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全国食肉事業協同組合連合会
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監修
日本応用老年学会理事長　医学博士　柴田　博

料理
女子栄養大学短期大学部調理学研究室

准教授　豊満美峰子

脂肪は少なく、赤身が多くて硬め。ひき肉
やこま切れに。角切りは煮こみ料理にも。

脂肪が少なく、やや硬めの赤身肉。エキス
分やコラーゲンが多く、煮こみやスープに。

筋がやや多いものの、脂肪が適度にあり風
味がよい。しゃぶしゃぶ、すき焼き、焼き肉に。

きめが細かく、肉の味を楽しむローストビー
フやステーキに。霜降りは、すき焼きに最適。

きめが細かくて柔らかく、肉質は最高です。
ステーキやローストビーフ、しゃぶしゃぶに。

きめが細かく柔らかい。脂肪が少なくカロ
リーが気になる方に最適。ビーフカツなどに。

味に深みがあり、柔らかい赤身肉。ステーキ、
ローストビーフなど、幅広く利用できます。

脂肪がもっとも少ない部位。ステーキや
ローストビーフ、焼き肉、煮こみ料理などに。

きめがやや粗く、脂肪は少なくて硬め。薄
切りやこま切れにして、炒めものなどに。

赤身と脂肪が層になり、きめは粗く硬め。シ
チューなどの煮こみ料理、肉じゃが、焼き肉に。

筋が多く硬いですが、煮こみ料理など、長
時間火を通すと柔らかくなります。

ネック

牛肉 beef 豚肉 pork
健康
・長寿のためのお肉の新常識

お肉で部位と特徴
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ランプ

肉質はやや硬めながら、脂肪が多く、焼き肉
に適しています。トントロとも呼ばれます。

きめが粗く、硬め。脂肪が多少あるので、
煮こむと味わいが出ます。シチューなどに。

きめはやや粗く、硬めで、コクのある濃厚
な味わい。カレーや焼き豚、しょうが焼きに。

赤身と脂肪が層になり、柔らかくてコクが
あります。カレーや角煮などの煮こみ料理に。

脂肪が少ない赤身肉。きめがやや粗く、硬め。
薄切りは炒めもの、角切りは煮こみ料理に。

きめが細かく、適度に脂肪があり柔らかい。
外側の脂肪にうま味が。とんかつやしゃぶ
しゃぶに。ロースハムの原料でもあります。

きめは細かく、柔らかな最上部位。脂肪が少
なく、ビタミンB1が豊富。とんかつやソテー
など、油で調理するとうま味が増します。

脂肪が少なく、きめが細かい。ヒレに次いで
ビタミンB1が多い部位。ソテーや焼き豚に。
ボンレスハムの原料でもあります。

す　ね 筋が多く硬い部位。長時間加熱すると柔ら
かくなります。圧力鍋で時間短縮に。
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牛肉や豚肉には、生命の維持に欠かせない栄養素が豊富に含まれています。
長寿の人ほど動物性食品をしっかりとり、脂肪分を控えていないというデータもあります。
いつまでも元気に人生を楽しむためにも、お肉を毎日の食事にとり入れてください。で健康・長寿をめざしましょうお肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉 !!!

たんぱく質
からだの主成分

たんぱく質には、お肉、お魚などの動物性たんぱく質と、豆腐などの
大豆製品に代表される植物性たんぱく質があり、不足
すると、筋肉が弱くなり、病気にかかりやすく
なります。人間のからだのたんぱく質は、約30分
の1が毎日入れ替わり、健康を維持しています。

必須
アミノ酸

体内では
作れない

たんぱく質の入れ替わり（代謝）に必要なのが
アミノ酸で、中でも体内で合成できない９種類
の必須アミノ酸は、食品からとる必要があります。お肉は、必須
アミノ酸を豊富に、バランスよく含んでいます。優秀なたんぱく質
かどうかの指標として｢アミノ酸スコア｣がありますが、お肉はこの
数値が100！100％が体内のたんぱく質合成に使われます。

