
 

保育園でレシピ集の配付とペープサート上演 

 

「食物栄養学実習Ⅰ」（ゼミナール形式の授業）において、食物栄養学科 2 年の学生が、家庭に

おける食品ロスの削減を目指した研究活動を行いました。 

 

１）調理されずに廃棄される、あるいは、調理後の食べ残し 

により廃棄される食品を削減することを目的に、園児を 

もつ家族を対象として、アンケート調査を実施しました。 

その結果に基づいて余剰食材の利用や作りすぎた料理を 

再利用できるレシピを提案し、レシピ集を作成しました 

（写真１）。 

         （写真１）園児を持つ家庭向けのレシピ集 

レシピ集は別紙の通りです 

 

２）園児が好き嫌いなく残さず食べるための食育として、ひまわり保育園（高根沢町）にてペ

ープサートを上演しました（写真２）。 

（写真２）ペープサート上演風景 

 

アンケート調査にご協力いただきました保育園、幼稚園 3 施設及び園児のご家族の皆様に

深く感謝いたします。また、学生の学びの場を提供していただきました社会福祉法人誠和会

ひまわり保育園に厚く御礼申し上げます。 

 

 



宇都宮短期大学 　食物栄養学科2年　
食品ロスなくし隊★　　ゼミ一同 

 （指導教員：食物栄養学科教授　久保田浩美） 

めざせ！食品ロス削減
レシピ集

はやい

かんたん

お
い

しい



家庭における食品ロス削減に向け、
県内の保育園・幼稚園３施設において

食品ロスに対する意識や食品の廃棄の実態等に関する
アンケート調査を実施しました。

園児のご家族の方々１６１人にご回答をいただき、
これをもとに、余りがちな食材の利用や

作りすぎた料理を再利用できるレシピを提案いたしました。

このレシピは主に幼児をもつご家族を対象としたものです。
　　　　　　　　　ご参考になれば幸いです。

※アンケート調査にご協力くださいましたみなさま、
ありがとうございました。
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アンケートを基に作成した項目ごとの

ランキング

捨ててしまう野菜
ランキング

第１位　きゅうり
第２位　もやし
第３位　にんじん
第４位　キャベツ
　　　　ねぎ

捨ててしまう
肉・魚介類・卵
ランキング

第１位　卵
第２位　鶏肉
第３位　豚肉
　　　　ひき肉
第５位　刺身

捨ててしまう
乳・乳製品
ランキング

第１位　牛乳
第２位　ヨーグルト
第３位　チーズ
第４位　シュークリーム
　　　　生クリーム
　　　　乳酸菌飲料　

余らせて
捨ててしまった料理

ランキング

第１位　味噌汁
第２位　カレー
第３位　煮物
第４位　野菜炒め
第５位　サラダ
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「さっぱり満足うどん」
製作時間：約15分

〈大人1人分〉
エネルギー：267kcal
たんぱく質：10.2g
脂質　　　：7g
カルシウム：36mg
食物繊維　：3.2g
食塩相当量：2.4g

レシピ
①鍋に水と調味料（※）を加えて加熱し、沸騰
　後、冷ましておく。
②茹で卵を作る。できあがったら半分に切って
　おく。
③ツナの汁気をきり、ボウルに入れて、マヨ
　ネーズと合わせる。
④きゅうりは1㎝角にきり、ミニトマトはたてに
　半分に切る。
⑤器にゆでうどんを盛り、具材をのせる。

おすすめポイント
休みの日の昼食や夕食を簡単に済ませたいときにぴったり！

色々な野菜を加えてさっぱり満足のあるメニューです。
重量はお好みで変えるのもあり！

材料(2人分)
・ゆでうどん　1・1/2玉
・きゅうり　1/2本
・ツナ水煮缶　30g
・マヨネーズ　小さじ2
・ミニトマト　4個
・ホールコーン缶　大さじ3
・卵　1個
・顆粒だし　小さじ½
　(使用する製品のアレルギー表示を確認して
　ください)

・水　大さじ8
・しょうゆ　大さじ1（※）
・みりん　大さじ1（※）

＃子ど
も用

＃大人用

アレルギー28品目中

卵 小麦
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「野菜ゴロゴロオムレツ」

製作時間：約15分

〈大人1人分〉
エネルギー：256kcal
たんぱく質：11g
脂質　　　：16.3g
カルシウム：50mg
食物繊維　：1.9g
食塩相当量：0.6g

レシピ
①ベーコンは2㎝幅に切る。玉ねぎ、ピーマンは
　1.5㎝角に切る。
②卵、牛乳、調味料（※）を混ぜ合わせてお
　く。
③フライドポテトは電子レンジで(600W)で1分
　加熱する。
④フライパンにオリーブオイルを熱し、①を
　炒める。混ぜ合わせた卵液②を流し入れ、蓋
　をして両面焼く。

材料(2人分)
・卵　3個
・牛乳　大さじ1
・塩　少々（※）
・こしょう　少々（※）
・ベーコン　1枚
・玉ねぎ　50g
・ピーマン　1個
・冷凍フライドポテト　100g
・オリーブオイル　大さじ1/2

