
 野菜をもっと食べよう！ 

 

北沢地域のみなさまが応募してくださったサラダのレシピ集です。 

サラダは生野菜だけ…と思っていたあなた！イメージが変わります！ 

お気に入りのサラダを見つけて、今日からおいしい野菜メニューを 

プラス１！の食習慣をスタートしましょう！ 

きたざわ健康まねきの会
 

 
まねきたくん
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バランスのよい食事とは？ 

野菜（海草・きのこ類含む）を１００g以上使用した、副菜となるメニュー 

きたざわサラダ 

きたざわおかずサラダ 

野菜（海草・きのこ類含む）を１００ｇ以上使用し、さらにたんぱく質を多く 

含む食材（肉、魚介、卵、大豆製品など）を含んだ、主菜と副菜が一緒になった

メニュー 

の３つをそろえた食事！ 

きたざわサラダ・きたざわおかずサラダ共に塩分・油の使用をおさえたメニューに

なっています 

この中のひとつでも不足すると、身体に必要な栄養素のバランスが 

偏りやすくなります。 

肉・魚・卵・ 

大豆製品など 
 

野菜・海藻・ 

いも類など 
 

ごはん・パン・ 

めん類など 
 

甘塩鮭とキャベツの

クリーム煮サラダ風 

トマトのサラダポット 

 

 目次 

きたざわサラダ・・・・・・・３P～ 

 

１．世田谷小松菜サラダ 

２．りんごとかぶのアンチョビーサラダ 

３．温野菜サラダ～バウニャカウダー添え～ 

４．トマトと冬瓜のきゅうりドレッシングかけ 

５．グラタン風サラダ 

６．トマトのサラダポット 

７．水菜と人参のヤンニョム風サラダ 

８．焼き大根サラダ 

９．ほうれん草としめじのサラダ 

１０．粉チーズのシーザー風サラダ 

１１．トマトの海苔ドレッシングかけ 

１２．蒸し野菜サラダ 

１３．ブロッコリーのコーンクリーム 

        ツナドレッシングサラダ 

１４．もやしとオクラのサラダ 

１５．豆腐とひじきのサラダ 

１６．キャベツとセロリのイカ燻製サラダ 

１７．ビタミンサラダ 

１８．ゆで野菜のヨーグルトマヨソースサラダ 

１９．ミッキーサラダ 

２０．温か簡単サラダ 

きたざわおかずサラダ・・・・・・１３P～ 

 