ダイエット効果も

うつを予防する

牛肉の赤身にはカルニチンが豊富で
す。カルニチンはアミノ酸由来の物
質で、食事でとった脂肪や体内の余
分な脂肪の分解を促進します。
豚肉に多い必須アミノ酸のロイシン
は、筋肉の合成を促し、運動能力を
向上させて基礎代謝を上げるので、
太りにくい体質につながります。

お肉の赤身には、必須アミノ酸のト
リプトファンが多く、脳内のセロト
ニンを増やします。神経伝達物質の
セロトニンは、精神の安定にかかわ
り、不足すると依存症やうつ病にな
りやすいといわれています。

筋肉、血液、内臓など、からだをつくるのに欠かせません。
エネルギー源の脂質は、体内の細胞（膜）の材料となり、生命の維
持に欠かせません。不足すると神経細胞の膜がもろくなり、記憶
力の低下や、｢うつ｣の状態を招きやすくなります。また、ホルモンの
分泌や体調の維持・調整にも深くかかわっています。
脂肪酸の一種、アラキドン酸は脳の細胞膜に多く含まれ、学習
能力や記憶などにかかわり、認知症予防の役割もあります。

学習能力や記憶などにかかわり、認知症予防の役割も。

ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
量

（g)
0.2

0.1

0
さ
つ
ま
い
も

米豆
腐

生
そ
ば

牛
赤
身

豚
赤
身

0.24
0.21

0.12
0.1 0.095

0.015

（「五訂食品成分表」より作成）

食肉に含まれる
アミノ酸の例

ロイシン・イソロイシン　
筋肉を形成し、
脂肪を燃焼させる

トリプトファン　
脳の機能を向上させ、
ストレスに強くなる

スレオニン　
脂肪肝の予防など

タウリン　
脂質代謝の改善など

ビタミン
ミネラル

さまざまな
トラブルを防ぐ

ビタミンやミネラルは微量ながら、健康な生
活に欠かせません。不足すると疲れやすくなり、
食欲不振、肌荒れなどのトラブルを招きます。
お肉には、エネルギーの代謝に必要なビタミ
ンＢ群や、皮膚や粘膜を健康に保つビタミン
Ａが豊富。また、抗酸化作用があり、若々し
さを助けるビタミンE、貧血を防ぐ鉄分や、
塩分を排出して血圧を下げるカリウムなどのミネラルも含みます。塩分を排出して血圧を下げるカリウムなどのミネラルも含みます。塩分を排出して血圧を下げるカリウムなどのミネラルも含みます。塩分を排出して血圧を下げるカリウムなどのミネラルも含みます。塩分を排出して血圧を下げるカリウムなどのミネラルも含みます。塩分を排出して血圧を下げるカリウムなどのミネラルも含みます。塩分を排出して血圧を下げるカリウムなどのミネラルも含みます。

疲労を回復

貧血を予防

豚肉に含まれるビタミンＢ１は抜群に多く、約
120ｇで１日の必要量を満たすことができます。
ビタミンＢ１は、体内で糖質をエネルギーに変え
るときに働くほか、中枢神経、末梢神経のコン
トロールにもかかわります。不足すると疲労や
虚脱感を覚え、神経のコントロールに支障をき
たし、運動能力の低下や情緒不安定、強いスト
レスなど、日常生活に影響を及ぼします。

