をささ身に変更してもＯＫ 

【材料４人分】                                                

白身魚 ６０ｇ×４切れ   卵       １個      無塩バター     ８ｇ            

（鶏ささ身 ２４０ｇ）  パン粉     ３０ｇ      カレー粉 小さじ１、１/２ 

（酒    大さじ１）  サラダ油 大さじ１、１/２    固形コンソメ １/２個 

塩    ０．５ｇ    たまねぎ     ８０ｇ       お湯     １カップ 

こしょう   適量     にんじん    ５０ｇ        薄口しょうゆ 小さじ２            

小麦粉  大さじ２        しめじ     ５０ｇ       こしょう         適量 

                              水溶き片栗粉   適量                                         

【作り方】 

① 白身魚は斜め半分に切り、塩・こしょうで下味つけ小麦粉をまぶし、溶き卵にくぐらせ、パン粉をつけ 

る。 

＊鶏ささ身の場合は、筋をとり、綿棒で叩き繊維をくずし、半分のそぎ切りにして酒をふりかけ、水分をふ 

きとる。その後、塩・こしょうで下味をつけたら、小麦粉をまぶす。 

② 熱したフライパンに油をひき、①を焼く。 

③ 玉ねぎはスライス、にんじんは千切りにする。しめじは石づきをとって小房にわける。 

④ バターを熱した鍋にひき①をしんなりとなるまで炒める。 

⑤ ③の鍋にカレー粉を加え、よく炒め、お湯で溶いたコンソメを注ぎ、混ぜ合わせる。 

⑥ 煮立ったら弱火で１０分程度煮て、こしょう・薄口しょうゆで味を調え、水溶き片栗粉でとろみをつけ 

る。 

⑦ 食べやすい大きさにちぎったレタスの上に②を盛り付け、上から⑥のカレーソースをかける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー ２１２kcal、塩分 １．１ｇ 

野菜量５５ｇ（緑 12.5ｇ、淡 42.5ｇ） 

ka 



 

《肉メニュー》 

カレー味のゴーヤチャンプル 

【材料 4 人分】 

豚肉(肩ロース)１２０ｇ      だし汁  大さじ２           しょうゆ 小さじ１、１/２ 

卵        ２個      酒    大さじ１       カレー粉 小さじ２ 

ゴーヤ  １本（１５０ｇ）   みりん  大さじ１       塩    １．５ｇ 

にんじん     ８０ｇ                      こしょう   適量 

もやし    １００ｇ     

ごま油    小さじ２                                               

【作り方】                 

①ゴーヤは縦半分に切ったあと、しっかりわたをとり、ななめ薄切りに切る。薄く切ったゴーヤに塩（分 

量外）をふりかけ軽くもみ、５分ほどおいたあと、水で洗い、水気をとる。 

②にんじんは短冊切り、もやしは洗ったあと、よく水気をとる。 

③フライパンにごま油をひき、豚肉、にんじん、ゴーヤ、もやしの順に加え、炒める。 

④③に火がとおったら、Ａの調味料を加え、汁気がなくなるまで、さらに炒める。 

⑤④に B の調味料を加え、味を調えたら、溶いた卵を回し入れ、全体を混ぜる。 

 

 

冷しゃぶ～特製ごまドレ～ 

【材料４人分】                                                

豚肩ロース ２４０ｇ    すりごま  大さじ２    酢              小さじ１          

(しゃぶしゃぶ用)       しょうゆ  大さじ１    マヨネーズ  小さじ１、１/２ 

酒     大さじ１    砂糖    小さじ２    ごま油     小さじ１/２ 

たまねぎ   ５０ｇ     みそ    小さじ１      

きゅうり   ５０ｇ しそ   ４枚(２ｇ)    トマト    １００ｇ                      

しょうが    ５ｇ    レタス    ４０ｇ 

【作り方】 

① 沸騰した鍋に酒を加え、豚肉を茹でる。その後、氷水の中へとり、ざるにあげてしっかり水を切る。 

② たまねぎは薄くスライスし水にさらし、しっかり水気をきる。きゅうり、しょうが、しそは千切りに 

する。 

③ ボールに①、②、混ぜ合わせたＡの調味料を加え和える。 

④ レタスは食べやすい大きさにちぎり、皿にしき③を盛り付け、くし切りに切ったトマトを添える。 

 

 

 

 

 

Ａ 
Ｂ 

エネルギー １７２kcal、塩分 ０．８ｇ 

野菜量８２ｇ（緑２０ｇ、淡６２ｇ） 

Ａ 

エネルギー ２１６kcal、塩分 １．０ｇ 

野菜量６２ｇ（緑 2６ｇ、淡 3６ｇ） 

ka 



 

鶏肉のトマト煮込み 

【材料 4 人分】 

鶏もも肉(皮なし)２８０ｇ      固形コンソメ    1/２個 

トマト     ３２０ｇ    薄口しょうゆ     小さじ１ 

たまねぎ    ２００ｇ    ケチャップ    大さじ１/２ 

じゃがいも    ２００ｇ     塩          ２ｇ 

パセリ       ５ｇ     こしょう       適量 

オリーブオイル 大さじ２      水         ２００ｍｌ  

【作り方】 

① 鶏もも肉を一口大に切り、塩・こしょうで下味をつける。熱したフライパンにオリーブオイル（半量） 

をひき、両面に焼き色がつくまで焼く。ボウルなどにいったん取り出しておく。 

② トマト・たまねぎは５mm の角切り、じゃがいもは１cm の角切りにする。パセリはみじん切りにし水 

にさらす。 

③ フライパンにオリーブオイル（半量）をひき、②（パセリを除く）を炒める。 

④ 火が通ったら、水と①と A の調味料を加え、15 分程度煮込む。皿に盛り付けパセリをちらす。 

 