１．たたきごぼうとローストビーフのサラダ 

２．きのことエビのバジルソースサラダ 

３．海鮮風色どりサラダ 

４．れんこんとアスパラの豚しゃぶサラダ 

５．じゃじゃ麺風サラダ 

６．焼き鶏レバーと玉ねぎ、クレソンのサラダ 

７．マグロと野菜のさわやかサラダ 

８．ホタテと切干大根のさっぱりサラダ 

９．大根コロッケサラダ 

１０．牛肉きんぴらサラダ 

１１．豆腐とトマトの梅ドレッシングサラダ 

１２．甘塩鮭とキャベツのクリーム煮サラダ風 

１３．たことなすのマリネサラダ 

１４．もやしのみそ卵サラダ 

１５．東北「だし」風ネバネバサラダ 

１６．豆腐と豚肉の梅蒸しホットサラダ 

１７．納豆サラダ 

１８．キャベツのミートソースサラダ 

１９。高野豆腐のちりめんじゃこサラダ 

２０．巣ごもり鶏肉団子サラダ風 



－ 3 － － 4 －

１人分

 エネルギー １７８kcal

 塩分　　　　 １．４ｇ

 野菜量　　　 １３０ｇ

１人分

 エネルギー　 ９６kcal

 塩分　　　　 ０．８ｇ

 野菜量　　　 １００ｇ

１人分

 エネルギー １３９kcal

 塩分　　　　 0．8 ｇ

 野菜量　　　 １１０ｇ

１人分

 エネルギー　 ４８kcal

 塩分　　　　 ０．９ｇ

 野菜量　　　 ２００ｇ

材料　（2 人分）

小松菜  １０株・・葉は２㎝幅に切る

　　　　　　 　 　茎は５㎜幅に切る

ベーコン  ２枚・・１㎝幅に切る

食パン 　 １枚 (10 枚切り )・・１㎝角に切る

　　温泉卵　　　　　　　　  １個

　　塩　　　　　　　小さじ１/ ４

　　レモン汁　　　　　　大さじ１

　　フレンチマスタード　大さじ１

材料　（2 人分）

かぶ　　　　　　２個・・ いちょう切り

塩　　　　　　　少々

かぶの葉　　　２把分・・３㎝幅に切る

セロリー 　　１/ ３本・・輪切り

りんご　 　　１/ ２個・・いちょう切り

酢　　　　　大さじ１

アンチョビー　　４枚・・みじん切り

くるみ　　　大さじ１・・粗く砕く

粗挽きこしょう　少々

材料　（2 人分）

かぼちゃ　　　　６０ｇ・・薄切り

赤ピーマン　　　　１個・・短冊切り

ブロッコリー　１/ ３個・・小房に分ける

たまねぎ　　　１/ ４個・・せん切り

キャベツ　　　１/ ２枚・・短冊切り

　　アンチョビー　２０ｇ・・みじん切り

　　にんにく　　　６かけ・・みじん切り

　　オリーブ油　大さじ１

材料　（2 人分）

冬瓜　　　２００ｇ・・短冊切り

塩　　　　　　少々

トマト　　　　１個・・１㎝角切り

きゅうり　１/ ２本・・すりおろす

　　酢　　　　大さじ１

　　さとう　　小さじ２

　　こしょう　　　少々

作り方　① 切った小松菜は、冷水に入れパリッとさせてから、水気を切る。

　　　　② フライパンで、ベーコン、食パンを炒める。

　　　　③ A を混ぜ、①、②と和える。

作り方　① かぶは塩もみし、かぶの葉は茹でる。

　　　　② ①、セロリー、りんご、酢、アンチョビーの順に和え、

　　　　　 くるみ、粗挽きこしょうをふる。

作り方　① かぼちゃ、赤ピーマン、ブロッコリー、たまねぎ、キャベツを

　　　　　 電子レンジで加熱する (600W 約４分 )。

　　　　② Ａを混ぜ、電子レンジで加熱 (600W 約１分 ) し、ソースを作る。

作り方　① 冬瓜を塩もみする。きゅうりの水気を切る。

　　　　② きゅうりとＡを混ぜてドレッシングをつくり、冬瓜、トマトと和える。

調理時間

10分

調理時間

10分

調理時間

15分

調理時間

10分

レシピ提供者：北沢在住　佐藤 昭子さん

レシピ提供者：桜在住　川村 やえ子さん

レシピ提供者：東京農業大学　山田 里穂さん

レシピ提供者：代沢在住　萩原 優治さん

A
A

A

1. 世田谷小松菜サラダ

2. りんごとかぶのアンチョビーサラダ

3. 温野菜サラダ

4. トマトと冬瓜のきゅうりドレッシングかけ

～バウニャカウダー添え～

生が一番で賞

さわやかで美味しいで賞

お酒にあうで賞

シャキシャキで賞



－ 5 － － 6 －

１人分

 エネルギー １２８kcal

 塩分　　　　 １．０ｇ

 野菜量　　　 １００ｇ

１人分

 エネルギー １２１kcal

 塩分　　　　 １．０ｇ

 野菜量　　　 ２１０ｇ

１人分

 エネルギー　 ８６kcal

 塩分　　　　 １．０ｇ

 野菜量　　　 １３０ｇ

１人分

 エネルギー　 ５４kcal

 塩分　　　　 ０．９ｇ

 野菜量　　　 １６０ｇ

材料　（2 人分）

じゃがいも   　１/ ３個・・一口大に切る

ブロッコリー　１/ ２個・・小房に分ける

ベーコン　　　　　1 枚・・せん切り

たまねぎ　　　１/ ４個・・せん切り

キャベツ　　　　　１枚・・一口大に切る

とろけるチーズ　　２枚

ケチャップ　　大さじ２

材料　（2 人分）

トマト　　　　   ２個

　　たまねぎ　 　４０ｇ・・みじん切り

　　ピーマン　　　２個・・みじん切り

　　ハム　　　　　２枚・・みじん切り

　　塩・こしょう　少々

スライスチーズ　２枚

材料　（2 人分）

にんじん　　　３０ｇ・・せん切り

もやし　　　１/ ２袋

みず菜　　　１/ ２束・・４㎝幅に切る

長ねぎ　　　１/ ２本・・斜めせん切り

　　キムチの素　大さじ１

　　りんご　　　１/ ４個・・すりおろし

　　しょうが　　　１かけ・・すりおろし

　　はちみつ　　小さじ１

　　いり白ごま　 大さじ１

材料　（2 人分）

大根　　　　　　６㎝・・輪切り ( 厚さ 1.5cm)