牛肉の赤身やレバーに多い鉄分はヘム鉄で、体
内への吸収性は、ほうれんそうなどの野菜に含
まれる鉄分の 2～10倍！　効率的に鉄分をとるこ
とができます。

お肉にはビタミンB群、ビタミンAが豊富です。

100gあたりのトリプトファン値

脂質

脳と神経の
必需品

見直される「コレステ
ロール」

長い間、コレステロール
の値は低いほう

がいいと思われてきま
した。血管を詰ま

らせ、動脈硬化、脳卒
中を引き起こすと

考えられていたからで
す。けれども健康

に関する実証データか
ら、コレステロー

ルの働きが見直されてい
ます。

コレステロールは、体内
の細胞を形成す

る成分で、コレステロ
ール値が低いと、

うつ病を発症しやすく、
高齢者の死亡率

が高いことがわかって
きました。牛肉は

コレステロールをほどよ
く含んでいます。

見直される「コレステ
ロール」

長い間、コレステロール
の値は低いほう

お肉は必須アミノ酸をバランスよく含みます。

、不足不足不足

お肉は必須アミノ酸をバランスよく含みます。お肉は必須アミノ酸をバランスよく含みます。お肉は必須アミノ酸をバランスよく含みます。
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日本人の平均寿命が世界のトップクラスになったのは、お肉をよく食べるようになったのが
要因の一つです。しかし長寿にはなったものの、最近では高齢者の低栄養が問題になっています。
低栄養状態はどうすれば防ぐことができるのでしょうか。を食べて低栄養を防ぎましょうお肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉お肉 !!!

低栄養状態は生活の質を下げる可能性があります

50 代を過ぎたら意識して肉を食べましょう

　研究結果をまとめると、お肉を食べると低アルブミン血症（感染症にかかりやすくな
る）からの回復が期待できること、骨格筋の運動機能が向上することが明らかになりま
した。お肉が低栄養状態に有効なたんぱく質源になることが示されたのです。
　また、活動的な高齢者は筋肉量や筋機能だけではなく、精神的に前向きな人が多
いようです。研究に使用した食肉たんぱく質は、大豆たんぱく質に比べてアラキドン
酸を多く含んでいました。アラキドン酸は、脳の快楽をつかさどる神経伝達物質の前
駆体（合成前の物質）で、学習能力や記憶などに深く関わりがあります。これは、お肉
を食べると生きるうえでのモチベーションが上がる可能性を示唆しています。

お肉のたんぱく質は低栄養状態に有効です

□　お肉を食べない日がある
□　身長が20代のころより低くなった
□　青信号点灯中に横断歩道を渡りきれない
□　階段を上ると途中で休まなくてはならない
□　肥満体型、またはやせすぎだ
□　座った体勢からすぐに立ち上がれない
□　風邪をひきやすくなった

　年をとってお肉を食べなくなると、老化に拍車がかかります。60 歳を過ぎると、血液
中のアルブミン、コレステロール、ヘモグロビンという栄養状態の指針になる数値がど
んどん下がっていきます。血清アルブミン値が低くなると死亡リスクが高まり、コレステ
ロール値が低下すると、うつになりやすい傾向があります。ヘモグロビン値が低くなると
貧血になりやすく、疲れや、ひいては認知症の原因になる可能性があります。
　お肉の摂取量が減り、血清アルブミン値が下がり始める前、男性なら
60代、女性なら50代になったら、
毎日80ｇを目安に、意識してお肉を食べるようにしましょう。
元気に長生きするためにも、今日から始めることをおすすめします。

あなたは低栄養状態になっていません
か？

あてはまる項目にチェックを入れてく
ださい。

右の欄にチェックが多いほど低栄養化が進み、左の欄にチェックが
多いほど低栄養化に歯止めがかかっているといえます。判定

□　お肉を毎日食べている　　
□　身長は20代のころとあまり変わっていない　
□　青信号点灯中に横断歩道を渡りきれる　　
□　階段を比較的ラクに上ることができる　　
□　肥満体型でも、やせすぎでもない　　
□　思い立ったらすぐ立ち上がって動ける　　
□　この1年間に風邪をひかなかった　　
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ＰＭ期（低栄養期間）にたんぱく質を制限し、その後、
牛肉、豚肉、大豆のたんぱく質食を与えると、体重が
回復した。対照群マウスは、たんぱく質を制限していない。

