
料理名 栄養たっぷりトースト

№１

（　４　）人分

1　食パンを焼き、バターかマーガリンをぬる

2　きゅうりをななめにうす切りにする

ロースハム　４枚

きゅうり　　１本

食パン　　　４枚

バターかマーガリン　　適量

マヨネーズ　　　　　　適量

トマト　　　１個

３  トマトはうすくスライス切りにし、マヨネーズをつける

4　焼いた食パンの上にハム、きゅうり、トマトをのせてできあがり

朝から野菜もとれるし、パンにきゅうり、トマトがとってもあいます。

パンのみみもおいしく食べれます。

材　料

作り方

コメント



２　食パンは１枚を４つに切る

３　食パンを卵液によく浸す

№２

料理名 フレンチトースト

（　２　）人分

牛乳　　　　　　１００cc

バター　　　　　大１

　　　４等分にしておく

卵　　　　　　　２個

厚めの食パン　　２枚

砂糖　　　　　　大２

１　卵、牛乳、砂糖をよく混ぜる

４　フライパンをあたため、バターを入れ、こんがりと焼く

　※ハチミツをつけてもおいしいですよ

表面はカリッと、中はフンワ～リ、とってもおいしいです。

前の夜につけておくのがPointです。

甘めのフレンチトーストは子供が大好きです。

材　料

作り方

コメント



４　ロールパンにレタス・ウィンナーをはさんで完成
　※ウィンナーをハムにかえても可
　※バターロールパンでも可

２　ロールパンを少し焼き､半分に切り目を入れ､内側にマーガリンをぬる
３　ウィンナーはボイルして、ケチャップソースにからめる

１　好みに合わせて、ケチャップ、ソース、しょうゆ、みりんなどを適量
　　混ぜて、ケチャップソースを作る

みりん　　　　適量

ソース　　　　適量
しょうゆ　　　適量

料理名

ウィンナー　　２本

№３

ウィンナーロールサンド

（　１　）人分　

ロールパン　　２個

レタス　　　　２枚
ケチャップ　　適量

材　料

作り方

コメント



4　パンにたまごや野菜やウインナーをはさんで出来上がり
　※ウィンナーをハムにかえても可
　※バターロールパンでも可

1　ゆで卵を作り細かくして、マヨネーズと塩こしょうで味付けする
2　ウィンナーをボイルする
3　ロールパンに切れ目を入れる

レタス　　　　３枚

きゅうり　　　１/２本 マヨネーズ　　　少々
ウィンナー　　１ふくろ

ロールパン　　１０こ マヨネーズ　　　大さじ１
たまご　　　　２こ 塩こしょう　　　少々

（　４　）人分　

№４

料理名 ロールサンド

材　料

作り方

コメント



３　オーブントースターで焼いて出来上がり

１　食パンにマーガリンをぬる
２　その上にトマトソース(ケチャップでも可)､ハム､チーズの順にのせる

とろけるチーズ　１枚
　　　　（ちぎってもよい）

トマトソース　　適量
マーガリン　　　適量

食パン　　　　　１枚
ハム　　　　　　１枚

№５

料理名 ピザ風パン

（　１　）人分　材　料

作り方

コメント



２　パンにマーガリンをぬる

４　トースターで焼いて出来上がり
３　２にハム、卵、スライスチーズをのせ、ケチャップとマヨネーズを適量かける

１　フライパンでスクランブルエッグを作る

卵　　　　　　　１個

№６

ピザ風トースト料理名

（　１　）人分　

ケチャップ　　　少々

ハム　　　　　　１枚
マーガリン　　　少々

食パン　　　　　１枚

マヨネーズ　　　少々
とろけるチーズ　１枚

材　料

作り方

コメント



３　パンにクリームを塗り、フルーツを並べ、パンで挟む
４　ラップに包み、冷蔵庫で１０～２０分落ち着かせ、カットして
　　出来上がり

２　フルーツをカットする

１　クリームチーズ、ヨーグルト、グラニュー糖、生クリームをハンド
　　ミキサーで混ぜる

生クリーム　　　　　４０ｇ
好みのフルーツ　　　　適量

ヨーグルト　　　　　３０ｇ
グラニュー糖　大さじ１～２

食パン　　　　　　　１０枚
クリームチーズ　　１７０ｇ

（　４　）人分　

料理名 さっぱりクリームのオレンジフルーツサンド

№７

材　料

作り方

コメント



料理名 そぼろ入りオムレツ

№８

（　１　）人分　

玉ねぎ　　　　　１/４

とりそぼろ　　　大さじ１
卵　　　　　　　１コ

４　火がとおったら出来上がり

１　とりのそぼろ（夕食の残り）と玉ねぎのみじん切りを一緒にいためる
２　卵を割りほぐし、砂糖、しょうゆ少々で下味をつける
３　２の卵を焼き、そこに１を入れ、くるむ

