
中央区保健所 R5.3 更新



中央区保健所（R5.3）

長ねぎは玉ねぎに、
しいたけは他のきのこに
アレンジできます。

鉄を多く含む牛肉の赤身肉と、

ナッツ類のなかで鉄を多く含む

カシューナッツを使用したレシピです。

電子レンジを活用したお手軽レシピです。

１人分

●材 料●（２人分）

●作 り 方●

緑豆春雨・・・・・・・・・・・40g：長ければ切る

牛肉（赤肉薄切り）・・・・・・100g：食べやすい大きさに切る

にんじん・・・・・・・・・・・1/3本（60g）：せん切り

ピーマン・・・・・・・・・・・２個：せん切り

まいたけ・・・・・・・・・・・1/2パック（50g）：ほぐす

カシューナッツ・・・・・・・・20g

焼き肉のたれ・・・・・・・・・大さじ1と1/2

水・・・・・・・・・・・・・・1/2カップ（100ml）

ごま油・・・・・・・・・・・・小さじ１

① 耐熱容器に、緑豆春雨・牛肉・にんじん・ピーマン・
まいたけ・カシューナッツの順に入れ、焼き肉のたれ・
水をまわしかける。

② ふわっとラップをして、電子レンジ（600W）で6分程度加熱する。

③ 仕上げにごま油を加えて混ぜる。

エネルギー 301kcal

鉄 2.3mｇ

食塩相当量 1.1g

フライパンで作る場合は、
水を3/4カップ程度に
増やします。炒めることに
よって、香ばしくなります。



中央区保健所（R4.6）

長ねぎは玉ねぎに、
しいたけは他のきのこに
アレンジできます。

鉄が豊富なあさりの缶詰を

汁ごと使用することで、

しっかりだしの風味が感じられ、

おいしくいただけます。

１人分

●材 料●（３人分）

●作 り 方●

あさり水煮缶・・・・・1缶（130g）

キャベツ・・・・・・・100g：ざく切り

たまねぎ・・・・・・・1/4個（50g）：うす切り

ベーコン・・・・・・・1/２枚：短冊切り

トマトジュース・・・・200ml 

水・・・・・・・・・・100ml

おろしにんにく・・・・少々

こしょう・・・・・・・少々

パセリ・・・・・・・・少々：みじん切り

① 鍋にAの材料（あさりの水煮缶は汁ごと）を全て入れ、

野菜がやわらかくなるまで蓋をして、火にかける。

② 仕上げに、こしょうをふり、パセリを散らす。

エネルギー 55kcal

鉄 5.8mｇ

食塩相当量 0.8g

A

（食塩無添加）



●材 料● （１人分）

●作 り 方●

マシュマロ ２個（７ｇ）・・・半分に切る

ミックスナッツ（無塩） １５ｇ・・・細かく砕く

＊クッキングシート（３０㎝×２０㎝程度）を２枚用意しておく

① クッキングシートにナッツを４等分にして、円形に広げ、

その上にマシュマロをのせる。

② 電子レンジ（600W）で40秒程度加熱し、取り出す。

③ 膨らんでいるマシュマロを素早く、もう一枚の

クッキングシートで上から押しつぶす。

④ ２枚のクッキングシートに挟んだまま、冷凍庫で２時間程度冷やす。

写 真 マグネシウムの多い

ナッツを使用した

おやつにおすすめの

簡単レシピです。

エネルギー 118ｋcal

マグネシウム 35ｍｇ

１人分

中央区保健所（R4.2）



中央区保健所（R4.1）

かぶの葉、切干しだいこんは

カルシウムを多く含みます。

また、かぶの葉は葉酸も

多く含んでいます。

加熱しないで混ぜて漬けるだけの

簡単レシピです。

１人分

●材 料●（４人分）

●作 り 方●

かぶ 小２個（160ｇ） ・・・ 皮をむき、薄切り

かぶの葉 ６０ｇ ・・・ 食べやすい長さに切る

切干しだいこん １５ｇ ・・・広げてよく洗い、

長いものは食べやすい長さに切る。

赤じそふりかけ 小さじ１

さとう 小さじ１

酢 小さじ１