＊

　研究は低栄養マウスを使って行われました。その結果、食肉たんぱく質を与えると、
１週間で体重が元にもどり、２週間で、たんぱく質制限をしなかったマウスを超える
血清アルブミン値の回復が認められました。

　加えて、食肉たんぱく質を与えると、一般
的な餌を与えた場合に対して、牛肉で 20％、
豚肉で 30％握力がアップし、合わせて持久
力も向上することが
わかりました。

＊
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たんぱく質制限後、食肉、乳、
大豆食を与えると、食肉は対
照群を超えて血清アルブミン
値が回復した。

血清アルブミンの変化体 重の 変 化

●▲

■

牛肉、豚肉、大豆のたんぱく質食
を与えたマウスは、平均値で握力
の増加が認められた。

＊肝臓で合成される血液中のたんぱく質の一種。これが一定量 (4.3ｇ/dl)を上回ると老化の進度が抑えられ、下回ると老化が加速すると判断できます。 　健康診断や人間ドックの血液検査の結果に記載されている場合が多いです。

　厚生労働省の調査(平成25年度｢国民健康・栄養調査｣)によると、
70歳以上の高齢者の15％以上、80歳以上では30％以上が低栄養状
態に陥っているという報告があります。低栄養状態になると、体重が
減少するばかりでなく、免疫力が落ちて感染症にかかりやすくなり、
筋肉量の減少により、骨折や寝たきりになる危険性が高まります。
　同調査で、高齢者の魚介類や豆類の摂取量は、40代と比べて1日
あたり10～ 20％増えているのに対し、肉類は約半分しかとれていな
いことが明らかになりました。そこで、日本獣医生命科学大学の江草
愛博士が、高齢者の健康問題の一つである低たんぱく質栄養状態に
着目し、お肉のたんぱく質摂取でどのようになるかを研究しました。

す。す。
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キャベツの甘みとチーズのコクが牛肉によく合います。

1人分：464kcal

たんぱく質：22.0g

脂質：25.4g

炭水化物：33.1g

塩分：1.1g
牛もも肉（薄切り）300ｇ
塩…………………小さじ½
こしょう………………少々
キャベツ…………… 100ｇ
春巻きの皮………… 10枚
青じその葉………… 10枚
プロセスチーズ………80ｇ
　　小麦粉………小さじ１
　　水………小さじ１～２
揚げ油………………適量
プリーツレタス………100ｇ

牛肉は塩とこしょうをふる。キャベツはせん
切りにする。

Aの小麦粉は水でといておく。

春巻きの皮に青じその葉、牛肉、キャベツ、チー
ズを順に、それぞれ等分にのせて包み、巻き
終わりを②で留める。

揚げ油を160度に熱して③を3～4本ずつ入れ、
薄く色づくまで2～3分揚げる。

器にレタスを敷き、④を盛る。

1.

2.
3.

4.

5.

材　料（４～5人分） 作り方

キャベツ入り春巻き

7

かた
ロース

オペラ歌手、シャリアピンが帝国ホテルで注文したことから生まれた料理。

1人分：671kcal

たんぱく質：29.4g

脂質：50.7g

炭水化物：18.3g

塩分：1.6g
牛かたロース肉（ステーキ用）
　…………４枚（600ｇ）
玉ねぎ…………………½個
にんにく………………１片
じゃがいも………… 150g
さやいんげん…………200g
トマト…………小４～５個
バター……………… 40ｇ
　　しょうゆ、みりん
　　　…………各大さじ２
　　こしょう…………少々
ケッパー…………大さじ２
油……………………適量

牛肉は筋を切る。

玉ねぎとにんにくはみじん切りにして①の上
に広げ、冷蔵庫で１時間以上おく。焼く１５
分前くらいに常温にもどす。

じゃがいもはゆでて 1cm 厚さに、いんげんは
筋をとってゆでる。トマトはくし形に切る。

フライパンを熱してバターを溶かし、②の野菜
を弱火でじっくりと炒める。しんなりとしてこげ
茶色になったら火を強め、Aと細かく刻んだケッ
パーを加えてからめ、とり出す。

④のフライパンをきれいにして油を熱し、②の
肉を好みの加減に焼く。③のじゃがいも、いん
げんを軽く炒める。

器に⑤を盛り合わせてトマトを添え、④を肉に
かける。

1.
2.