材　料

作り方

コメント



卵を半熟にして、野菜とからめて食べるとおいしいですよ！！

　　割り入れ、水を回し入れ、フタをして弱火で好みの堅さに卵を
　　蒸し焼きする

１　キャベツは太めの線切り、ベーコンは線切りにする
２　フライパンに油を熱し、１のベーコン・キャベツの順に加えて炒め
　　塩こしょうする
３　２等分にして丸く形を作り、中央を少しくぼませ、卵を１個ずつ

塩こしょう

キャベツ　　２枚
ベーコン　　１枚

卵　　　　　２個

（　２　）人分

№９

料理名 巣ごもり卵

材　料

作り方

コメント



寒い時は体があたたまってGood！
とってもスピーディにできる。

３　その中に卵を流し込んで（卵とじ）出来上がり　　

１　３００ccの水にコンソメ１ケと刻んだキャベツを入れて煮る
２　１にとうふを一口大の大きさに切って入れ、塩こしょうをする

塩こしょう　少々

とうふ　　　２丁
卵　　　　　４ケ

コンソメ　　１ケ
キャベツ　　２枚

（　６　）人分

料理名 とうふの卵とじ（コンソメ味）

№１０

材　料

作り方

コメント



見た目がよいと､食欲が増すので､色どりよい食品を組み合わせてみては？

材料の中に、ハムの刻んだものや、ほうれんそうをあわせると
バランスよい一品ができますね。

３　フライパンを火にかけ、バターをとかす
４　たまごを入れ、よくかきまぜながら弱火でいため出来上がり

１　卵を割って器に入れ、よくときほぐす
２　牛乳、塩、こしょうで味をつける

牛乳　　　　５ml（小さじ１）
バター（またはサラダ油）　　４ｇ

№１１

料理名 スクランブルエッグ

（　１　）人分　

たまご　　　１個（50～60ｇ）

塩　　　　　０．５ｇ（小さじ１/10）
こしょう　　少々

材　料

作り方

コメント



ごはんでもパンのおかずでも合います。

５　４に卵を全部フライパンの中にまわし入れ、少し固まってきたら
　　プチトマトを並べる
６　さらに卵が固まってきたら、卵をフライ返しで裏返して両面を焼いて
　　出来上がり

１　にらを１cm幅に切る
２　プチトマトを半分に切る
３　卵をボールに割り入れてよくかきまぜる
４　フライパンにバターを入れて、にらといっしょに炒める

バター　　　　適量
ケチャップ

卵　　　　　　４～５個
プチトマト　　５～６個

（　４　）人分　

にら　　　　　半束

№１２

料理名 野菜オムレツ

材　料

作り方

コメント



№１３

料理名 ポテトサラダ（具なし）

（　１　）人分　

じゃがいも　　　１個

塩　　　　　　　少々
マヨネーズ　　　少々（好みにあわせて）

１　じゃがいもを洗って皮をむき、半分ほどに切る
２　なべに水を入れ、じゃがいもをゆでる
３　やわらかくなったら水をゆっくりすて、つぶす
４　つぶした後、マヨネーズと塩をかけてできあがり☆
　※焼いたベーコンや炒めた玉ねぎを入れると具ありになってよりおいしい

ゆで時間に色々ほかの作業ができるので便利です。

材　料

作り方

コメント



じゃがいも大好きな子どもにぴったり。
ベーコンを入れたり、パセリを入れたり、いろいろアレンジしても
おいしいです。

　　ような丸い形に整える
４　フライ返しでおさえながら両面を焼く
　　お好みで最後にとろけるチーズをのせてもOK！

１　じゃがいもは皮をむいて、細めにせん切りにする
２　じゃがいもに塩、こしょう、小麦粉、水少々を入れてよくまぜる
３　フライパンに油を入れて、バターを入れる
　　バターが溶けたらまぜあわせたじゃがいもを入れて、お好み焼きの

サラダ油
バター　　　 好みでとろけるチーズ

小麦粉（薄力粉）　大さじ３
水　　　　　　　　少々

塩
こしょう

じゃがいも　　　　大きめ２個

（　２　）人分　

№１４

料理名 せん切りじゃがいものバター焼き

材　料

作り方

コメント



ピーマン　　　　　　１/２コ

№１５

（　２　）人分　

料理名 じゃがいもピザ

じゃがいも　　　　　大１コ
塩　　　　　　　　　少々

１　じゃがいもをすりおろす（きれいに洗えば皮ごとでOK）　　
２　１に塩少々と片栗粉小さじ１を入れる
３　フライパンに油をひいて焼く（小さく丸く焼くと子どもサイズで食べやすい）

４　３にピーマン、ベーコンとチーズをのせトースターで焼く

　　　　　

　　

チーズ（とろける）　１枚

片栗粉　　　　　　　小１

　