① 全ての材料を混ぜて、しばらく置いておく。

エネルギー 27kcal

カルシウム 66mg

葉酸 44μg

食塩相当量 0.4g 

切干しだいこんは、水で戻さず
かぶや かぶの葉から出てきた
水分で、やわらかくなります。



中央区保健所（R3.6）

長ねぎは玉ねぎに、
しいたけは他のきのこに
アレンジできます。

妊娠中に必要な

栄養素（カルシウム・鉄など）

を含む、みずなとひじきを

使ったサラダです。

また、れんこんが入っているので

噛みごたえもあります。

１人分

●材 料●（３人分）

●作 り 方●

みずな ５０ｇ ・・・ 2～3cm長さに切る

ほしひじき ８ｇ ・・・ たっぷりの水で約30分浸けた後、水でよく洗う

れんこん １００ｇ ・・・いちょう切り

にんじん １/４本 ・・・ いちょう切り

すりごま 大さじ１

マヨネーズ 大さじ１と１/２ 合わせておく・・・ A

ぽん酢しょうゆ 大さじ１

① 水気を切ったひじき・れんこん・にんじんを耐熱容器に入れ、電子レンジ

（600W）で３分程度加熱する。

② 粗熱がとれたら、①・みずな・Aを混ぜ合わせる。

エネルギー 98kcal

カルシウム 110mg

鉄 1.1mg

食塩相当量 0.6g 



写 真

中央区保健所（R3.1）

長ねぎは玉ねぎに、
しいたけは他のきのこに
アレンジできます。

カルシウムが含まれる

アイスクリームや牛乳を使った、

おやつにおすすめの

メニューです。

１人分

●材 料●（１人分）

●作 り 方●

アイスクリーム（バニラ） ３０ｇ

牛乳 ３０ｇ

冷凍フルーツ ３０ｇ（大きい場合は食べやすい大きさに切る）

（写真と栄養価はブルーベリー・ラズベリーです）

① 器に、アイスと牛乳を入れ、その上に冷凍フルーツを盛りつける。

※ 混ぜながら、いただきます。

エネルギー ９７kcal

カルシウム ７７ｍｇ

冷凍フルーツは、そのまま使用でき、
保存がきくので、常備しておくと便利な食材です。

生のフルーツでもおいしくいただけます。

冷凍フルーツを使うことで
牛乳を入れてもアイスが溶けにくくなり、

最後までおいしくいただけます。



写 真

中央区保健所（R3.1）

長ねぎは玉ねぎに、
しいたけは他のきのこに
アレンジできます。

１人分

●材 料●（１人分）

●作 り 方●

エネルギー １７７kcal

たんぱく質 １９.５g

食塩相当量 ０.４g

ビタミンＤ ２８.１µg

ビタミンＤが豊富な

「鮭」と「まいたけ」を使います。

レモンやぽん酢しょうゆの

酸味を利用することで、

減塩でも食べやすい料理です。

たまねぎ ５０ｇ(1/４個) ・・・うす切り

生鮭 １切れ(８０ｇ)

酒 小さじ１/２(２.５ｇ)

まいたけ ５０ｇ(１/２パック) ・・・ほぐす

ぽん酢しょうゆ 小さじ1/２

バター ５ｇ

レモン １０ｇ(輪切り１枚)

こねぎ １ｇ ・・・小口切り

① ホイル(３０ｃｍ長さ位)の真ん中に、たまねぎ・生鮭をのせ、生鮭に酒をふりかけ、

その上に、まいたけ・ぽん酢しょうゆ・バター・レモンをのせてホイルで包む。

② フライパンに湯を２ｃｍ位入れ、沸騰しているところに、①のホイル包みを入れ、

蓋をして弱火で蒸す（約１０分）。

③ 鮭に火が通っていることを確認し、こねぎをかける。



写 真

中央区保健所

長ねぎは玉ねぎに、
しいたけは他のきのこに
アレンジできます。

鉄を多く含む

あさりと豆乳を使って

手軽にできる料理です。

１人分

●材 料●（３人分）

●作 り 方●

油 小さじ1

たまねぎ １／４個・・・・・・くし型

にんじん １／４本・・・・・・せん切り

しめじ １／２パック・・・・小房にわける

あさりの缶詰 １缶(汁含む)

