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杏林堂 × 袋井市  「野菜いっぱいレシピ」 を作成 

 

●市は、生活習慣病予防のため、野菜を１日 350g※以上食べる市民を増やす「野
菜いっぱい運動」を平成 19 年度から実施。※ 厚生労働省が「健康日本 21」で、生活習

慣病を予防するための野菜摂取目標量として定める。  
●１日の１／３（120g）以上の野菜がとれるメニューに「野菜いっぱいマー
ク」を表示し、提供している飲食店を「野菜いっぱいマーク表示店」（７月
末現在 68 店舗）として登録し、「野菜いっぱいマップ」で紹介。学校給食
献立表にも「野菜いっぱいマーク」を表示するなど、市民の野菜摂取量を
増やす取り組みを展開してきた。 

●このたび、昨年５月に市民の健康増進などで協力する包括連携協定を結ん
だ㈱杏林堂薬局の管理栄養士と市の管理栄養士が４品の「野菜いっぱいレ
シピ」を作成。コロナ渦で自宅にいる時間が増えていることから、自宅で
野菜を“おいしく・かんたんに・いっぱい”食べられるレシピとして開発。 

●レシピは、レシピカードとして健康づくりイベント等で配布するほか、昨
年 11 月から運用を開始した、レシピサイト「クックパッド」内「袋井市公
式キッチン」（https://cookpad.com.kitchen/33667340）でも紹介。今後も
定期的にレシピ開発を行い、野菜いっぱい運動を推進する。 

●８月 27 日には、杏林堂袋井下山梨店で、野菜いっぱい運動のＰＲイベント
を開催。レシピカードの配布も行う。 

 
 

 ▼野菜いっぱいマーク   

 野菜いっぱい運動ＰＲイベント  

１ 日  時  ８月 27日（木） 午前 10 時～正午まで 

２ 場  所  杏林堂袋井下山梨店（下山梨 1952-4） 

３ 内  容  野菜摂取量の啓発、レシピカードの配布など 

４ 問 合 せ  総合健康センター健康づくり課地域健康推進係 

        電話 ０５３８－４２－７３４０ 

 



野菜いっぱいレシピ

鮭の南蛮漬け鮭の南蛮漬け

◆作り方

①ボウルにしょうゆ、みりん、酒、酢を入れ混ぜ合わせ、漬けダレを作っておく。

★漬けダレは、お子さんやお酒の弱い方が召し上がる場合は一度加熱してください。

②玉ねぎ、ピーマン、赤パプリカは2ミリ程度の細切りにする。
③鮭は一口大に切り、両面に軽く塩・こしょうをふって片栗粉をまぶす。

④熱したフライパンにサラダ油（大さじ1）を引き、玉ねぎ、ピーマン、赤パプリカを炒める。
野菜に火が通りしんなりしたら①に入れて漬け込む。

⑤同じフライパンにサラダ油（大さじ1）を入れて熱し、鮭に火が通るまで両面焼く。
①に入れ10分程漬け込む。

◆材料（２人分）

鮭 1切（110ｇ）
玉ねぎ 1/3個(60ｇ)
ピーマン 1個（30ｇ）
赤パプリカ 1/6個（35ｇ）
サラダ油 大さじ２

片栗粉 大さじ２

塩 少々

◆管理栄養士からのひとこと
揚げずに簡単！作り置きにもぴったり！鮭やパプリカには老化を防止してくれる抗酸化作

用のあるカロテノイドが豊富に含まれています。

杏林堂管理栄養士×袋井市管理栄養士監修 野菜いっぱいレシピ

×

袋井市

健康づくり課

×

健康づくり課

たっぷりきのこごはん

◆作り方

1．米を研ぎ、30分程浸水させる。
2．しめじとまいたけは石突を切り、小房に分け、しいたけは薄切りにする。
油揚げはキッチンペーパーで余分な油を抑え、0.5～1㎝幅に切る。