油　　　　　小さじ１

しょうゆ　　小さじ２

かつお削り節　　少々

作り方　① じゃがいも、ブロッコリーを茹でる。

　　　　② フライパンで、ベーコン、たまねぎを炒める。

　　　　③ キャベツ、①、②、とろけるチーズ、ケチャップの順に盛り付け、

　　　　　 オーブントースターで焼く ( 約 3 ～４分 )。

作り方　① トマトのヘタに近い部分を切り、中身をくり抜き、器を作る。

　　　　② トマトの中身とＡを混ぜ、①に入れ、スライスチーズをのせる。

　　　　　 フライパンに蓋をして、中火で焼く ( 約 4 分 )。

作り方　① にんじん、もやしを茹でる。

　　　　② Ａを混ぜ、①、みず菜、長ねぎと和える。

作り方　① フライパンに油をひき、大根を強火で焼く。

　　　　　 色がついたら、大根を裏返し、蓋をして、弱火で焼く ( 約１０分 )。

　　　　② ①に、しょうゆをかけ、かつお削り節をかける。

調理時間

15分

調理時間

10分

調理時間

10分

調理時間

15分

レシピ提供者：東京農業大学　及川 玲佳さん

レシピ提供者：東京農業大学　山田 里穂さん

レシピ提供者：北沢在住　海江田 佳子さん

レシピ提供者：松原在住　谷本 泰さん

A

A

5. グラタン風サラダ

6. トマトのサラダポット

7. 水菜と人参のヤンニョム風サラダ

8. 焼き大根サラダ

お腹も満足で賞

ポットがおしゃれで賞

つまみになるで賞

シンプルで美味しいで賞



－ 7 － － 8 －

１人分

 エネルギー １１８kcal

 塩分　　　　 ０．５ｇ

 野菜量　　　 １００ｇ

１人分

 エネルギー １１８kcal

 塩分　　　　 ０．４ｇ

 野菜量　　　　 ７５ｇ

１人分

 エネルギー  ５１kcal

 塩 分　　　 ０．７ ｇ

 野菜量　　  １６５ｇ

１人分

 エネルギー １７５kcal

 塩分　　　　 ０．６ｇ

 野菜量　　　 １１０ｇ

材料　（2 人分）

しめじ　　　　１５０ｇ・・小房に分ける

ほうれん草　　２００ｇ・・５㎝幅に切る

めんつゆ　　　大さじ１

　　卵　　　　　２個

　　塩　　　　　少々

　　さとう　小さじ２　　

油　　　　　　　　少々

かつお削り節　　　適量

材料　（2 人分）

ローメインレタス　３枚・・一口大にちぎる

レタス　　　　　　２枚・・一口大にちぎる

きゅうり　　　１/ ２本・・輪切り

キウイフルーツ　　１個・・半月切り

　　酢　　　　大さじ１

　　粉チーズ　大さじ１

　　こしょう　　　少々

温泉卵　　　　　　１個

材料　（2 人分）

トマト　　　２個

湯　　　　５０ml

焼海苔　1 枚（21㎝× 19㎝）・・もんでおく

　　粒マスタード　小さじ２

　　こぶ茶　　　　小さじ１

　　酢　　　　　　小さじ２　　

　　さとう　　小さじ１/ ２　

　　こしょう　　　　　少々

材料　（2 人分）

なす　　　　　　１本・・薄切り

かぼちゃ　　　８０ｇ・・薄切り

ズッキーニ　１/ ４本・・薄切り

赤ピーマン　１/ ２個・・４つ切り

ウインナー　　　２本

　　オリーブの実　　　４個・・みじん切り

　　にんにく　　　　１かけ・・みじん切り

　　オリーブ油　　小さじ４

　　バルサミコ酢　小さじ２

作り方　① しめじ、ほうれん草を茹で、めんつゆと和える。

　　　　② A を混ぜる。フライパンに油をひき、A をいれ、炒り卵にする。

　　　　③ ①、②の順に盛り付け、かつお削り節をちらす。

作り方　① ローメインレタス、レタス、きゅうり、キウイフルーツを混ぜ合わせる。

　　　　② Ａを混ぜ、①にかける。温泉卵をのせる。

作り方　① トマトのヘタを切り取り、湯むきをし、冷やす。

　　　　② 湯の中でなじませた焼海苔とＡを混ぜ、ドレッシングを作る。

　　　　　 ドレッシングの上に、①を盛りつける。

作り方　① なす、かぼちゃ、ズッキーニ、赤ピーマン、ウインナーを

　　　　　 蒸し器で蒸す ( 約 10 分 )。

　　　　② Ａを混ぜて、①と和える。

調理時間

10分

調理時間

15分

調理時間

20分

調理時間

20分

レシピ提供者：松原在勤　富田　たか子さん

レシピ提供者：梅丘在住　小穴 英明さん

レシピ提供者：代沢在住　中條 源吉さん

レシピ提供者：宮坂在住　出澤 その子さん

A

A

A

A

9. ほうれん草としめじのサラダ

10. 粉チーズのシーザー風サラダ

11. トマトの海苔ドレッシングかけ

12. 蒸し野菜サラダ

ポパイ賞

緑が鮮やかで賞

見た目が斬新で賞

バランスがいいで賞



－ 9 － － 10 －

１人分

 エネルギー １１０kcal

 塩分　　　　 １．４ｇ

 野菜量　　　 １３０ｇ

１人分

 エネルギー　 ３９kcal

 塩分　　　　 １．７ｇ

 野菜量　　　　 ８５ｇ

１人分

 エネルギー ９５kcal

 塩分　　　　 １．３ｇ

 野菜量　　　 １２５ｇ

材料　（2 人分）

ブロッコリー　１個・・小房に分ける

　　ツナ缶　　　　　　　２０ｇ

　　コーンクリーム缶　１１０ｇ

　　たまねぎ　　大さじ１・・みじん切り

　　酢　　　　　小さじ２　　　　　　

　　塩　　　小さじ１/ ３

　　さとう　小さじ１/ ３

　　粗挽きブラックペッパー　少々

材料　（2 人分）

オクラ　　　　3 本

もやし　　１/ ２袋

瓶詰めの味つきえのきたけ　８0g

材料　（2 人分）

干しひじき　　　７ｇ・・水で戻す
にんじん　　１/ ５本・・せん切り
生しいたけ　　　1 枚・・せん切り
　　水　　　　　100ml
　　さとう　　　大さじ１
　　しょうゆ　　大さじ１　　　　　
　　みりん　　　大さじ１
木綿豆腐　　１/ ２丁・・水切り後、潰す
小松菜　　　　　１株
いりごま　　大さじ１