 

マーボーなす 

【材料４人分】                                                

なす    ３００ｇ   砂糖      小さじ２      酒        小さじ１、１/２ 

鶏ひき肉  １５０ｇ   しょうゆ    大さじ１     豆板醤       小さじ１/２ 

にんじん   ５０ｇ   中華だし    ２ｇ      みそ     小さじ１ 

たまねぎ   ８０ｇ   片栗粉     小さじ２    水      大さじ１ 

にんにく     ３ｇ   サラダ油       大さじ１      小ねぎ    １０ｇ  

しょうが   １０ｇ   ごま油     小さじ２     レタス    ４０ｇ 

【作り方】 

① なすは乱切りまたは輪切りにし、水にさらしておく。にんじんは拍子切りにし、茹でる。たまねぎ、にんに

く、しょうがはみじん切り、小ねぎは小口切りにする。 

② フライパンにサラダ油をひき、しっかり水気をきったなすを柔らなくなるまで炒め、皿に移す。 

③ 同じフライパンにごま油をひき、にんにくを炒める。香りがしてきたら、ひき肉、ためねぎ、しょうが 

を加え炒める。 

④ ③になす、にんじんを加えさらに炒める。 

⑤  ④に混ぜ合わせたＡの調味料を加え強火で絡める。 

⑥ 食べやすい大きさにちぎったレタスをしき、⑤を盛り付けねぎを散らす。 

 

 

 

 

エネルギー ２１４kcal 

塩   分  １．２ｇ 

野菜量１３１ｇ（緑８１ｇ、淡５０ｇ）  

A 

Ａ 

エネルギー １６１kcal、塩分 １．２ｇ 

野菜量１１３ｇ（緑１５ｇ、淡９８ｇ） 

ka 



 

豚しゃぶとキャベツのごまだれ 

【材料 4 人分】 

豚もも肉（薄切り） ２４０ｇ    ポン酢    大さじ３ 

キャベツ      １５０ｇ    砂糖     小さじ１ 

トマト       １５０ｇ     ごま油    小さじ２ 

えのき       １００ｇ       すりごま   大さじ１ 

大葉       4 枚（２ｇ）    酒      大さじ２ 

【作り方】                 

①キャベツを 3 ㎝角に切り、えのきは石づきを取り、半分に切りしんなりなるまで茹でる。 

②トマトは 5 ㎜幅の半月切りにし、大葉はみじん切りにする。豚肉は食べやすい大きさに切る。 

③鍋にお湯を沸かし、酒を入れ豚肉を茹でる。色が変わったら取り出し、ざるにあげ水気をきっておく。 

④ボウルに A の調味料を入れ混ぜ合わせておく。 

⑤お皿にキャベツ・えのきを敷き、その上に②の豚肉と①のトマトを盛り付ける。 

⑥最後に①の大葉を散らして、④のたれをかける。 

 

 

 

豚肉の季節の野菜巻き（オクラ＆しそ） 

【材料 4 人分】 

豚肩ロース １０枚(２００ｇ)   オリーブ油 大さじ１、１/３           

塩       ２ｇ       しょうゆ  小さじ２    

こしょう    適量       砂糖    小さじ２          

オクラ   １０本(１００ｇ)   酒     小さじ２ 

しそ     １０枚(１０ｇ)    キャベツ  ６０ｇ 

片栗粉   大さじ２       レタス   ４０ｇ 

【作り方】 

①豚肉は広げ塩・こしょうで下味をつける。オクラはさっと茹で、水気を拭きとる。  

②オクラとしそを豚肉で巻く。その後片栗粉をまぶす。  

③フライパンに油を引き、②を焼く。火が通ったら混ぜ合わせたＡの調味料を加え、汁気がなくなるまで 

絡めながら焼く。                          

④キャベツは千切り、レタスは食べやすい大きさにちぎり、斜め半分に切った③とともに盛り付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー   １９９kcal 

塩   分     １．２ｇ 

野菜量 100ｇ（緑 38ｇ、淡 62ｇ） 

 

Ａ 

エネルギー  201kcal 

塩   分  0．9ｇ 

野菜量 5２ｇ（緑 2７ｇ、淡 25ｇ） 

Ａ 



《特別メニュー》 

特製ドライカレー 

【材料 4 人分】 

豚ひき肉    ２００ｇ       オリーブ油         大さじ１           

にんじん    １００ｇ       固形コンソメ         １個    

たまねぎ    ２００ｇ       トマトケチャップ     大さじ３         

コーン缶(小) １缶(５０ｇ)      中濃ソース        大さじ１ 

トマト     ２００ｇ       カレー粉     大さじ１、１/２～２ 

ピーマン     ５０ｇ       こしょう           適量 

にんにく     １片       

【作り方】 

① にんじん・たまねぎ・ピーマンはみじん切り、トマトは１cm 幅の角切りにする。にんにくは細かくみ 

じん切りにする。コーンは汁気をきっておく。  

② フライパンに油をひき、にんにくを加える。にんにくの香りがたったら、たまねぎ、にんじん、豚ひき 

肉、ピーマンの順に炒める。  

③ ②に火が通ったらトマトと固形コンソメを加え、汁気がなくなるまで炒める。汁気がなくなったらコー 

ンを加える。                          

④ ③にＡの調味料を加え、味を調える。 

 

 

Ａ 

エネルギー  ２２５kcal 

塩   分  １．４ｇ 

野菜量１５０ｇ（緑１００ｇ、淡５０ｇ） 


