
 

 

切り干し大根のサラダ 

【材料 4 人分】 

切り干し大根   ４０ｇ  うすくちしょうゆ  大さじ１ 

きゅうり    １００ｇ  酢         大さじ１      

鶏ささみ     ４０ｇ  砂糖        小さじ２   

酒       大さじ 2  ごま油       小さじ１ 

七味唐辛子     適量  かつお節        ４ｇ 

【作り方】 

①切り干し大根は水洗いし、たっぷりの水に 10分漬けてもどしておく。 

②きゅうりは斜め薄切りにし、さらに細切りにする。ささみは適量の水で酒蒸にし、食べやすく手でほ 

ぐしておく。 

③混ぜ合わせた A の調味料と①・②を和え器に盛り、最後にかつお節を散らす。 

 

キャベツのおかか漬け 

【材料４人分】 

キャベツ  ２５０ｇ    薄口しょうゆ  小さじ２、１/２  

にんじん   ８０ｇ    みりん     小さじ２ 

塩昆布    １０ｇ    砂糖      小さじ１ 

かつお節    ８ｇ      

【作り方】 

①キャベツは１口大に切り茹で、しっかり水気を絞る。にんじんは千切りにし、茹で、水気を絞る。 

②ビニール袋に①と塩昆布、かつお節、A の調味料をすべて合わせる。 

③ビニール袋の口をしばり、味がなじむようにもみ込み、冷蔵庫で冷やしておく。 

 

しらたきとしめじのピリ辛炒め 

【材料 4 人分】 

しらたき  100g    ごま油    小さじ 1              

しめじ   100g    しょうゆ   大さじ１                 

えのき   100g     みりん     大さじ 1              

                          赤唐辛子     適量                

【作り方】                                         

①しらたきは食べやすく切る。しめじは石づきを除いて小房にする。えのきは石づきを除いて２等分にする。 

② ごま油を熱してしらたきを入れ、水分を飛ばすように炒める。 

③ ②にしめじ、えのき、赤唐辛子、調味料 A を加えて水分がなくなるまで炒める。 

 

 

 

野菜たっぷり副菜メニュー 

エネルギー ７１kcal 

塩 分 ０．８ｇ 

野菜量３５ｇ(緑０ｇ、淡３５ｇ) 

エネルギー ４３kcal 

塩 分  １．１ｇ 

野菜量８２ｇ（緑 2０ｇ、淡６２ｇ） 

 

エネルギー  ５３kcal 

塩   分   ０．７g 

野菜量５０ｇ（緑０ｇ、淡５０ｇ） 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ 



 

磯和え 

【材料 4 人分】 

ほうれん草  ２４０ｇ    こねぎ          １０ｇ   

もやし    １００ｇ    砂糖      小さじ１、１/２ 

かにかま    ８０ｇ    薄口しょうゆ  小さじ１、１/２ 

のり       ６ｇ 

【作り方】                 

①小松菜は茹でて 3㎝長さに切る。もやしは水から茹でておく。 

②かにかまをほぐし、のりはちぎっておく。ねぎは小口切りにする。 

③ボウルに①・②を入れ、Ａの調味料で和える。 

 

春雨サラダ 

【材料 4 人分】 

きゃべつ   １４０ｇ  酢      大さじ２       

春雨     ３０ｇ  砂糖     大さじ１、１/２     

コーン（缶） ４０ｇ  薄口しょうゆ 小さじ２        

カニカマ   ４０ｇ  ごま油    小さじ２       

            こしょう     適量      

【作り方】 

①キャベツは角切りにし、茹でる。カニカマはほぐしておく。コーンは水気をきる。 

②春雨はたっぷりのお湯で茹で、ざるに上げて水気を切り、食べやすい長さに切っておく。 

③ボウルに調味料 A を混ぜ合わせておく。 

④ボウルに①・②・混ぜ合わせた A の調味料を加えて和えたら、器に盛り付ける。 

 