材料　（2 人分）

キャベツ　　　　２枚・・短冊切り

セロリ　　　１/ ２本・・斜め薄切り

にんじん　　１/ ４本・・短冊切り

たまねぎ　　１/ ４個・・せん切り

いかくん製　　４０ｇ

酢　　　　　大さじ３

さとう　　　大さじ１

作り方　① ブロッコリーを茹でる。

　　　　② Ａを混ぜ、ドレッシングを作り、①にかける。

作り方　① オクラ、もやしを茹で、オクラを輪切りにする。

　　　　② ①と瓶詰めの味つきえのきたけを和える。

作り方　① 小松菜を茹で、2 ㎝幅に切る。

　　　　② ひじき、にんじん、生しいたけ、A の順に入れ、煮る。

　　　　③ ②、木綿豆腐、小松菜を混ぜ合わせ、いりごまをふる。

作り方　① ビニール袋に材料を入れ、軽くもむ。

　　　　② ①を電子レンジで加熱する (600W 約 2 分 )。

調理時間

7分

調理時間

7分

調理時間

15分

調理時間

10分

レシピ提供者：豪徳寺在住　阿部 紀美代さん

レシピ提供者：代田在住　笠原 一守さん

レシピ提供者：松原在住　本間 道代さん

レシピ提供者：松原在住　海道 松男さん

A
A

13.
ブロッコリーのコーンクリーム

ツナドレッシングサラダ

14. もやしとオクラのサラダ

15. 豆腐とひじきのサラダ

16. キャベツとセロリのイカ燻製サラダ

クリーミーで賞

体にいいで賞

なつかしい味で賞

イカ酢で賞

１人分

 エネルギー １１５kcal

 塩分　　　 ０．８ｇ

 野菜量　　 ９０ｇ（海藻、きのこを含む）



－ 11 － － 12 －

１人分

 エネルギー ５３kcal

 塩 分　　　 １．２ ｇ

 野菜量　　  １００ｇ

１人分

 エネルギー １３０kcal

 塩分　　　 　１．２ｇ

 野菜量　　　１５０ｇ

１人分

 エネルギー １５５kcal

 塩分　　　   ０．５ｇ

 野菜量　　    ８０ｇ

１人分

 エネルギー １５０kcal

 塩 分　　　 １．０ ｇ

 野菜量　　  １６０ｇ

材料　（2 人分）

キャベツ　 １/ ２枚・・せん切り

トマト　　 １/ ２個・・一口大に切る

きゅうり　 １/ ２本・・乱切り

もやし　　 １/ ４袋・・ゆでる

りんご　　 １/ ６個・・一口大に切る

ポン酢　　大さじ２

オレンジ　 １/ ４個・・一口大に切る

材料　（2 人分）

じゃがいも　　　　　１個・・一口大に切る

にんじん　　　　１/ ２本・・一口大に切る

ブロッコリー　　１/ ２個・・小房に分ける

　　プレーンヨーグルト 大さじ１

　　マヨネーズ　　　 　大さじ１

　　にんにく　　　　　 １かけ・・すりおろし

　　塩　　　　　  小さじ１/ ３

　　こしょう　　　　　　少々

材料　（2 人分）

かぼちゃ　　　１００ｇ・・角切り

さつまいも　　　４０ｇ・・角切り

　　マヨネーズ　小さじ２　　

　　塩　　　　　　　少々

　　こしょう　　　　少々　　　　

ブロッコリー　　　２房・・小房にわける

レタス　　　　　　１枚・・一口大にちぎる

キャンディチーズ　４個

ポテトチップス　　２枚

材料　（2 人分）

キャベツ　　　   　２枚・・一口大に切る

たまねぎ　　　　１/ ２個・・せん切り

にんじん　　　　１/ ２本・・いちょう切り

ブロッコリー　　１/ ３個・・小房に分ける

ベーコン　　　　　２枚・・２㎝幅に切る

クリームチーズ　４０ｇ

めんつゆ　　　大さじ３

焼海苔  １/４枚（10.5㎝×9.5㎝）・・細かくちぎる

作り方　① キャベツ、トマト、きゅうり、もやし、りんごをポン酢で和える。

　　　　② ①を盛り付けた後、オレンジを飾る。

作り方　① じゃがいも、にんじん、ブロッコリーを茹でる。

　　　　② Ａを混ぜてソースを作り、①にかける。

作り方　① かぼちゃ、さつまいもを電子レンジで加熱 (600W 約４分 ) し、皮をむき、

　　　　　 つぶす。Ａを和え、丸く形にして皿に盛り付ける。

　　　　② ①に、ブロッコリー ( 電子レンジ加熱 600W 約 2 分 )、キャンディチーズ、

　　　　　　レタスで飾り、ポテトチップスで耳を作る。

作り方　① キャベツ、たまねぎ、にんじん、ブロッコリー、ベーコン、

　　　　　 クリームチーズを、電子レンジで加熱する (600W 約５～６分 )。

　　　　② ①に、めんつゆをかけ、焼海苔をちらす。

調理時間

7分

調理時間

10分

調理時間

15分

調理時間

10分

レシピ提供者：東京農業大学　及川 玲佳さん

レシピ提供者：代沢在住　横光　香里さん

レシピ提供者：東京農業大学　新村　淑枝さん

レシピ提供者：船橋在住　櫻岡 元さん

A

A

17. ビタミンサラダ

18. ゆで野菜のヨーグルトマヨソースサラダ

19. ミッキーサラダ

20. 温
あたた

か簡単サラダ

きれいで賞

ピリっとパンチ賞

子どもが喜ぶで賞

お手軽簡単で賞



－ 13 － － 14 －

    

    

