
千葉や日本の代表的な常備菜には、以下

のようなものがあります。

●鉄砲漬け

塩蔵したうりを塩抜きし、しょうゆを入

れた調味液に漬け、これを４～５回くり返

して、味をしみ込ませます。

●落花生みそ

ピーナツを油で炒め、味噌と砂糖を加え

て全体に煮付けます。

●ひじきの煮物

ひじきを水で戻し、新しいたっぷりの水

で茹で、ざるにとります。油揚げ（熱湯を

かけ油抜きし、適当な大きさに切ります）

などの副材料、調味料と一緒に煮付けます。

●切干大根

切干大根を水の中でもみ洗い、ざるに取

ります。熱湯で茹で、ざるに取り食べやす

い長さに切ります。油揚げ（熱湯をかけ油

抜きし、適当な大きさに切ります）などの

副材料を用意し、ごま油で切干大根を炒め

て調味料と一緒に煮付けます。

●きんぴらごぼう

ごぼうを４～５cm長さに千切りし、水に

さらしあくを取ります。人参もごぼうと同

様に切ります。材料をサラダ油で炒め、調

味料と一緒に煮付けます。

●鰹昆布

だしをとった残りの鰹節と昆布（食べや

すい大きさに切ります）を適当な大きさに

切り、調味料と一緒に甘辛く煮付けます。

●ひき肉のそぼろ

鶏や豚や牛のひき肉を調味料と一緒に煮

付けます。

●塩山椒

山椒と塩を炒りつけます。

さらに、「ほうれん草の煮びたし」、

「ぜんまいと油揚げの煮びたし」、「椎茸

昆布」、「梅干」、「佃煮（かつおの佃煮、

海苔の佃煮など）」、「練り味噌」、「ぶ

どう豆（大豆煮豆）」、「うずら豆（いん

げん豆の煮豆）」、「うぐいす豆（えんど

う豆の煮豆」、「おたふく豆（そら豆の煮

豆）」などがあります。

常備菜は、作るときには手間がかかりま

すが、日持ちするので、日々の料理の手間

が省けます。ご近所へおすそわけしてはど

うでしょう。おいしさの輪が広がります。

たくさんの量を一度にまとめて作り、家族

の１回分づつ小分けにし、冷蔵庫や冷凍庫

で 保存しておきましょう。食卓を豊かにし

ます。

おいしさの輪
広げましょう
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　常備菜は、作りおきしておける、日持ち