3.

4.

5.

6.

材　料（４人分） 作り方

シャリアピンステーキ

かたロース肉は、適度
についた脂肪が焼くこ
とでうま味となります。
ステーキを焼くときに
は、肉を常温にもどし
てから調理すると、
中まで均一に火が通
ります。玉ねぎで肉
質が柔らかくなり、お
いしさもアップ。

こちらから
このメニューの
動画も

見られます。

M E M O

脂肪が少なくヘルシー
なもも肉は、野菜や
チーズと一緒に包ん
で加熱するとパサつき
を抑えることができ、
コクが加わります。

M E M O
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ヘルシー
クッキング

Beef

A

A

動画料理／迫 直美

こちらから
このメニューの
動画も

見られます。

動画料理／迫 直美



すね

柔らかい牛肉と野菜を粒マスタードのドレッシングで。

1人分：253kcal

たんぱく質：12.6g

脂質：18.8g

炭水化物：7.2g

塩分：1.3g
牛すね肉……… 300ｇ
水……………３～４カップ
グリーンアスパラガス 150g
玉ねぎ………………小１個
パプリカ(赤・黄 ) 各½個
オリーブオイル…小さじ２
油…………………大さじ１
　　塩……………小さじ１
　　こしょう…………少々
　　粒マスタード…… 10g
　　酢……………大さじ１
　　オリーブオイル
　　　……………大さじ１

圧力鍋に牛肉と水を入れ、圧力強で30分加熱
する。

アスパラは根元2～3cmを切り、下のほうの
皮をむく。玉ねぎは1cm幅の輪切りにする。

②の野菜とパプリカにオリーブオイルをぬり、
200度に予熱したオーブンまたはオーブントー
スターで柔らかくなるまで焼く。アスパラは食
べやすく切り、パプリカは細く切る。

①の牛肉は汁気をきり、油で全体にこんがり
と焼き目をつけ、ひと口大に切る。

Aを混ぜ合わせてドレッシングを作り、③と④を
あえる。

圧力鍋がない場合は、厚手の鍋で、牛肉が柔らかく
なるまで水を足しながら２時間ほど煮る。

1.

2.

3.

4.

5.

材　料（４～5人分） 作り方

牛肉と焼き野菜のサラダ

9

ばら

根菜を合わせ、スペイン料理に和のテイストを加えました。

1人分：558kcal

たんぱく質：9.9g

脂質：23.5g

炭水化物：72.0g

塩分：1.3g
牛ばら肉（薄切り）200ｇ
ねぎ……………………１本
しょうが(薄切り)……３枚
ごぼう…………………½本
れんこん…………… 100ｇ
オリーブオイル…大さじ３
米……………………500ｇ
　　水……………３カップ
　　固形スープ………1 個
　　サフラン……小さじ１
　　しょうゆ……大さじ１
　　塩……………小さじ½
　　こしょう…………少々
レモン………………適量

牛肉は 1cm幅に切る。

ねぎとしょうがはみじん切り、ごぼうはささ
がきにする。れんこんは３ｍｍ厚さのいちょ
う切りにして水に放し、水気をきる。

鍋にＡを入れて火にかけ、固形スープを溶か
す。

フライパンにオリーブオイルを熱してねぎとしょ
うがを炒め、しんなりとしたら米を加え、３分
ほど炒める。

炊飯器に④を入れて③を注ぎ、Bを混ぜて米
を平らにならす。②のごぼうとれんこん、①の牛
肉をのせ、早炊きモードで炊く。

炊き上がったら、全体をさっくりと混ぜる。器
に盛り、くし形に切ったレモンを添える。

1.
2.

3.

4.

5.

6.