無調整豆乳 300ml

パセリ 少々

① 鍋に油を入れ、たまねぎ、にんじんを炒める。

② たまねぎがすき通ってきたらしめじ、あさり、あさりの汁を加えて煮る。

③ 野菜がやわらかくなったら、豆乳を加えて温める。

④ お皿に盛り付けたら、パセリをちらす。

※お好みで塩やコンソメを加えて、味を調えてください。

あさりの缶詰は汁ごと
使うと、うまみが出て、
おいしく仕上がります。

エネルギー ９６kcal

カルシウム ５１ｍｇ

鉄 ５mｇ



写 真

中央区保健所

長ねぎは玉ねぎに、
しいたけは他のきのこに
アレンジできます。

鉄を多く含む『あさり』

を使った炊き込みご飯。

水煮缶の汁も使うことで旨味が加わり、

減塩でもおいしく仕上がります。

１人分

●材 料●（４人分）

●作 り 方●

米 ２合

あさり水煮缶 １缶（130g） ・・・身と汁に分けておく

しょうが １０g ・・・せん切り

にんじん 小１／３本(40g) ・・・せん切り

まいたけ １ ／ 2パック ・・・ほぐす

ごぼう 10㎝程度（40g) ・・・ささがきにして水にさらす

しょうゆ 大さじ2／3

酒 大さじ１

いりごま 少々

小ねぎ 少々 ・・・小口切り

① 炊飯器に洗った米、あさりの缶汁、調味料を入れて2合の目盛まで水を加える。

② ①にあさりの身、しょうが、にんじん、まいたけ、ごぼうをのせて炊く。

③ 炊きあがったら全体をまぜ、器に盛ってお好みでごまや小ねぎを散らす。

エネルギー ３１１kcal

鉄 ５.３mｇ

食塩相当量 0.６g



●材 料●（２人分）

●作 り 方●

小麦粉 大さじ５

片栗粉 大さじ１

水 １／２カップ

こまつな １／２袋(100g) ・・・２ｃｍ長さに切る

ピザ用チーズ ３０ｇ

さくらえび(小えび) １０ｇ

ごま油 小さじ１

① ★の材料を混ぜ、こまつな・チーズ・さくらえびも混ぜて生地を作る。

② フライパンにごま油を入れてあたため、生地を均一の厚さになるように

薄く広げて焼く(中火で３分程度)。焼き色がついたら裏返して、両面を焼く。

③ 切り分けて盛り付け、お好みでたれにつけて食べる。

カルシウム・鉄・葉酸の多い食材を

使ったチヂミです。

おやつにオススメです

エネルギー ２３２kcal

カルシウム ３１６mg

鉄 ２.０mg

葉酸 ７８μg

食塩相当量 １.０g

１人分

中央区保健所

ポン酢しょうゆ 大さじ１

ごま油 小さじ１

白ごま ５ｇ

＊つけだれ

★

混ぜる

混ぜる



●材 料● （３人分）

●作 り 方●

写 真
食物繊維を豊富に含むごぼうを

調味料の風味で薄味に仕上げた

洋風常備菜です。

バルサミコ酢は、黒酢や

ワインビネガーでも

おいしくいただけます。

エネルギー 56ｋcal

食物繊維 2.9g

食塩相当量 0.1ｇ

１人分

中央区保健所

① フライパンに油を入れ 水気をきったごぼうを炒める。

② 調味料を加えてごぼうとよくからめて仕上げる。

ごぼう(薄切りにし水にさらす）小1本（150g）

油 小さじ１

バルサミコ酢 大さじ１

スイートチリソース 大さじ１／２



●材 料● （４人分）

●作 り 方●

米 ２合

酒 大さじ２

塩 小さじ１／２

桜えび １５g

しめじ １/２パック（５０g）・・・・・小房にわける

糸みつば １束（３０g） ・・・・・・・・１cmに切る

カルシウムを多く含む桜えびは、

保存がきくため、常備しておくと

重宝する食材です。

エネルギー ２９１kcal

カルシウム ８３mg

１人分

① といだ米に規定量の水と調味料、桜えび、しめじを入れて、炊く。

② 炊き上がったごはんに糸みつばを加え、さっくり混ぜる。

中央区保健所

しめじを季節の
野菜（たけのこ・

そら豆・枝豆など）に
アレンジできます。



写 真

中央区保健所

鉄が多い「あさり」と

カルシウムが多い「小松菜」を

組み合わせた一品です。

にんにくを加えると

洋風の料理にアレンジできます。

エネルギー ３６ｋcal

カルシウム １１７mg

鉄 ２.５ｍg

１人分

●材 料●（３人分）

●作 り 方●