小松菜のごま和え 

【材料 ４人分】 

小松菜     320g    薄口しょうゆ 小さじ２  

人参      60g          砂糖     小さじ１  

すりごま    大さじ１                       

【作り方】                                

①小松菜は茹でて水気を切り、３㎝幅に切る。                

②人参は長さ 3㎝の千切りにしてゆがき、水気を絞る。 

③調味料 A とすりごまを混ぜ、①、②と和える。 

 

 

 

 

 

エネルギー     kcal 

塩     分    ０．８ｇ 

野菜量８5ｇ（緑６０ｇ、淡２５ｇ） 

エネルギー  ８６kcal 

塩   分   ０．８ｇ 

野菜量４５ｇ（緑１０ｇ、淡３５ｇ） 

A 

A 

エネルギー  ３１kcal 

塩   分  ０．７ｇ 

野菜量９５ｇ（緑９５ｇ、淡０ｇ） 

Ａ 



エネルギー  ７７kcal 

塩   分  ０．５g 

野菜量８０ｇ（緑０ｇ、淡８０ｇ） 

 

キャベツの和え物 

【材料 4 人分】 

キャベツ   ２４０ｇ    いりごま         適量   

にんじん    ３０ｇ    砂糖         小さじ２  

きゅうり    ６０ｇ    うすくちしょうゆ   大さじ１ 

ツナ      ４０ｇ 

【作り方】                 

①キャベツはざく切りに切り、にんじんは３cm の長さに千切りにする。キャベツ・にんじんはそれぞれ 

茹で、水気をしっかり切る。きゅうりは３cm の長さに千切りにする。ツナは油を切っておく。 

②①と A の調味料を混ぜ合わせ、最後にいりごまを散らす。 

 

もやしのピリ辛サラダ 

【材料 4 人分】 

もやし    ２４０ｇ    豆板醤      小さじ１/２   

にんじん    ８０ｇ    砂糖         小さじ１  

しょうが    １０ｇ    酒          小さじ２ 

こしょう     適量    薄口しょうゆ     小さじ１ 

               ごま油      小さじ１/２ 

               酢          大さじ１ 

【作り方】                 

①もやしは水から茹でる。にんじんは５mm の細切りにし、さっと茹でる。しょうがはみじん切りにする。 

②①と A の調味料をで和え、最後にこしょうで味を調える。 

 

生姜とキャベツの辛マヨ和え 

【材料 4 人分】 

生姜      ４０ｇ     だし汁         大さじ１ 

キャベツ   ２８０ｇ     マヨネーズ       大さじ２ 

ツナ（缶）   ８０ｇ     うすくちしょうゆ    小さじ１ 

                練りからし   小さじ１/２程度 

                こしょう        適量 

【作り方】 

①キャベツは一口大に切り茹でて、水気をしっかりしぼる。 

②生姜は千切りにし、ツナは油をきっておく。 

③ボウルに①・②を入れ、調味料 A と混ぜ合わせ、こしょうで味を調える。 

 

 

 

 

エネルギー   ５６kcal 

塩   分  ０．８ｇ 

野菜量８２ｇ（緑７ｇ、淡７５ｇ） 

Ａ 

エネルギー  ３０kcal 

塩   分  ０．５ｇ 

野菜量８２ｇ（緑２０ｇ、淡６２ｇ） 

 

Ａ 



エネルギー  ５４kcal 

塩   分  ０．６ｇ 

 

 

ひじきとオクラのマヨネーズ和え 

【材料 4 人分】 

ひじき（缶）  ７５ｇ   マヨネーズ  大さじ１、１/２ 

オクラ    ４５ｇ   薄口しょうゆ 小さじ１ 

きゅうり    ７５ｇ    こしょう     適量   

かにかま   ４０ｇ        

コーン（缶） ３０ｇ 

【作り方】 

①ひじき、コーンはしっかり水気をとる。きゅうりは千切りにする。かにかまはほぐしておく。 

②オクラは茹で、ななめに５ｍｍ幅に切る。 

③①、②、A の調味料を混ぜ合わせる。 

 