材　料（５～６人分） 作り方

牛肉と根菜のパエリヤ

ばら肉は脂肪と赤身
が重なり合い、濃厚な
味わい。炊きこみご飯
に使うと、いい味だし
になります。根菜で食
物繊維が摂取でき、
かさも増えます。

M E M O

硬い肉質のすね肉は、
水分と一緒にじっくり
火を通すと、ほぐれて
食べやすくなります。
圧力鍋を使うと時間
短縮にもなります。加
熱後の水分はうま味
の宝庫なので、スー
プなどに利用を。

M E M O

8

ヘルシー
クッキング

Beef

A

A

B

＊

こちらから
このメニューの
動画も

見られます。

動画料理／迫 直美

こちらから
このメニューの
動画も

見られます。

動画料理／迫 直美



ひき肉

スパイスをきかせた食事パイ。おもてなしに重宝します。

1人分：381kcal

ヘルシー
クッキング

たんぱく質：14.7g

脂質：23.8g

炭水化物：24.7g

塩分：1.4g〈肉だね〉
豚ひき肉…… 450ｇ
塩…………小さじ１⅓
こしょう…………少々
玉ねぎ……………1個
エリンギ……… 100g
パプリカ ( 赤 )…80g
じゃがいも………1個
卵…………………１個
クローブ(ホール)少々
〈パイ生地〉
薄力粉…………100ｇ
強力粉…………100ｇ
バター………… 120g
卵黄…………１個分
冷水……………60 ㎖
　

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ミートパイ
材　料（6～8人分）
（直径20～22cmのパイ皿１台分）

作り方

Pork

11

合びき肉

野菜とスープのうま味がひき肉に移り、滋味豊かな味わいに。

1人分：696kcal

たんぱく質：29.1g

脂質：30.1g

炭水化物：70.4g

塩分：3.0g
合びき肉…………400ｇ
玉ねぎ…………………½個
にんにく………………１片
しょうが(薄切り)……３枚
にんじん………………½本
セロリ…………………¼本
トマト水煮(生トマトでもよい)
　……………………800ｇ
赤唐辛子………………１本
オリーブオイル…大さじ３
　　赤ワイン……… 50 ㎖
　　固形スープ………１個
　　ローリエ…………１枚
　　好みのハーブ( セージ・
　　タイム・ローズマリー・オ
　　レガノなど )………適宜
　　塩……………小さじ１⅓
　　こしょう…………適量
スパゲティ………… 300ｇ
スイートバジル………適宜

玉ねぎ、にんにく、しょうが、にんじん、セロリは
みじん切りにする。

トマト水煮は粗くつぶす。赤唐辛子は２つにち
ぎって種をとる。

フライパンにオリーブオイルを弱火で熱し、玉ねぎ、
にんにく、しょうが、赤唐辛子を炒める。しんなりし
たら、にんじんとセロリを加え、中火で3～4分炒める。

ひき肉を加えて炒め、色が変わったらトマトとA
を加える。煮たったら火を弱め、30～40分煮る。

スパゲティは塩適量 (分量外)を加えた湯で表
示通りにゆで、④に加えてからめる。

器に盛り、バジルをのせる。
生のトマトを使うときは、トマトの水分にもよるが、④で水
100～200㎖も加える。
ミートソースの酸みが強い場合は、火を止める直前にバター
20～30ｇを加えると、酸みが抑えられ、まろやかな味になる。
粉チーズやオリーブなどを添えても。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

材　料（４人分） 作り方

スパゲティミートソース

合びき肉は、豚肉単
独のひき肉よりコクが
出ます。子ども向けに
は豚ひき肉だけで作っ
てもよいでしょう。弱
火でじっくり煮こむこ
とで、肉の味が引き
出された仕上がりに
なります。

M E M O

ひき肉は手ごろで扱い
やすいのが人気。じゃ
がいもやきのこ類を入
れることでボリューム
と栄養価がアップし
ます。パイ生地は市
販の冷凍パイシートを
使うと簡単に作れます。