するおかずのことです。冷蔵庫に 常備して

おくと、食事の配膳に、主菜の一品または、

副菜の一品あるいは、箸休めとして活用で

きます。お弁当のおかずにも便利です。佃

煮、漬物、煮物、たれ（ドレッシング、練

り味噌）など、基本の調理方法を知って、

アレンジしてみましょう。常備菜を毎週

１つか２つ作ってみませんか。

　常備菜は、日持ちさせるため、濃い味で

あったり、和製スパイス（山椒や唐辛子な

ど）を加えたり、炒りつけて水分を少なく

しています。薄味の常備菜を作った場合は、

１回分ずつ小分けにして冷凍庫で保存しま

しょう。



を

組みあわせると必要な栄養素がそろいます。

毎日の食事で、どれが主食になるか、主菜にな

るか、副菜はどれか、汁物はどれかを確認してか

ら「いただきます！」と言ってみましょう。

主 菜 副 菜主 食 汁 物

かつどんなら、 と 主 菜主 食シチューなら、 と 主 菜汁 物

カレーライスなら、 主 菜主 食 汁 物 とと

料理の種類によって、同時にそろえられるものもあります。

主 菜

副 菜

主 食

汁 物

乳 類

果 物

は、１回お茶碗 中盛 １杯（1.5つ）で１日３回（5～7つ）

は、１回１杯（1つ）で１日１～３杯（1～3つ）

＊具（汁の実）が多いものにしましょう

は、１回１「グー」で １日で３「グー」

あるいは、1回１皿（1～2つ）で１日３皿（5～6つ）

は、１回１「パー」で 1日で３「パー」

１回１～２皿（1～2つ）で１日５～６皿（5～6つ）

は、１日牛乳１カップ

あるいは、2つ

は、１日１個

あるいは、２つ

２１ページで少し考えましたが、料理を配膳

してみましょう。

●食事のバランスを考えましょう：① 配膳 を考えて食事をそろえましょう

●食事のバランスを考えましょう：②お茶碗やお皿の数を数えましょう

例えば、２２００kcalで考えてみましょう。お皿の数は、おおよそのめやすです。
太字で示した「つ」は、食事バランスガイドの場合の数値です。

配膳を三色食品群に分けると

の区分になります。

配膳を食事ﾊﾞﾗﾝｽｶﾞｲﾄﾞで分けると

の区分になります。
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副 菜

汁 物

主 菜副 菜

主 食



「一皿」と言っても、人それぞれで一皿のイメージ（量や大きさ）が違う場合が
あります。あなたの「一皿」はどうでしょうか。確認してみてください。
＊（つ）は食事バランスガイドの「つ（SV）」の数です。