おすすめポイント
オムレツに野菜をたっぷり加えることで食べ応え抜群！

満足感のあるメニューです！
野菜嫌いなお子様にもぜひ！

アレルギー28品目中

＃映え✨
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もう1品ほしい時に！
「色とりどり胡麻和え」

製作時間：約10分
(冷却時間を除く)

〈大人1人分〉
エネルギー：168kcal
たんぱく質：5.3g
脂質　　　：9.5g
カルシウム：286mg
食物繊維　：5.1g
食塩相当量：1.1g

レシピ
①キャベツは一口大に切る。
　小松菜は根元を切り落とし、3㎝幅に切る。
　にんじんは細切りにする。
②耐熱ボウルにもやしと①の野菜を入れ、ふんわり
　ラップをかけて電子レンジ(600W)で3分程度加熱し、
　粗熱をとる。
③ボウルで調味料等（※）をよく混ぜる。
④水気をきった②を入れ、よく混ぜ合わせ盛りつける。

材料(2人分)
・キャベツ　120g
・小松菜　50g
・もやし　50g
・にんじん　40g
・白いりごま　大さじ（※）
・砂糖　大さじ1（※）
・しょうゆ　大さじ1（※）

おすすめポイント
ごまの風味がとても良く野菜をもりもり食べられます！

食物繊維も豊富なメニュー★

アレルギー28品目中 ＃カラフル
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ちょっとしたおつまみに！
「簡単ナムル」

製作時間：約3分
(冷却時間を除く)

〈大人1人分〉
エネルギー：35kcal
たんぱく質：2.9g
脂質　　　：1.5g
カルシウム：18mg
食物繊維　：0.7g
食塩相当量：0.7g

レシピ
①キャベツを一口大に切る。ツナの水を切っておく。
②耐熱容器に①を入れラップをかけて電子レンジ
 （６００W）で3分加熱する。
③調味料（※）をすべて加え、混ぜ合わせる。

材料（２人分）
・キャベツ　75g
・ツナ水煮缶　37.5g
・ごま油　小さじ1（※）
・鶏がらスープ顆粒　
　　　　　小さじ1（※）

おすすめポイント
ツナ缶を使うことで味が簡単にきまります！

今回はキャベツを使用しましたが、野菜はなんでもあり◎

アレルギー28品目中
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＃簡単 ＃今夜の1品



箸がとまらない！
　　　　　　「満点きゅうり★」

製作時間：約1分
(冷却時間を除く)

〈大人1人分〉
エネルギー：47kcal
たんぱく質：1.0g
脂質　　　：3.8g
カルシウム：44mg
食物繊維　：0.9g
食塩相当量：0.6g

レシピ
①きゅうりを小さめの乱切りにしてすべて
    の調味料（※）を加えて和える。

材料（２人分）
・きゅうり　1本
・ごま油　小さじ1（※）
・白いりごま　小さじ1（※）
・鶏がらスープ顆粒　小さじ1（※）

おすすめポイント
旬の野菜は栄養価たっぷり！やみつきな味が食欲を増し、

夏バテ防止にもなります！

アレルギー28品目中

＃やめられない♪とまらない♪
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★リメイクメニュー★　
余った味噌汁で「まろやか茶碗蒸し」

製作時間：約5分

〈大人１人分〉
エネルギー：178kcal
たんぱく質：13.4g
脂質　　　：10.3g
カルシウム：82mg
食物繊維　：1.2g
食塩相当量：2.5g

レシピ
①卵を割り、よく混ぜる。
②①に味噌汁の汁の部分を加えてよく混ぜ、こす。
③耐熱容器に②と具をいれ、ラップをせずに電子レ
　ンジ(600Ｗ)で2分加熱する。
④様子を見ながら追加で加熱する。

材料　(1人分)
・余った味噌汁（具入り）約1杯
・卵　1個

※写真の味噌汁の具は
玉ねぎ、小松菜、ニンジン

おすすめポイント
味噌汁が余って困っている方！

卵1つで簡単に茶碗蒸しに早変わり！
今夜の1品にぴったりです。

アレルギー28品目中

＃after

＃before
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★お好みでかまぼこ、煮物の残りなどを加えるとさらに満足感のある1品に！



「ナッツチーズチップス」

製作時間：約5分

子どもと一緒に作ってみよう！

〈大人1人分〉
エネルギー：17kcal
たんぱく質：1.1g
脂質　　　：1.3g
カルシウム：24mg
食物繊維　：0.2g
食塩相当量：0.1g

材料(2人分)
・ピザ用ナチュラルチーズ　10g
・ミックスナッツ　3g
・のり　お好みで

レシピ
①クッキングシートの上にチーズを丸く置く。
②小さく砕いたミックスナッツをチーズの上に
　散りばめる。
③お好みでのりをちぎってのせる。
④電子レンジ(600W)で2~3分焼く。

おすすめポイント
あまりがちなピザ用チーズを利用し、レンジで簡単に調理できる！

お子様とぜひ一緒に作ってみてください！

アレルギー28品目中 ＃おつまみにも☺
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