3．①に②と塩昆布を加えて通常炊飯する。
4．炊けたら全体を軽く混ぜ、器によそったら小葱、三つ葉などを乗せる。

◆材料（３～４人分）

米 2合
しめじ 1パック（100g）
しいたけ 3つ（60g）
まいたけ 1パック（100g）
塩昆布 30g
油揚げ 1枚（30g）
小葱、三つ葉など 適宜

杏林堂管理栄養士×袋井市管理栄養士監修 野菜いっぱいレシピ
調理時間🕐🕐約15分

調理時間🕐🕐約30分

◆管理栄養士からのひとこと

食物繊維が豊富なきのこをたっぷり使うことで、白米の量が減り糖質カット。

糖質の吸収も穏やかにしてくれます。

１人あたり栄養素

エネルギー：217kcal たんぱく質：13.6g

脂質：8.4g 炭水化物：17.4g 塩分：1.4g

１人あたり栄養素

エネルギー：371kcal たんぱく質：9.9g

脂質：3.7g 炭水化物：75.4g 塩分：1.4g

×

袋井市

健康づくり課

豚肉と夏野菜のエスニック炒め

◆作り方

1．豚肉を適当な大きさに切り、塩・こしょうを、片栗粉をまぶしておく。
2．なすは縦半分に切り5ｃｍほどの長さに切り、厚さ１ｃｍ程のスティック状に切る。
ピーマンとパプリカもなすと同じくらいの大きさになるように切り揃える。

3．フライパンに油（大さじ1）を熱し、①の豚肉を炒めたら一度取り出す。
同じフライパンに油（大さじ1）を入れ、②の野菜を炒める。

4．具材に火が通ったら取り出しておいた豚肉と（Ａ）を加え、さっと炒める。

◆材料（２人分）

豚ロース

（しゃぶしゃぶ用） 150g
塩・こしょう 少々

片栗粉 大さじ1
なす 1本（100g）
ピーマン 2個（100g）
赤パプリカ 1個（120g）

杏林堂管理栄養士×袋井市管理栄養士監修 野菜いっぱいレシピ 調理時間🕐🕐約15分

（Ａ）

ナンプラー 大さじ1と1/2
鶏がらスープの素 小さじ1

◆管理栄養士からのひとこと

ナンプラーを使用することで、普段の炒め物と違ったエスニック風味を簡単に

作ることができます。

１人あたり栄養素

エネルギー：309kcal たんぱく質：17.3g

脂質：26.7g 炭水化物：13.6g 塩分：3.2g

×

袋井市

健康づくり課

×

健康づくり課

白菜と鶏肉のレンジ蒸し

◆作り方

1．白菜は1㎝幅の食べやすい大きさに切り、耐熱皿に盛り付ける。
2．鶏むね肉は皮を取り、0.7㎜程の斜め薄切りにし①の上にのせる。
3．②にごま油小さじ1ずつを回しかけ、ふんわりとラップをし、
電子レンジ（600W）で3分程加熱する。余熱で火が通るまで数分おく。

4．大葉は千切りに、しょうがはすりおろし（A)と合わせておく。
5．③に④を回しかける。

◆材料（２人分）

白菜 300g
鶏むね肉 小さめ1枚（200g）
大葉 4枚（8g）
生姜 1かけ（15g）

杏林堂管理栄養士×袋井市管理栄養士監修 野菜いっぱいレシピ 調理時間🕐🕐約15分

（Ａ）

しょうゆ 大さじ1
酢 大さじ3
白すりごま 大さじ1 
ごま油 小さじ1

◆管理栄養士からのひとこと

電子レンジ調理で簡単に作ることができ、食材の栄養素を逃がさず

食べられます！野菜たっぷり、たんぱく質もしっかり摂れます。

×

袋井市

健康づくり課

１人あたり栄養素

エネルギー：217kcal たんぱく質：26.4g

脂質：8.5g 炭水化物：8.1g 塩分：1.4g

クックパッド

袋井市公式キッチン

クックパッド 袋井

クックパッド

袋井市公式キッチン

クックパッド 袋井

クックパッド

袋井市公式キッチン

クックパッド 袋井

クックパッド

袋井市公式キッチン

クックパッド 袋井

しょうゆ 大さじ２

みりん 大さじ２

酒 大さじ１

酢 大さじ２



野菜いっぱいレシピ

鮭の南蛮漬け
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④熱したフライパンにサラダ油（大さじ1）を引き、玉ねぎ、ピーマン、赤パプリカを炒める。
野菜に火が通りしんなりしたら①に入れて漬け込む。

⑤同じフライパンにサラダ油（大さじ1）を入れて熱し、鮭に火が通るまで両面焼く。
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