M E M O

10

ヘルシー
クッキング

Beef Pork

パイ生地を作る。粉は合わせてふるい、バターは１ｃｍ角
に切る。
粉にバターを加え、練らないように注意して、バターをつ
まみながら細かくしていく。バターがあずきくらいの大き
さになったら、卵黄と冷水を加え、練らないように注意し
ながらひとまとめにし、ラップをして冷蔵庫でひと晩ねか
せる。
肉だねを作る。玉ねぎはみじん切り、エリンギとパプリカは
１cm角に切る。じゃがいもはゆでて１cm角に切る。
ボウルにひき肉を入れ、塩とこしょうを加えて粘りが出るま
で混ぜ合わせる。卵、③、クローブも加えて混ぜ合わせる。
②のパイ生地を伸ばしてはたたみ、これを数回繰り返して、
5mm厚さに伸ばす。
油少 （々分量外）を塗ったパイ皿に⑤を敷き、はみ出し
た部分は切り落とす。フォークで数カ所穴をあけ、④を
平らに広げる。パイ生地が残っていたら、肉だねの上に
格子状に飾るか、おおいかぶせる。
180度に予熱したオーブンで25分、200度に温度を上げ
て10分ほど、肉に火が通ってパイ生地がこんがりとする
まで焼く。

A

＊

＊

＊

こちらから
このメニューの
動画も

見られます。

動画料理／迫 直美

こちらから
このメニューの
動画も

見られます。

動画料理／迫 直美



ヘルシー
クッキング

Pork

すね

うま味の多いすね肉たっぷりで食べごたえ充分。１つのたねでカレー味と２種類を。

1人分：576kcal

たんぱく質：20.4g

脂質：36.8g

炭水化物：39.0g

塩分：1.3g
豚すね肉……… 300ｇ
水……………５～６カップ
ローリエ………………２枚
じゃがいも４～５個 (500ｇ)
玉ねぎ……………… ½ 個
塩… 5ｇ( 豚肉、じゃがいも､
玉ねぎの総重量の0.6％)
こしょう………………少々
カレー粉…………小さじ１
小麦粉、とき卵、パン粉
　…………………各適量
揚げ油………………適量
ピーマン…………4～ 5 個
れんこん…………… 200ｇ

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

材　料（４～5人分） 作り方

2つの味のコロッケ

13

かた
ロース

幅広い年齢に受け入れられるトマト味の洋風煮もの。パスタやご飯に合います。

1人分：367kcal

たんぱく質：20.8g

脂質：24.0g

炭水化物：15.7g

塩分：2.3g
豚かたロース肉（かたまり）
　……………… 300ｇ
大豆水煮………正味200g
玉ねぎ…………………１個
トマト…………………１個
スイートコーン……… 100g
オリーブオイル……大さじ２
　　水…………… 500 ㎖
　　固形スープ………１個
　　タイム（ドライ）、オレ
　　ガノ（ドライ）…各少々
塩………………小さじ１弱
こしょう………………少々

豚肉は一口大に切る。

玉ねぎはみじん切り、トマトは１ｃｍ角くらいに
切る。

フライパンにオリーブオイルを熱して玉ねぎを
しんなりとするまで炒め、①の豚肉を加えて色
が変わるまで炒める。

トマトと Aを加えて煮たたせ、火を弱めて20
分ほど煮、大豆を加えて塩とこしょうをふる。

10分ほど煮てコーンを加え、汁気がほとんどな
くなるまで煮る。

1.
2.

3.

4.

5.