主 菜

副 菜

主 食

汁 物

乳 類 果 物

ごはん 中茶碗１杯分（1.5つ）

お茶碗の大きさは
自分の手の中に入るくらい

パンは１枚（1つ）で半皿分

（２枚食べると１皿です）
食パン・ぶどうパンなど

うどん（2つ） スパゲティ（2つ） やきそば（1つ） カレーライス（2つ） 一人前

レストランで出てくる量が１皿分。自分の食べているお皿と同じでしょうか

具（汁の実）がたくさん入った
みそ汁 野菜スープ １杯分（1つ）

汁碗の大きさは
自分の手の中に入るくらい

シチュー 一人前（3つ）
（主菜を2つ含みます）

ハンバーグ（3つ） めだま焼き（1つ） 焼き魚（2つ） てんぷら（2つ）

カツ（3つ） ロールキャベツ（1つ）
（副菜を3つ含みます）

餃子（2つ）
（副菜を1つ含みます）

サラダ（1つ） きんぴらごぼう（1つ） ほうれん草の
おひたし（1つ）

きのこのソテー（1つ）

野菜の煮物（2つ） ひじきの煮物（1つ） 野菜炒め（2つ）

牛乳コップ１杯（1つ）
ヨーグルト１個（1つ）

みかん１個（1つ）の
大きさが半皿分
（みかん２個で１皿分）

手を「グー」
にした大きさ
（手のひらの大きさ）

が一皿くらい

片方の手に
いっぱいにのる量が
一皿くらい

納豆（1つ）

おもな おかず

野菜
海藻
きのこ
のおかず

中身の多い汁物にしましょう
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副 菜

汁 物

果 物



わたしたちのからだの約６０％は水で

成り立っています。水は、栄養素には含

まれませんが、生命維持のために必要不

可欠です。消化吸収された栄養素の運搬、

体内でできた老廃物の運搬・排出、体温

調節などの役割を果たしています。しっ

かり水を飲むことはとても大切です。

食べ物を飲み込むには適量の水分が必

要です。ジュースやコーラではなく、甘

くない飲み物を飲みましょう。食事を配

膳したら一緒に飲み物もそろえてくださ

い。

からだの６０％は水分

特に、こどもは、活動量が多く、日々

成長しているのでおとなよりも多くの水

分が必要です。また、高齢になると、ト

イレの心配をしてあまり水分を取らなく

なったり、のどが渇いたことを感じる機

能が低下するので、水分の必要を感じ

にくくなることもあります。

こどもと高齢者は、水を飲むことの大

切さを理解し、意識して水分を補給する

ようにしましょう。まわりの人のこれら

の人への配慮も大切です。また、食欲が

ないときにも、水はぜひ飲みましょう。

日本は、良質な水に恵まれています。

千葉の水も安全でおいしい水です。日本

料理は、このおいしい水あってこその料

理です。千葉県の水は、全国的に見ても

カルシウムが多い水です。カルシウムは

大切な栄養素なので、千葉県の水を飲み

ましょう。
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安全な食べ物は、生産者や流通者の真

心こめた仕事によって消費者に届きます。

消費者は、安全で安心できる食べ物を選

択する力を育みましょう。

安全な食べ物を購入しても、表示に記

載されている消費期限を守らなかったり、

忘れたり、間違えたり、保存方法を守ら

なかったりしては、危険な食べ物になっ

てしまいます。表示に書かれた保存方法

や消費期限表示をきちんと守りましょう。

食材を冷蔵庫に保管するときは、肉や魚

などの汁がもれないように気をつけて、

詰め過ぎずに７割程度を目安に入れましょう。

保存用パックや密閉容器、ラップなどを

活用して保管しましょう。

調理をするときは手をよく洗い、食肉

などに使用した調理器具は、熱湯や塩素

剤などでその都度、洗浄・消毒しましょう。

食品を加熱して調理する場合の目安は、

中心温度が７５℃で１分間以上、２枚貝

などノロウイルス汚染のおそれのある食品

は８５～９０℃で９０秒以上です。

また、加熱調理した食品を保存する時は、

蓋つきの小さな容器に衛生的に小分けして

速やかに冷却することが大切です。
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食卓につく前には、まず手洗いをしま

しょう。清潔な手で、清潔な器具を使い、

清潔な食器に盛り付けましょう。

温かい料理は６５℃以上、冷やして食べ

る料理は１０℃以下で食べるのが理想です。

食事のメニューは室温に長く放置しない

ようにしましょう。時間がたち過ぎて、

少しでも「おかしいな」と思ったら食べ

ないことも大切です。

食事が終わった後も、残った食べ物を適

切に片付け、食卓をきれいに拭きましょう。

食器の後始末は、できるだけ速やかに行

うと汚れがこびりつかずに落ちます。調理

器具や食器についた油は、新聞紙などで

拭き取ってから食器を洗浄すると、環境

保護に役立ちます。

家庭でできる食中毒予防の６つのポイントを
ホームページで紹介しています

汁のもれは他の
食材を汚染する
原因になります

図２０．食中毒予防

検索 千葉県 家庭でできる食中毒予防の６つのポイント



食品は、本来、「健康に役立つもの」で

す。しかし、特定の食品を過剰に食べたり、

鮮度を損なったりすると、健康に害をおよ

ぼす場合があります。また、これだけを食

べていれば大丈夫という魔法の食品はあり

ません。

本来の食品の良さを大切にし、いろいろ

な食品を組みあわせ、おいしい料理を作り

おいしい食事をしましょう。

サプリメントだけでは、必要なエネル

ギーや必要なすべての栄養素を満たすこと

はできません。サプリメントは、今、私た

ちが知っている栄養素しか補うことができ

ないからです。

食事は盛り付けの美しさ、香りや味、噛

む楽しさ、食事をしながらの会話などが合

わさって、五感の満足を助けます。

食に関する情報が様々な所から発信され

ています。食に関する情報の洪水から、正

しい情報を選択しましょう。食に関する情

報を鵜呑みにすると、健康を害することになり

かねません。あなたにとって常に正しい情報

とは限らないからです。また、「食品表

示」の知識を持つことは、安全においしく

食べること、自分や家族の健康を守ること

につながります。

厚生労働省、千葉県、市町村などの食品

に関わる部局では、最新の食に関する情報

を提供しています。ホームページで探すこ

ともできます。

千葉県は積極的に食の正しい情報の発信

や、正しい情報の選択のお手伝いをし、

「グー・パー食生活」の推進を応援してい

ます。

- 39 -

情報を提供しているホームページ

食の安全・安心電子館

https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/denshikan/index.html

健康ちば２１

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/kenkouchiba21/index.html

「ちばの食育」ホームページ

https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku/index.html

ちばの農林水産業

https://www.pref.chiba.lg.jp/nousui/nourinsuisan/nourinsuisan.html

教えてちばの恵み

https://www.pref.chiba.lg.jp/ryuhan/pbmgm/


