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51

ケロミ

ヒロシ

ばーば

プーリン

ダイちゃん

にゃんこ先生

家族の健康は食事で守る！
がモッ
トーのママ。

心優しいパパ。食べすぎ、
飲みすぎがたまにキズ。

ヒロシの母。頼りになる知
恵袋的な存在。

中学生の長女。
ごはんとア
イドルに夢中。

ゲーム好きの長男。食の好
き嫌いを克服中。

家族の団らんと食卓を見
守ってきた猫。

●１カップ＝200cc、
大さじ１＝15cc、
小さじ１＝5ccです
●電子レンジの加熱時間は600wの場合の目安です
●食材の「洗う」
「 皮をむく」
「ヘタや種や芯を取る」
などの下ごしらえは
省略している場合があります
●オリーブオイル、
ごま油以外で
「油」
と表記しているものは、菜種油
（キャノーラ油）
を使っています
●だし汁は基本的に昆布か、
かつお節で取ったものです。市販の粉末だ
しは塩分が含まれている場合があるので使うときは控えめにします
●コンソメスープ、中華だしは市販のコンソメや中華だしの素を分量通
りに湯で溶いて作ります
●ドレッシングはノンオイルタイプのもの、
マヨネーズはカロリーが半分
のタイプを使っています
●ごはんは白米の場合１杯
（140g）
＝23５〜２５０kcalとしています
●塩ゆでの際の塩分は、
塩分計算に含んでいません
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●本書で紹介している食品は、
それぞれ健康維持・病気予防に役立つ栄養成分を持っていますが薬品ではあり
ません。症状がひどい場合は必ず医師や病院に相談してください
●本書のレシピは、必要な栄養素が不足している場合は有効に働きますが、特定の栄養素ばかりを過剰に摂取
しても疾病が治癒したり、健康がより増進するものではありません。栄養をバランスよく摂ることが大切です
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料 理を 作る前にちょっとだけ、
食 事と体の関 係を 見 つめてみません か ?