材　料（４～５人分） 作り方

豚肉と大豆の煮こみ

脂肪とうま味の多いか
たロース肉は、煮こみ
料理に最適です。大
豆のたんぱく質や食
物繊維、ミネラルも加
わり、栄養もたっぷり。
お年寄りには、肉を小
さめに切ると食べやす
くなります。

M E M O

すね肉は、水分ととも
に長時間加熱すると
柔らかくなります。多
めにゆでて冷凍してお
くと、いろいろな料理
に使えて重宝します。
手ごろな値段で手に
入るのもうれしいです
ね。

M E M O

12

A

圧力鍋に豚肉と水、ローリエを入れ、圧力強
で15～20分加熱する。
じゃがいもは皮ごとゆでて皮をむき、熱いうち
につぶす。
玉ねぎはみじん切りにする。
②に③、塩、こしょう、①の肉をほぐして加え、
混ぜ合わせる。２等分し、半量にカレー粉を
加えて混ぜ合わせる。
④をそれぞれ４～５等分して俵形にし、小麦粉、
とき卵、パン粉を順にまぶして衣をつける。
170度の揚げ油で、こんがりとするまで２～３分
揚げて器に盛る。
ピーマンとれんこんは食べやすく切って素揚げ
し、⑥に添える。
圧力鍋がない場合は、厚手の鍋で、豚肉が柔らかく
なるまで水を足しながら２時間ほど煮る。

＊

こちらから
このメニューの
動画も

見られます。

動画料理／迫 直美

こちらから
このメニューの
動画も

見られます。
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ヘルシー
クッキング

Pork

もも

薄切り肉を重ねてボリュームアップ。柔らかくお年寄りにも食べやすい料理です。

1人分：426kcal

たんぱく質：30.1g

脂質：26.1g

炭水化物：15.1g

塩分：0.9g
豚もも肉（薄切り）
　…………………600ｇ
塩…………………小さじ½
こしょう………………少々
クミンパウダー………適量
小麦粉、とき卵、パン粉
　…………………各適量
揚げ油………………適量
キャベツ…………… 300ｇ
ミニトマト………8～10個

1.

2.

3.

4.

5.

材　料（４～5人分） 作り方

ミルフィーユとんかつ

15

ばら

スパイスが香る中国風。骨からの身離れがよく、ジューシーです。

1人分：397kcal

たんぱく質：14.0g

脂質：32.2g

炭水化物：7.1g

塩分：1.2g
スペアリブ………600ｇ
　　しょうゆ……大さじ２
　　みりん………大さじ３
　　五香粉…………適量
　　ラー油………小さじ½
チンゲンサイ…………５株
塩……………………少々

ポリ袋にAを合わせ、スペアリブを加えてよく
もみこむ。

ポリ袋の空気を抜いて口を縛り、冷蔵庫に入
れて１時間以上おく。

スペアリブの汁気を拭き、200度に予熱した
オーブンまたはオーブントースターで25～30分、
肉に火が通るまで焼く。

チンゲンサイは根元から縦４等分に切って塩
ゆでする。

器に④を敷き、③を盛る。

オーブンやオーブントースターがない場合は、フライパン
にふたをして蒸し焼きにしてもよい。

豚肉は塩とこしょうをして、70ｇくらいずつに
分けておく。

①をそれぞれ、肉と肉の間にクミンをふりなが
ら重ねる。残りも同様にする。

小麦粉、とき卵、パン粉を順にまぶして衣を
つける。

160度の揚げ油で、中まで火が通るように５
分ほどかけて揚げる。

器に盛り、せん切りにしたキャベツと半分に
切ったミニトマトを添える。

1.

2.

3.

4.

5.

材　料（４～５人分） 作り方

スペアリブの照り焼き

赤身と脂肪が三層に
なったばら肉は風味と
コクにすぐれ、いろい
ろな料理に使えます。
骨つきはスペアリブと
呼ばれ、焼くのはもち
ろん、煮こみ料理にも
向きます。

M E M O

脂肪が少なくきめが
細かいもも肉は、ビタ
ミンＢ1が豊富でヘル
シーな部位。使うスパ
イスを変えると、目先
が変わります。カレー
粉や七味唐辛子でも
おいしくできます。

M E M O

14

A

＊

ウーシャンフェン

こちらから
このメニューの
動画も

見られます。
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