材料（2 人分）　　　　　　　　　　切り方＆下処理

牛ももブロック肉　１２０ｇ　

塩・こしょう　　　少々

サラダ油　　　　　小さじ１

ごぼう　　　　　　１本　　　　　４㎝長さ

ベビーリーフ　　　１袋

トマト　　　　　　１/ ２個　　　 くし形切り

レモン　　　　　　１/ ４個　　　 くし形切り

　　　しょうゆ　　　　大さじ１

　　　粒マスタード　　小さじ１　　 

　　　肉の焼き汁　　　小さじ２

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

茹でエビ　　　　５０ｇ 熱湯をかけ冷ます

かにかま　　　　１２０ｇ 細くさく

レタス　　　　　４枚 一口大にちぎる

たまねぎ　　　　１個 薄切り

黄パプリカ　　　１/ ２個 せん切り

トマト　　　　　１/ ２個 くし形切り

　　　大根　　　　　　５㎝ すりおろす

　　　ポン酢しょうゆ　大さじ３

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

エビ　　　　　１２尾　　　　　 　殻、背わたをとる

塩　　　　　　小さじ１/ ６

こしょう　　　少々

　　　エリンギ　　　１パック　　３㎝長さ薄切り

　　　しめじ　　　　１パック　　小房にわける

　　　赤パプリカ　　１/ ２個　　 ５㎜幅の輪切り

レモン汁　　　１/ ２個分　 

　　　マヨネーズ　　大さじ２

　　　粉チーズ　　　小さじ１

　　　バジル　　　　２枝

パセリ　　　　１本

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

豚肩ロース

しゃぶしゃぶ用　１２０ｇ　　　 ５㎝

しょうゆ　　　　小さじ１

れんこん　　　　５㎝長さ　　　 半月薄切り

アスパラガス　　４本　　　　　 ３㎝長さ斜め切り

サラダ油　　　　小さじ１

　　　マヨネーズ　　　大さじ１

　　　練からし　　　　小さじ１

　　　しょうゆ　　　　小さじ１/ ２

すりごま（白）　小さじ１

しその葉　　　　２枚　　　　　 せん切り

作り方　　　調理時間：２５分　

① ごぼうは４～５分茹で、まな板の上でたたく。肉は焼く寸前に塩、こしょうをする。

② フライパンにサラダ油を熱し、肉の表面全体を焼き、ホイルに包んで少し置いた後、２㎜厚さに切る。

③ 器にベビーリーフをひき、①と②、トマトを彩り良く盛り付け、Ａのソースをかける。

　 レモンをしぼる。

作り方　　　調理時間：２０分　

① たまねぎは水にさらす。

② 器にレタス、玉ねぎ、黄パプリカ、トマトを彩り良く盛り付け、茹でエビとかにかまをのせ、A の

ドレッシングをかける。

作り方　　　調理時間：２０分　

① エビは下処理のあと、塩、こしょうで下味をつける。

② 耐熱容器にＡと①をのせ、ラップをかけ電子レンジ（６００ｗ）で５分加熱し、レモン汁をかける。

③ ②を器に盛り、Ｂのバジルソースをかけて、パセリを飾る。

作り方　　　調理時間：２０分　

① 豚肉はしょうゆで下味をつける。

② フライパンにサラダ油を熱し、れんこん、アスパラガスを炒め、①の豚肉を加える。

③ 肉の色が変わったらＡを入れて炒め、すりごまを加えてひと混ぜ、器に盛り付け、しその葉を飾る。

レシピ提供者：代沢在住　石澤　武雄さん レシピ提供者：代沢在住　石澤　武雄さん

レシピ提供者：宮坂在住　出沢　その子さん レシピ提供者：北沢在住　海江田　佳子さん

作り方
作り方

作り方 作り方

材料（2 人分） 材料（2 人分）

材料（2 人分） 材料（2 人分）

切り方＆下処理 切り方＆下処理

切り方＆下処理 切り方＆下処理

肉は、色が変わるまでしっかり焼きましょう。

市販のローストビーフを使用すると、もっと簡単です！

たまねぎはよく水にさらすのがポイント。

簡単なのに、見た目が豪華！

レンジで調理し、煮汁も一緒にいただ

きます。パンと合わせて簡単ランチに。

れんこんがごはんにもパンにも合う

おかずになります！

エネルギー

１７３kcal

エネルギー

１４７kcal

エネルギー

１６０kcal

エネルギー

２８９kcal

食塩相当量

１.７ｇ

食塩相当量

２.０ｇ

食塩相当量

０.８ｇ

食塩相当量

１.１ｇ

野菜量

約１/３日分

野菜量

約２/３日分

野菜量

約１/３日分

野菜量

約１/３日分

A

A

A

A

B

１. たたきごぼうとローストビーフのサラダ ３.　海鮮風色どりサラダ

２. きのことエビのバジルソースサラダ ４. れんこんとアスパラの豚しゃぶサラダ

★豪華であざやかで賞★ ★がっつりさっぱり美味で賞★

★さわやかバジルで賞★ ★レンコンしゃきしゃきで賞★

（１人分） （１人分）

（１人分） （１人分）



－ 15 － － 16 －

    

    