ブロッコリーのごま和え 

【材料４人分】    

ブロッコリー ２００ｇ   だし汁   大さじ１、１/３             野菜量５０ｇ（緑５０ｇ、淡０ｇ）   

のり       適量   薄口しょうゆ    小さじ２   A    

              砂糖        小さじ２  

              すりごま      大さじ２    

【作り方】 

①ブロッコリーは小房に分け、茹で、水気をしっかりとる。 

②A の調味料を加え、よく混ぜ合わせる。 

③①、②を混ぜ合わせ、器に盛り、上からちぎったのりをのせる。 

 

もやしとにらのピーナツ和え 

【材料 4 人分】 

もやし  200g       ピーナツ粉  10g 

にら    80g      砂糖       4g 

人参    60g       薄口しょうゆ  大さじ１ 

【作り方】 

①もやしはさっと洗い、水から茹でる。 

②人参は 4cm 長さの千切りにする。にらも 4cm 長さに切っておく。 

③人参・にらを茹で、水切りをする。 

④もやし・人参・にらをA で和え、器に盛り付ける。 

 

 

 

 

 

エネルギー  ５４kcal   

塩   分  ０．８ｇ 

野菜量３８ｇ（緑１９ｇ、淡１９ｇ） 

 Ａ 

Ａ 

エネルギー  ３０kcal 

塩 分  ０．７ｇ 

野菜量８５ｇ（緑３５ｇ、淡５０ｇ） 



エネルギー  ８０kcal 

塩分     ０．９ｇ 

野菜量７５ｇ（緑５０ｇ、淡２５ｇ） 

 

玉ねぎのピリ辛炒め 

【材料４人分】 

 玉ねぎ  ３００ｇ   みりん    大さじ１     

人参    ５０ｇ   薄口しょうゆ 大さじ１  

ロースハム ４０ｇ   七味唐辛子    適量  

             サラダ油   小さじ２           

【作り方】                             

①玉ねぎ・人参は千切りに、ハムはやや太めの千切りにする。      

②フライパンにサラダ油を熱し、人参、玉ねぎ、ハムを炒める。 

③②に A の調味料で味付けし、お好みで七味をふりかける。 

 

にんじんしりしり（カレー風味） 

【材料４人分】  

にんじん  ２００ｇ    だし汁    大さじ２                   

もやし   １００ｇ    濃口しょうゆ 小さじ２   A    

卵       １個    塩        １ｇ        

ツナ     ８０ｇ    こしょう     適量    

オリーブ油 小さじ２    カレー粉    小さじ１ 

【作り方】 

① にんじんはスライサーですりおろす。（スライサーがない時は細い千切りにする。）もやしは洗い、水気 

をきる。 

② ツナは油をしっかりきる。卵は溶いておく。 

③ フライパンに油をひき、にんじん、もやしを炒め、少し火が通ったらツナ、A を加え汁気がなくなるま 

で炒める。 

④ ③に塩・こしょう・カレー粉で味をつけ、最後に溶き卵をまわし入れ、軽く混ぜる。 

 

ゴーヤと大根の和風サラダ 

【材料 4 人分】 

ゴーヤ      60ｇ    梅干し     10g（中 2 個） 

大根     240ｇ      酢       大さじ 2・1/2 

みょうが    10ｇ     うすくちしょうゆ    小さじ１ 

青じそ     5ｇ        炒りごま        大さじ 1 

塩        1ｇ     海苔         適量 

【作り方】 

① 大根は薄くいちょう切りにし、梅干は種を取り、包丁でよくたたいておく。梅干しと和えておく。 

② 青じそとみょうがは粗みじんにし、ゴーヤは縦半分に切ってから種とワタを取り、できるだけ薄切 

りにする。 

③ ②のゴーヤをボウルに入れ塩もみし、水分が出てきたらしぼる。 

④ ボウルに①の大根・青じそ・みょうがを加え、Ａで調味し、最後に海苔をちらす。 

エネルギー  ５８kcal 

塩   分  １．０ｇ 

野菜量８７ｇ（緑１２ｇ、淡７５ｇ） 
Ａ 

エネルギー  ２７kcal 

塩 分  ０．６ｇ 

野菜量７９ｇ（緑１ｇ、淡７８ｇ） 

Ａ 



 