小松菜 １袋（１８０ｇ）・・・・３cmに切る

あさり（殻つき） １パック（１５個程度）

酒 大さじ２

めんつゆ（３倍濃縮） 大さじ２

① なべに小松菜、あさり、酒、めんつゆを入れ、

ふたをして あさりの口が開くまで

蒸し煮にする。（５分程度）



写 真

中央区保健所

長ねぎは玉ねぎに、
しいたけは他のきのこに
アレンジできます。

ひき肉の量を控えオートミールを

入れることで食物繊維を補えます。

エネルギー ３０５ｋcal

カルシウム ２６２mg

鉄 3.7ｍg

食物繊維 3.7ｇ

１人分

●材 料●（２人分）

●作 り 方●

たまねぎ １／４個（５０ｇ）・・・すりおろす。

すりおろしにんにく 小さじ１

油 小さじ1

豚挽き肉 ３０ｇ

トマト 大１個（１８０ｇ）・・・ざく切りにする。

生揚げ １枚・・・・・・・・・・食べやすい大きさに切る。

オートミール ３０ｇ

ケチャップ 大さじ１と１／２

顆粒コンソメ 小さじ1

水 大さじ４

① フライパンに油を入れ、弱火でにんにく、たまねぎが薄く色づくまで炒める。

② ①にひき肉を入れて炒め、トマト、生揚げを加えて肉に火が通るまで加熱する。

③ オートミールと調味料、水を加えて炒め合わせる。



●材 料● （２人分）

●作 り 方●

米 １合

コンソメ １個（４g） ・・・・・・刻む。

切干大根 1/2袋（乾・約２０g）・・５分ほど水で戻し、水分を絞らずに

食べやすい長さに切る。

ピーマン １個（約４０ｇ）

にんじん １/４本（約５０g）

エリンギ １本（約４０ｇ）

バター ５ｇ

切干大根は
妊娠中に大切な栄養素である
カルシウム・鉄・食物繊維を

豊富に含む食品です。

エネルギー ３３７kcal

カルシウム ６８mg

鉄 1.８mg

食物繊維 ４.４ｇ

１人分

① といで水加減した米にコンソメを入れて混ぜ、切干大根・野菜・エリンギ・

バターをのせて普通に炊く。

＊ピーマンをきれいな緑色に仕上げる場合は、下ゆでして炊いた後に混ぜる。

・・粗みじん切りにする。

お好みの野菜や
きのこに代えても、
おいしくいただけます。

中央区保健所



●材 料● （２人分）

●作 り 方●

写 真 ポン酢しょうゆを使うと

さっぱりとした味に仕上がります。

香味野菜やキノコと一緒に

魚がおいしく食べられるレシピです。

エネルギー ２６６ｋcal

たんぱく質 1８.０g

食塩相当量 １ｇ

１人分

中央区保健所

① フライパンに油を熱して ぶりを入れ、あいている所に長ねぎ・しい

たけを並べ入れて焼く。

② 完全に火が通ったら、仕上げにポン酢しょうゆを加えて味を調える。

ぶり ２切れ（８０ｇ×２）

長ねぎ １／２本（５０ｇ）・・・斜め切り

生しいたけ ２個・・・・石づきを除き、薄切り

油 大さじ１／２

ポン酢しょうゆ 大さじ１と１／２

長ねぎは玉ねぎに、
しいたけは他のきのこに
アレンジできます。



●材 料● （２人分）

●作 り 方●

たたみいわし 小４枚

スライスチーズ ３枚

刻みのり 少々

① たたみいわしを２枚１組にして、

間にチーズと刻みのりをのせてはさむ。

② オーブントースターで両面こんがりと焼く。

（すぐに焼けます。焦げやすいので、様子をみながら焼いてください。）

写 真

エネルギー １３０ｋcal

カルシウム ２６９ｍｇ

ビタミンＤ ５μｇ

１人分

中央区保健所

妊娠中に大切な栄養素

「カルシウム」と「ビタミンＤ」

が手軽に補える簡単料理。

おやつにおすすめ！

チーズ チーズ

たたみいわしの
大きさに合わせ、
チーズを切って
のせる。



●作 り 方●

① 下味をつけたかつおに片栗粉をまぶし、油を入れたフライパンで両面を

こんがりと焼く。

② 仕上げ調味料を回し入れ全体にからめてから火を止める。

③ 器に小松菜を敷き、その上にかつおをのせ、ミニトマトを添えて仕上げる。

写 真

●材 料● （２人分）

かつお（刺身用） １５０ｇ 食べやすい大きさに切り、下味をつける。

しょうがのすりおろし 小さじ1/2 (刺身に添えてあるすりおろししょうがを使用してもよい。)