材料（2 人分）　　　　　　       切り方＆下処理

豚ひき肉　　　　　  　１２０ｇ

にんにく・しょうが　  各１片

たまねぎ　　　　　　  １/ ２個

ごま油　　　　　　　  小さじ１

　　　味噌　大さじ２　

　　　砂糖　大さじ１

　　　酢　　大さじ１

　　　水　１カップ　　

　　　赤唐辛子　１本

すりごま（黒）　　　  　大さじ１  

レタス　　　　　　　  ２枚　　　ちぎる

もやし　　　　　　 　 １/ ２袋　 茹でる

きゅうり　　　　　 　 １/ ２本　 せん切り

トマト　　　　　　 　 １/ ２個　 くし形切り

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

キャベツ　　　２枚　　　　　　　せん切り

にんじん　　　１/ ４本　　　　　せん切り

塩　　　　　　小さじ１/ ４

マヨネーズ　　大さじ１

まぐろ赤身　　８０ｇ

（刺身用さく）

アボカド　　　１/ ２個

トマト　　　　１/ ２個　　　　　 

キウイ　　　　１個

レモン　　　　１/ ４個　　　　　くし形切り

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

焼き鳥もも（タレ）　　　２本

焼き鳥レバー（タレ）　　２本

たまねぎ　　　　　　　１/ ２個　  薄切り

ミニトマト　　　　　　６個　　　 ヘタをとる

クレソン　　　　　　　６本　　　 葉をつむ

　　　たまねぎ　　　　大さじ１　 すりおろす

　　　酢　　　　　　　小さじ１

　　　粒マスタード　　小さじ１/ ２

　　　練り辛子　　　　小さじ１/ ２

　　　塩　　　　　　　小さじ１/ ８

　　　こしょう　　　　少々　　　

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

帆立貝柱（缶詰）　　　８０ｇ ほぐす

切干大根（乾）　　　　２５ｇ 水で戻し２㎝幅

帆立貝柱汁　　　　　大さじ２ 

貝割れ大根　　　　　２パック ３等分

焼きちくわ　　　　　１/ ２本 輪切り

　　　マヨネーズ　　　大さじ１

　　　オリーブ油　　　大さじ１

　　　レモン汁　　　　大さじ２

　　　塩　　　　　　　小さじ１/ ６

　　　こしょう　　　　少々

作り方　　　調理時間：３０分　

① フライパンにごま油を熱し、にんにく、しょうが、たまねぎを炒め、豚ひき肉を加え炒める。

② Ａを加え１０分ほど煮て、仕上げにすりごまを加える。

③ 器にレタス、もやし、きゅうり、②の肉味噌をのせ、まわりにトマトを飾る。

作り方　　　調理時間：２０分　

① キャベツ、にんじんは塩をふって１０分置き、しんなりしたら水気をしぼりマヨネーズで和える。

② まぐろは、さくのままフライパンで両面を焼き、８等分に切る。

③ 器に①を盛り、その他の材料を彩り良く盛り付け、レモン汁をかける。

作り方　　　調理時間：１５分　

① 薄切りにしたたまねぎは水にさらす。

② 器に①、焼き鳥、ミニトマト、クレソンを盛り付け、Ａのドレッシングをかける。

作り方　　　調理時間：２０分　

① 切干大根は水で戻して水気をしぼり、２㎝幅に切った後、帆立貝柱汁で下味をつける。

② ボウルに①、帆立貝柱、貝割れ大根、Ａを入れて和える。

③ 器に盛り付け、焼きちくわを飾る。

レシピ提供者：代田在住　笠原　一守さん レシピ提供者：代沢在住　中條　源吉さん

レシピ提供者：北沢在住　佐藤　昭子さん レシピ提供者：代沢在住　萩原　優治さん

作り方 作り方

作り方
作り方

材料（2 人分） 材料（2 人分）

材料（2 人分） 材料（2 人分）

切り方＆下処理 切り方＆下処理

切り方＆下処理 切り方＆下処理

おいしい肉味噌は他のお料理にもぜひ！
コンビニなどでも手に入る、せん切り

済みの野菜パックを買うともっと簡単！

レバー嫌いの人もチャレンジを！酢を

利かせたドレッシングがおいしいです。

干した野菜は食物繊維が豊富。

カルシウムもたっぷりのサラダです。

エネルギー

２８１kcal

エネルギー

２１２kcal

エネルギー

１８８kcal

エネルギー

２２０kcal

食塩相当量

２.３ｇ

食塩相当量

０.８ｇ

食塩相当量

１.４ｇ

食塩相当量

１.５ｇ

野菜量

約１/２日分

野菜量

約１/３日分

野菜量

約１/３日分

野菜量

約１/３日分

５.　じゃじゃ麺風サラダ ７. マグロと野菜のさわやかサラダ

６. 焼き鶏レバーと玉ねぎ、クレソンのサラダ ８. ホタテと切干大根のさっぱりサラダ

★肉の味付けが good で賞★ ★まぐろとキウイの出会い賞★

★デリシャスレバーで賞★ ★切干大根で噛ミング３０で賞★

（１人分） （１人分）

（１人分） （１人分）

A

みじん切り

1.5 ㎝角切り

串からはずす

A

A



－ 17 － － 18 －

    

    

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

大根　　　　　　　５㎝長さ

きゅうり　　　　　１/ ２本

赤パプリカ　　　　１/ ４個

コロッケ（市販）　　２個　　　　　２㎝角切り

厚切りハム　　　　１/ ２枚　　　１㎝角切り

　　　しその葉　　　１枚　 　　　みじん切り

　　　酢　　　　　　大さじ２

　　　しょうゆ　　　小さじ１

　　　みりん　　　　小さじ１

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

えのきたけ　　１/2 パック　　　３㎝長さ

トマト　　　　１個　　　　　　 ２㎝角切り

きゅうり　　　１/ ２本　　　　  薄切り

絹豆腐　　　　１５０ｇ　　　　 ２～３㎝角切り

　　　梅干し　　　大さじ１　　 種をぬききざむ

　　　酢　　　　　大さじ１

　　　サラダ油　　大さじ２

　　　めんつゆ　　大さじ１/ ２

しその葉　　　３枚　　　　　　 せん切り

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

ごぼう　　　１本　　　　　　ささがきし、アク抜き

にんじん　　１/ ４本　　　　 ささがき

しょうが　　１片　　　　　　せん切り

牛こま肉　　１２０ｇ

ごま油　　　小さじ２

　　　しょうゆ　　大さじ１

　　　みりん　　　大さじ１

　　　酒　　　　　大さじ１

　　　水　　　　　大さじ２

サラダ菜　　４枚

材料（2 人分）　　　　　　 切り方＆下処理

甘塩鮭　　　　１切れ ５㎜のそぎ切り

こしょう　　　少々

　　　粒マスタード　小さじ２

　　　白ワイン　　　大さじ１

キャベツ ３～４枚 ４～５㎝角切り

たまねぎ １/ ４個 うす切り

にんにく １片 うす切り

牛乳 大さじ２

バター 小さじ１

作り方　　　調理時間：１０分　

① 器に大根をひき、きゅうり、赤パプリカ、コロッケ、ハムを彩り良く盛り付け、Ａのしそドレッシ

ングをかける。

作り方　　　調理時間：１５分　

① えのきたけはさっと茹でておく。

② ボウルに①と、トマト、きゅうり、豆腐を入れて、Ａの梅ドレッシングで和える。

③ 器に盛り、しその葉を飾る。

作り方　　　調理時間：２０分　

① 鍋にごま油を熱し、しょうが、ごぼう、にんじんを炒める。

② 肉を加え、肉の色が変わったら火を弱め、Ａの調味料を入れ炒め煮にする。

③ 器にサラダ菜をひき、②を盛り付ける。

作り方　　　調理時間：２０分　

① 鮭は切った後、こしょうで下味をつける。

② フライパンでバターを熱し、香りが出るまでにんにくを炒め、①を加え両面を焼く。

③ キャベツ、たまねぎを加えて炒め、Ａを入れひと混ぜ、牛乳を加えて混ぜ火を止める。

レシピ提供者：代沢在住　石澤　武雄さん レシピ提供者：松原在住　本間　道代さん

レシピ提供者：北沢在住　佐藤　昭子さん レシピ提供者：豪徳寺在住　阿部　紀美代さん

作り方 作り方

作り方 作り方

材料（2 人分） 材料（2 人分）

材料（2 人分） 材料（2 人分）

切り方＆下処理 切り方＆下処理

切り方＆下処理 切り方＆下処理

Ａのドレッシングは市販のしそドレッ

シングでもＯＫ。かけすぎ注意！

和える時には豆腐がくずれないように

そーっと和えましょう。

包丁が苦手な方は、ピーラーでごぼう・

人参の「ささがき」をしてみては？

手軽に手に入る甘塩鮭をたっぷりの

キャベツと煮る簡単な洋風おかずです。

エネルギー

１７７kcal

エネルギー

１９１kcal

エネルギー

２４３kcal

エネルギー

２０２kcal

食塩相当量

１.５ｇ

食塩相当量

０.８ｇ

食塩相当量

１.４ｇ

食塩相当量

１.３ｇ

野菜量

約１/３日分

野菜量

約１/３日分

野菜量

約１/３日分

野菜量

約１/３日分

９.　大根コロッケサラダ １１. 豆腐とトマトの梅ドレッシングサラダ

１０.  牛肉きんぴらサラダ １２. 甘塩鮭とキャベツのクリーム煮サラダ風

★まさかの簡単で賞★ ★トマトと梅のバランス賞★

★ごちそうきんぴらで賞★ ★ごはんにもパンにも合うで賞★

（１人分） （１人分）

（１人分） （１人分）

A

せん切り

A

A

A



－ 19 － － 20 －

    