なすとオクラのじゃこサラダ 

【材料４人分】 

なす  ３２０ｇ  ポン酢（マイルド） 大さじ２         

オクラ  ５０ｇ  オリーブ油     大さじ１    

みょうが １０ｇ  こしょう        適量  

ちりめん  ５ｇ  かつお節        適量                            

          酢        大さじ１/２               

【作り方】                                   

①なすを蒸し、粗熱をとったら皮をむき、3ｃｍの長さの棒状に切る。        

②オクラはさっと茹でて小口切りにする。みょうがは粗みじん切りにする。 

③ボウルに A の調味料を加え、よく混ぜる。 

④③に①、②、ちりめんじゃこを加え、混ぜ合わせる。 

 

かぼちゃサラダ 

【材料 4 人分】 

かぼちゃ       ３００ｇ      牛乳  大さじ１、１/２ 

きゅうり       ８０ｇ      塩           ２ｇ   

すりごま   大さじ１、１/２     こしょう   適量                                    

【作り方】                 

①かぼちゃは皮を取り除き、柔らかくなるまで煮る。柔らかくなったら、牛乳を入れてつぶす。 

②きゅうりは薄くスライスし、塩(１ｇ)をふり、その後水気をしっかり絞る。 

③ボウルにかぼちゃ･きゅうり･すりごまを入れ、混ぜ合わせ塩(１ｇ)・こしょうで味を調える。 

 

もやしのナムル 

【材料４人分】  

もやし  １５０ｇ    薄口しょうゆ 小さじ２  

にら    ８０ｇ    砂糖     小さじ２    A  

にんじん  ５０ｇ    豆板醤    小さじ１              

しょうが  １０ｇ    ごま油    小さじ１              

           かつお節     ６ｇ 

【作り方】 

①もやしは水から茹で、しっかり水気をきる。にらは 3ｃｍの長さ、にんじんは千切りにし、それぞれ茹で、

しっかり水気をきる。生姜は千切りにする。 

②A の調味料を混ぜ合わせる。 

③①、②を加え混ぜ合わせ、かつお節をふりかける。 

 

 

 

エネルギー ６１kcal 

塩 分 ０．７ｇ 

野菜量９５ｇ（緑１２ｇ、淡８２ｇ） 

Ａ 

エネルギー  ９５kcal 

塩分     ０．５ｇ 

野菜量９５ｇ（緑７５ｇ、淡２０ｇ） 

エネルギー  ３８kcal 

塩分     ０．８ｇ 

野菜量７２ｇ（緑３２ｇ、淡４０ｇ） 



 

大根サラダ 

【材料 4 人分】 

大根    ２８０ｇ   かつおぶし   適量 

かにかま   ４０ｇ   ポン酢     大さじ２ 

かいわれ   ２０ｇ   ごま油     小さじ２ 

塩       １ｇ   こしょう    適量 

【作り方】                 

①大根は細い千切りにし、塩（１ｇ）をふり、塩もみをし、水気をきる。かいわれは半分に切り、かにか 

まはほぐしておく。 

②ボウルに①を入れ、A の調味料を加え、最後にかつお節を散らす。 

 

にんじんのきんぴら 

【材料 4 人分】 

にんじん   ２００ｇ    砂糖        小さじ２ 

いんげん    ４０ｇ    うすくちしょうゆ  大さじ１、１/３ 

油揚げ     ２０ｇ    みりん       小さじ１、１/２ 

しらたき    ５０ｇ    かつおだし     大さじ１ 

いりごま 小さじ２（６ｇ）  ごま油       小さじ２ 

【作り方】 

①にんじんは５㎜幅の千切りにする。いんげんはさっと茹でておく。 

②油揚げは１cm 幅の短冊切りにする。しらたきは食べやすい長さに切る。 

③フライパンにごま油をひき、にんじんを炒める。にんじんが少し柔らかくなったら、いんげん、油揚げ、 

しらたきを加える 

④③に火が通ったら A の調味料を加える。 

⑤煮絡まったらいりごまを加えて混ぜ合わせる。 

 