酒・しょうゆ 各小さじ１

片栗粉 大さじ１

油 大さじ1/2

＊仕上げ調味料

みりん、しょうゆ 各大さじ１ 合わせておく。

小松菜 １／２把 茹でてから、食べやすい大きさに切る。

ミニトマト ４個

エネルギー １７７ kcal

鉄 ３.２ mg

１人分

中央区保健所

妊娠中に不足しがちな「鉄」を

含む かつおと小松菜を使った

料理です。

下

味



●材 料●（３人分）

●作 り 方●

１人分

中央区保健所

豆腐を手でつぶして

作る白あえです。

エネルギー ６２Kcal

葉酸 1５１μｇ

カルシウム １４1ｍｇ

鉄 ２.０ｍｇ

食物繊維 2.３ｇ

豆腐（木綿） １００ｇ（約１／３丁）

ほうれん草 １束 ・・・ゆでて、水にさらしてから食べやすい大きさに

切っておく。

さくらえび ６ｇ（約大さじ３）《大きい場合は、刻むと食べ易くなります》

すりごま（白） 大さじ１～

さとう 大さじ１／２～

しょうゆ 大さじ１／２～

① 豆腐をキッチンペーパーで包み耐熱皿にのせ、レンジ（６００W）で

２分程度加熱して、豆腐の水きりをする。

② ①の豆腐がさめたら ビニール袋にいれ、滑らかになるようにつぶす。

③ ボウルに ②の豆腐を入れ、すりごま・さとう・しょうゆを入れてよく混ぜる。

④ ほうれん草・さくらえびも加えて、味がなじむようにあえる。

妊娠期にとりたい
栄養素がとれる
１品です。



●材 料●（２人分）

●作 り 方●

牛赤身うす切り肉 １５０ｇ ・・・食べやすい大きさに切る。

小松菜 １／２袋(100g) ・・・食べやすい大きさに切る。

赤ピーマン １個(パプリカなら1/4個）・・・種を除き、細切り。

きくらげ 約１０個(５g) ・・・水で戻し、かたいところを

除きひと口大に切る。

キムチ ２０ｇ ・・・食べやすい大きさに切る。

① 鍋にキムチと煮汁を入れ、煮立て、牛肉を加える。

② 煮汁をかけながら、肉の表面の色が変ったら、野菜ときくらげを加え、

中火で煮る。

③ 材料に火が通ったら、出来上がり。

鉄含有量の多い食材を使った

おかずです。牛肉のかわりに

豚の赤身肉、かつお、厚揚げを

使ってもおいしくいただけます。

エネルギー １９３ｋcal

鉄 ４．５ｍｇ

１人分

中央区保健所

水 １／２カップ(100cc)

さとう・酒 各小さじ２

しょうゆ 小さじ１

ごま油 小さじ１／２

＊煮 汁

★は、鉄を多く含む食品です。

★

★

★



●材 料● （２人分）

●作 り 方●

ブロッコリー 1/2株 ・・・ 小房に切り分ける（小さめにする）

水菜 小1株 ・・・ 食べやすい長さに切る

プチトマト 4個 ・・・ 半分に切る

マヨネーズ 大さじ１

粉チーズ 大さじ１

カレー粉 小さじ1/3～

塩 ひとつまみ

こしょう 少々

レンジで手早くできる野菜料理。

妊娠中に気になる栄養素

「カルシウム・葉酸」を補います。

エネルギー ９１kcal

カルシウム １１９ｍｇ

葉酸 １６２μｇ

１人分

温かいうちにどうぞ

中央区保健所

① オーブンシートに1人分ずつ野菜を並べ、調味料をのせて包む。

② レンジで加熱する。（６００Ｗ ２～３分）