    

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

茹でたこ　　　１２０ｇ　　　　　薄いそぎ切り

なす　　　　　３個　　　　　　　縦４等分、横３㎝

トマト　　　　１個　　　　　　　種を取り２㎝角

オリーブ油　　大さじ１/ ２

　　　酢　　　　　大さじ１

　　　砂糖　　　　小さじ１

　　　塩　　　　　一つまみ

　　　こしょう　　少々

しょうゆ　　　小さじ１

バジル　　　　１枝 　　　　　葉をつむ

　材料（2 人分）　　　　　　　　切り方＆下処理

きゅうり　　　　２本　　　　　 ５㎜角切り

みょうが　　　　２個　　　　　 みじん切り

オクラ　　　　　３本　　　　　 みじん切り

ひきわり納豆　　２パック

ちりめんじゃこ　大さじ２

塩こんぶ　　　　小さじ１　　　 みじん切り

めんつゆ　　　　大さじ１

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

もやし　　　１袋

サラダ油　　小さじ２

　　　味噌　　　大さじ１

　　　みりん　　大さじ１

卵　　　　　２個　　　　　　　溶きほぐす

小ねぎ　　　２本　　　　　　　小口切り

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

木綿豆腐　　　　１５０ｇ　　　 ６等分

豚肉

しゃぶしゃぶ用　６０ｇ　　　　 一口大

長ねぎ　　　　　１本　　　　　 斜め薄切り

しめじ　　　　　１パック　　　 小房にわける

梅干し　　　　　１個　　　　　 種を取り６等分

　　　酒　　　　大さじ２

　　　水　　　　１/ ２カップ

ポン酢しょうゆ　大さじ２

七味唐辛子　　　少々

作り方　　　調理時間：１５分　

① フライパンにオリーブ油を熱し、なすを入れてしんなりするまで炒め、火を止めてＡを加える。

② 茹でたこ、トマトを加え、しょうゆで味を調える。

③ 器に盛り、バジルを飾る。

作り方　　　調理時間：１０分　

① めんつゆ以外の材料をボウルに入れて、混ぜる。

② めんつゆで味を調え、ごはんにかけるまたはそうめんにのせる。

作り方　　　調理時間：１０分　

① フライパンにサラダ油を熱し、もやしを入れて炒め、Ａを加え強火で炒める。

② 卵を加えてさっと炒め、器に盛り付け、小ねぎをちらす。

作り方　　　調理時間：２０分　

① 耐熱容器に豆腐と肉を交互にずらして重ね、長ねぎ、しめじ、梅干しをちらす。

② 全体にＡをかけ、ラップをふんわりとかけて電子レンジ（６００ｗ）で５分加熱する。

③ 器に盛り付け、ポン酢しょうゆ、七味唐辛子をかける。

作り方
作り方

作り方 作り方

材料（2 人分）

材料（2 人分）

材料（2 人分） 材料（2 人分）

切り方＆下処理

切り方＆下処理

切り方＆下処理 切り方＆下処理

おしゃれなマリネも簡単にできます。

調味料もシンプル！

東北の味を簡単に。いつもの納豆にひ

と工夫！ごはんにかけていただきます。

とっても簡単！身近な材料で気軽に

作れます。節約レシピにも。

レンジで時短！

おいしい薄味の重ね蒸しです。

エネルギー

１３３kcal

エネルギー

１３２kcal

エネルギー

１８５kcal

エネルギー

１８１kcal

食塩相当量

１.０ｇ

食塩相当量

１.５ｇ

食塩相当量

１.４ｇ

食塩相当量

０.７ｇ

野菜量

約１/２日分

野菜量

約１/３日分

野菜量

約１/３日分

野菜量

約１/３日分

１３. たことなすのマリネサラダ １５. 東北 「だし」 風ネバネバサラダ

１４.  もやしのみそ卵サラダ １６. 豆腐と豚肉の梅蒸しホットサラダ

★前菜におすすめで賞★ ★ネバネバ定番で賞★

★安くておいしいで賞★ ★ホットが良いで賞★

（１人分） （１人分）

（１人分） （１人分）

レシピ提供者：豪徳寺在住　阿部　紀美代さん レシピ提供者：北沢在勤　林　英治さん

※ごはんやそうめんの分は含みません。

レシピ提供者：松原在住　鈴木　俊夫さん レシピ提供者：代沢在住　松井　家弘さん

A

A

A



－ 21 － － 22 －

    

    