　１～３までを前日に作っておくと、朝、チーズやベーコンをのせて
　焼くだけなので楽です。
　のっけるのはたぶん何でもおいしいので工夫できます。

ベーコン　　　　　　１枚

材　料

作り方

コメント



１　カップにコーンとのりをちぎって入れる
２　しょうゆと水を加え、レンジで１分半ほど加熱する
３　お好みで塩こしょうを加える
４　おいしそうにもりつける

塩こしょう　　　　お好みで

水　　　　　　　　４５０cc
しょうゆ　　　　　小さじ３ばい

№１６

料理名 のりコーンスープ

（　３　）人分

れいとうコーン　　好きなだけ
のり　　　　　　　好きなだけ

材　料

作り方

コメント



スピーディに出来ます。

№１７

料理名

熱いうちに食べましょう。

塩こしょう　　少々

（　４　）人分

ほうれん草のとろけるチーズあえ

ほうれん草　　１把

ベーコン　　　３枚
とろけるチーズ（細切）　　大さじ３

とろけるチーズ(細切)をふんだんに入れると､とってもおいしくなります｡

１　ベーコンを幅１cmほどに切っていためる
２　ほうれん草も適当に切り、１の中に入れいためる
３　ほんの少し塩こしょうをし、できあがり頃にとろけるチーズを
　　加えてまぜる

材　料

作り方

コメント



１　山芋をすり、ねぎの輪切りをまぜる
２　フライパンで丸く両面を焼く
３　だしつゆを適量のばし､火にかけ､水でといた片栗粉を入れあんを作る
４　２の焼いたねぎ焼にあんをかけ、出来上がり

熱々がおいしいです。

　　　　　　　（　２　）人分　　

料理名 ねぎ焼

サラダ油　　大さじ１
片栗粉　　　大さじ１

ねぎ　　　　１/２本
だしつゆ　　適量

山芋　　　　１本

№１８

材　料

作り方

コメント



大根の葉っぱのくきの部分　　　１本分

大根の捨てられる部分を料理したエコな料理です。
いるときに、ごま油にするとまたちがった味が楽しめます。

２　１をフライパンでいる
３　２にとうがらし、しょうゆ、みりんを加えてさらにいる
４　水気が少なくなったら、最後にかつおぶしを加えて出来上がり

１　大根の葉っぱをゆでて細かく切る

№１９

料理名 なっぱふりかけ

しょうゆ　　　　大さじ２
みりん　　　　　大さじ１

かつおぶし　　　小１パック
とうがらし　　　少々

（　４　）人分材　料

作り方

コメント

材　料

作り方

コメント



とにかく手早くできて忙しい朝に大助かりです。
栄養満点で美味しい丼ぶりです。

１　だし汁にしょうゆ、酒、砂糖を入れ、煮立たせる
２　煮立ったら納豆とねぎを入れ、３０秒程煮る
３　２に溶き卵をまわし入れる
４　ごはんに３をのせ、刻みのりをかけてできあがり

酒
砂糖

だし汁
しょうゆ

卵　　　１個 刻みのり
ねぎ

納豆　　１パック ごはん

№２０

料理名 納豆丼ぶり

（　１　）人分材　料

作り方

コメント



前日の余りご飯を使った簡単に出来るリゾットです。
お米からではなく､ご飯を使うので調理時間が早く忙しい朝にピッタリです。

１　鍋にバターを熱し、ハム or ベーコン、玉ねぎ、にんじん、
　　ピーマンを順に加え炒める

　※味は好みでコンソメ、塩こしょうを足して下さい。

　　　塩こしょう　　　　少々

ベーコン or ハム　　１枚 　　　水　　　　　１/２カップ
ご飯（前日残ったものでも良い）　　 ご飯茶碗１杯

ピーマンみじん切り　少々 　　　バター　　　　　　少々

№２１

料理名 かんたんリゾット

（　１　）人分　　

２　１にご飯を加えてかるく炒めたら、水、顆粒コンソメを入れて
　　ひと煮たちさせ、牛乳を加え塩こしょうで味を調え出来上がり

にんじんみじん切り　大１ 　　　牛乳　　　　１/４カップ
玉ねぎ　みじん切り　大１ 　　　顆粒コンソメ　　　少々

材　料

作り方

コメント



６　ロールケーキのように切って出来上がり

かにかまぼこ　１本
きゅうり　　　１本

（　２　）人分　

２　つくったたまごを常温にしばらく置く

酢飯

バター　　　　少々
ごま　　　　　少々

１　フライパンにバターをひき、溶き卵を入れ、薄焼き卵をつくる

かいわれ　　　１０本

３　酢飯の中にごまを入れまぜる
４　焼いた卵の上に酢飯をひろげ、かにかまぼこやきゅうり、かいわれなどを

５　卵をまく
　　のせる

酢飯なので、前日のつくりおきもOK！

中の具材を工夫して、ロールケーキのように色とりどりに。
朝の忙しい時に一口でパクリと食べられます。

タマゴ　　　　２コ

料理名 ロールタマゴご飯

№２２

材　料

作り方

コメント



とてもカンタンにできて、魚ぎらいの子供にもおいしく食べられます。
一緒に牛乳とほうれん草のおひたしがあれば栄養が十分にとれます。

炊きたてごはんにしらすを加えて、しょうゆ適量を入れてまぜこみます
　※ゴマや大葉などを入れるとさらにおいしい

しらす　　　２００g
しょうゆ　　適量

（　２～３　）人分　

ごはん　　　１合

№２３

料理名 しらす入りごはん

材　料

作り方

コメント