きゅうりのピリ辛たたき 

【材料 4 人分】 

きゅうり  ３本(３００ｇ)    ごま油    大さじ１ 

かにかま   ４０ｇ      しょうゆ   小さじ２ 

塩      １ｇ       砂糖   小さじ１、１/２   

かつお節   ６ｇ       豆板醤  小さじ１/２  

【作り方】 

①きゅうりは食べやすい大きさに麺棒で叩く。その後塩をふり、１０分ほど置いたら水気をしっかり絞る。 

②かにかまは食べやすい大きさにさく。 

③よく混ぜ合わせたＡの調味料と①、②、かつお節を和える。その後冷蔵庫で冷やし、盛りつける。 

 

 

エネルギー ２５kcal 

塩 分 ０．９ｇ 

野菜量７５ｇ（緑０ｇ、淡７５ｇ） 

 

エネルギー  ８３kcal 

塩 分  １．０ｇ 

野菜量６０ｇ（緑６０ｇ、淡０ｇ） 

 

Ａ 

Ａ 

エネルギー  ６０kcal   

塩   分  １．０ｇ 

野菜量７５ｇ（緑０ｇ、淡７５ｇ） 

 Ａ 



 

きゅうりとささ身のしそ梅肉和え 

【材料 4 人分】 

きゅうり   １本（１００ｇ）   薄口しょうゆ 大さじ１/２ 

もやし       ５０ｇ       みりん    小さじ１/２ 

鶏ささ身      １００ｇ        酢       小さじ１                          

梅干し     １個（５ｇ）     ごま油    小さじ１/２ 

青しそ     ２枚 

【作り方】                 

①きゅうりは細切りにし、もやしは洗って、水から茹でる。 

②青しそは細切りにし、梅は種を除いて包丁で細かく叩いてＡの調味料とあわせる。 

③ささ身は茹でて、火が通ったら手でさいておく。 

④もやし、きゅうりの水気を切り、ささ身とあわせ、②と和える。 

 

キャベツの洋辛子和え 

【材料 4 人分】 

キャベツ    ２００ｇ     砂糖     小さじ２、１/２ 

にんじん     ４０ｇ     みりん       小さじ１、１/２   

青しそ      ４枚        薄口しょうゆ 大さじ１                                    

かにかま     ４０ｇ     粒マスタード 小さじ１/６（１ｇ） 

【作り方】          （＊粒マスタードの量はお好みで調節してください。）     

①キャベツは５ｍｍくらいの千切りにし、にんじんも千切りにする。キャベツ・にんじんは茹で、しっか 

り水気を切る。 

②青しそは太目に千切りにし、水でさらして、水気を切る。かにかまはさいておく。 

③よく混ぜあわせたＡの調味料に①と②を加え、和える。＊マスタードの量はお好みで調節してください。 

 

ひじきとツナの生姜サラダ 

【材料 4 人分】 

水菜       ４０ｇ      薄口しょうゆ 大さじ 1  

にんじん     ５０ｇ      砂糖     大さじ 1    

ひじき      ８０ｇ          酢            小さじ 2       

ツナ缶      ８０ｇ      いりごま    大さじ 1       

生姜            １５ｇ                        

※乾燥したひじきの場合は２０ｇ 

【作り方】 

①ひじきは乾燥ひじきの場合は水に戻して茹でる。ツナはほぐして油をきる。生姜はすりおろしておく。 

②水菜は 3cm の長さに切り、にんじんは 5mm 幅の千切りにし茹でておく。 

③①・②の材料をボウルに入れ、すりおろした生姜と A の調味料を入れて混ぜ、最後にいりごまを散らす。 

エネルギー  ４３kcal 

塩分     １．０ｇ 

野菜量３８ｇ（緑 0.5ｇ、淡 37.5ｇ） 

A 

エネルギー  ４１kcal 

塩分     １．０ｇ 

野菜量６１ｇ（緑１１ｇ、淡５０ｇ） 

エネルギー  ５９kcal 

塩分     １．０ｇ 

野菜量２６ｇ（緑２２ｇ、淡４ｇ） 

Ａ 

Ａ 