材料（2 人分）　　　　　　　　　切り方＆下処理

レタス　　　　　２枚 一口大にちぎる

木綿豆腐　　　　１５０ｇ １２等分

しその葉　　　　４枚 せん切り

小ねぎ　　　　　１本 小口切り

きゅうり　　　　１/ ２本 せん切り

乾燥わかめ　　　５ｇ 水で戻す

トマト　　　　　１個 くし形切り

ひきわり納豆　　１パック

　　　酢　　　　　　　大さじ１

　　　しょうゆ　　　　小さじ２

　　　納豆についているタレ・辛子

　　　すりごま（白）　大さじ１

材料（2 人分）　　　　　　　　切り方＆下処理

高野豆腐（乾） ２枚 　 　水で戻し、厚み半分４等分

　　　にんにく  １片 輪切り

　　　赤唐辛子  １/ ２本 輪切り

　　　ちりめんじゃこ 大さじ２

　　　にんじん  １/ ２本 みじん切り

ごま油・サラダ油 各小さじ１

　　　しょうゆ  小さじ１

　　　ウスターソース 小さじ１

　　　酒  大さじ１

　　　水  大さじ２

レタス １/ ２個 一口大にちぎる

材料（2 人分）　　　　　　  切り方＆下処理

合いびき肉　　　　　　８０ｇ

　　　にんにく　　　　１片

　　　たまねぎ　　　　１/ ４個

　　　にんじん　　　　１/ ４本

　　　ピーマン　　　　１個

キャベツ　　　　　　　３枚  　せん切り

サラダ油　　　　　　　小さじ２

　　　大豆（水煮） ６０ｇ

　　　赤ワイン １/ ４カップ

　　　トマト（ホール缶詰） １/ ２缶

　　　コンソメの素 小さじ１/ ２

　　　水 １/ ２カップ

　　　ロリエ　１枚

塩・こしょう　少々

材料（2 人分）　　　　　　　　切り方＆下処理

鶏むねひき肉　１５０ｇ

卵　　　　　　１個

長ねぎ　　　　１本　　　　　　 小口切り

レタス　　　　１個　　　　　　 一口大にちぎる

　　　めんつゆ　　　大さじ２

　　　みりん　　　　大さじ１

　　　水　　　　　　１カップ

作り方　　　調理時間：１５分　

① 乾燥わかめは水で戻しておく。

② 器にレタス、豆腐、しその葉、小ねぎの順にのせる。まわりにその他の材料を盛り付ける。

③ 食べる時にＡの納豆ドレッシングをかける。

作り方　　　調理時間：２０分　

① 高野豆腐は水で戻してから厚みを半分にし、４等分に切る。レタスは盛り付けておく。

② フライパンに２種類の油を熱し、Ａを炒める。

③ ①とＢを加えて炒め、盛り付けておいたレタスの上にのせる。

作り方　　　調理時間：３０分　

① 鍋にサラダ油を熱し、Ａの野菜を炒め、合いびき肉とＢを加え、１５分程煮込む。

② 水分がなくなってきたら、塩、こしょうで味を調え、キャベツの上にかける。

作り方　　　調理時間：２０分　

① ボウルにひき肉、卵、長ねぎを加えよく混ぜる。

② 鍋にＡを入れて沸かし、①をスプーンですくい入れて煮る。

③ 器にレタスを盛り、②を盛り付け、スープをかける。

レシピ提供者：代沢在住　真柄　みや子さん レシピ提供者：八幡山在住　保倉　進さん

レシピ提供者：船橋在住　藤岡　英子さん レシピ提供者：松原在勤　勝田　則子さん

作り方 作り方

作り方
作り方

材料（2 人分） 材料（2 人分）

材料（2 人分） 材料（2 人分）

切り方＆下処理 切り方＆下処理

切り方＆下処理 切り方＆下処理

おいしい納豆ドレッシングで野菜を

食べましょう。

高野豆腐の新しい食べ方。保存がきく

乾物はいざという時に便利です。

煮込みには“ホール缶詰”トマトが

おすすめ。

少ない材料で簡単ボリュームおかず！

おいしいスープと一緒にいただきます。

エネルギー

２０３kcal

エネルギー

１８３kcal

エネルギー

２６８kcal

エネルギー

２３１kcal

食塩相当量

１.２ｇ

食塩相当量

１.１ｇ

食塩相当量

１.７ｇ

食塩相当量

２.１ｇ

野菜量

約１/３日分

野菜量

約１/３日分

野菜量

約２/３日分

野菜量

約１/３日分

A

B

A

A

B

１７.　　納豆サラダ １９. 高野豆腐のちりめんじゃこサラダ

１８. キャベツのミートソースサラダ ２０. 巣ごもり鶏肉団子サラダ風

★納豆が意外で賞★ ★カルシウムたっぷりで賞★

★おまめで賞★ ★レタスとスープが合うで賞★

（１人分） （１人分）

（１人分） （１人分）

A

みじん切り



 
                                                        

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 日に食べたい野菜の目安量は ！

 

３５０ｇって料理にするとどれくらい？ 

５，６皿が目安です 

編集･発行：きたざわ健康まねきの会  協力：ＤＡＮＣＨＵ会＊１・世田谷区在宅栄養士会北沢支部＊２ 

＊１ 北沢総合支所保健福祉センター 健康づくり課で実施している、『男性のためのクッキング教室』修了生の自主グループ 

＊２ 北沢地域在住の栄養士・管理栄養士の組織 

 
 

 

 

 

 
 

問い合わせ先：世田谷区 北沢総合支所保健福祉センター 健康づくり課 

〒15５-８６６６ 世田谷区北沢２－８－１８ （北沢タウンホール内） 

電話 ０３-６８０４-９３５５  FAX  ０３-６８０４-９０４４ 

 

区のホームページで、掲載しているメニューがご覧になれます。 

レシピ動画も配信中！ 

１日 １２０ｇ以上 

ほうれん草・小松菜・にんじん・ 

トマト・ピーマン・ブロッコリー 等 

１日 ２３０ｇ以上 

白菜・きゃべつ・きゅうり・大根・ 

なす・レタス・たまねぎ・ごぼう 等 

目安は両手３杯分！ 

３～５歳は４皿分 

平成２９年度国民健康・栄養調査では、野菜の摂取量の平均値は２８８．２ｇでした。 

このレシピ集を活用して、野菜の食べる量を増やしましょう！ 

野菜を食べるといいこといっぱい！

健康を保つだけではなく、生活習慣病予防にも効果的な、ビタミン・ミネラル・食物繊維が 

多く含まれています。 

☆ビタミン・・消化吸収を助け、血管・粘膜を健康に保ち、細胞を新しくします。 

★ミネラル・・からだの機能を維持し、働きを調節します。 

☆食物繊維・・整腸作用がある。また、糖質や脂質の吸収を緩やかにし、血中脂質や血糖値の上昇

を抑えます。 

きたざわサラダ 検索 

炒めたり、レンジで蒸すことでかさが減らせます 

発行：第１版 平成３０年１０月 広報印刷物登録番号 NO.１６８４ 

きたざわ健康まねきの会 

シンボルキャラクター 

まねきたくん 

 
きたざわ健康まねきの会※では、誰もが健やかに生き生きと暮らすことができる 

地域をめざして活動しています。興味のある方はお問い合わせください！ 

 

※きたざわ健康まねきの会とは、北沢地域の区民・地域団体・行政で構成された会で、健康づくりの講

演会の企画や、情報発信など、地域全体の健康づくりにつながるような取り組みを行っています。 


