
チーム 一般食 要配慮者用食 形態 献立 ページ

A 〇 献立 ごはん・魚肉ソーセージと野菜の旨煮・とりささみ入りみそ汁 1

B 〇 献立 おにぎり・オムレツ・コンソメスープ 2

G 〇 献立 コーンご飯・にゅうめん・煮物・卵とじ・ミネストローネ 3

J 〇 献立 和風ミルクスパゲティー・キャベツの卵とじ風 4

L 〇 献立
和風スパゲッティ・サンドイッチ・高野豆腐となすびの煮物・
さつまいものおろし和え・パンプリン風

N 〇 献立
鶏五目ご飯・煮込みハンバーグ・なすのデミソース・切り干し
大根のコールスロー 6

〇 献立 ご飯・野菜スープ 7

― 腎臓病 献立 低たんぱく米・野菜スープ（塩分少なめ） 8

― 高齢者 献立
グラノーラ粥・やわらかハンバーグ（キャベツ添え）・テル
ミール 9

〇 単品 豚の角煮丼 10

〇 単品 サバ味噌そうめん・切り干し大根と豚のサッパリ煮 11

― 妊婦/幼児 単品 ＜妊婦＞パン粥卵とじ/＜幼児＞パン粥 12

〇 単品 カレー風味スパゲッティ 14

― 幼児 単品 ライススナックとクリームスープ 15

〇 単品 ロールサンド 16

― 高齢者 単品 やわらか親子丼 17

― 高齢者 単品 クイックにゅうめん 18

C 高齢者/糖尿病・腎臓病 献立
＜高齢者＞ミネストローネパスタ
＜糖尿病・腎臓病＞ちらし寿司・煮物 19

E ― 糖尿病・腎臓病 献立 ごはん・焼き鳥缶の卵とじ・野菜サラダ 20

F ― 糖尿病・腎臓病 献立 ごはん（お粥）・ポトフ・煮物・きゅうりの和え物 21

H ― 腎臓病 献立
おにぎり・ミネストローネ・切り干し大根サラダ・切り干し大
根の煮物 22

M ― 糖尿病 献立 ご飯・鶏大根・なすときゅうりのかき玉汁・きゅうりの塩もみ 23

K

O

D

P

I

平成29年度JDA-DATリーダー研修　パッククッキングレシピ目次



ȷƝƸǜ

ȷᮄᎹǽȸǻȸǸƱᓔƷ
ଓ༃

ȷƱǓƞƞǈλǓǈƦ൬

ᲢɟᑍᲣ
Ź᭗ᱫᎍƕٶƍƷư൬ǋƷư൦ЎᙀዅǛƠƨŵ
Źଓ༃ŴǈƦ൬ƱǋŴǽȸǻȸǸŴȄȊŴ
ƱǓƞƞǈƷƏǇǈǛဃƔƠŴᛦԛ૰Ʒԛ˄ƚǛ
Ƒƨŵ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ƝƸǜ ඹ ��᳡

൦ ��ON

ᮄᎹǽȸǻȸǸƱ
ᓔƷଓ༃

ᮄᎹǽȸǻȸǸ ��᳡

ȄȊፃ ��᳡

ƳƢ ��᳡

ƨǇƶƗ ᲬᲯ᳡

ǳȳǽȡ ���᳡

Ǧǹǿȸǽȸǹ ���᳡

ƞƞǈλǓǈƦ൬ ǄƙƠƞƞǈ൦༃ �᳡

ఌٻ ��᳡

ƴǜơǜ ��᳡

ƩƠλǓǈƦ �᳡

൦ ��᳡

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄⳥ᆅᏊ䚸ὠஂ㔛⨾䚸ᐩᕝṇᜨ䚸㧘⏣༓䚸ᰩᯘᏊ䠅

ȷƝƸǜƸඖᬸ൦ƴλǕƯᲬᲪЎᆉ້ࡇǛᡫƢŵ᧓ƕƔƔǔƨǊŴڼǊƴь༏Ƣǔŵ
ȷଓ༃ƷƳƢƸƍƪǐƏЏǓŴྚƶƗƸǹȩǤǹƢǔŵƍƣǕǋჺ᧓ư້ƕᡫǓǍƢƍǑƏƴᕓǊƴЏǔŵ
ȷǈƦ൬ƷٻఌŴƴǜơǜƸŴ້ƕᡫǓǍƢƍǑƏƴŴƏƢǊƷƍƪǐƏЏǓƴƢǔŵ

－1－



ȷƓƴƗǓ
ȷǪȠȬȄ
ȷǳȳǽȡǹȸȗ

ᚾƠƯǈƯŴԛƸ፦ԛƠƘЈஹƨƕŴᙸƨႸƕ፦
ԛƠƦƏưƸƳƘŴǋƬƨƍƳƔƬƨŵȑȃǯǯȃ
ǭȳǰƱƸƍƑŴǹȸȗˌٳƸᘥƔǒЈƠƯᛄǊǕ
ƹᑣƔƬƨŵ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ƓƴƗǓ ǊƠ ᲫᲬᲫ᳡

ǪȠȬȄ ᰄҳ ᲬᲪ᳡

ȄȊፃ Ჱ᳡

ơǌƕƍǋ ᲫᲯ᳡

ǳȳǽȡǹȸȗ ʴӋ ᲫᲯ᳡

ǭȣșȄ ᲬᲯ᳡

ྚƶƗ ᲫᲪ᳡

ȑǹǿ ᲫᲪ᳡

ǳȳǽȡ ���᳡

ȷǪȠȬȄƷơǌƕƍǋƸ້ƕᡫǓǍƢƍǑƏƴŴኬЏǓƴƠƨ
ȷǳȳǽȡǹȸȗƷȑǹǿƸǂǍƢƍǑƏƴɟӝǵǤǺƴ৵ƬƯλǕƨ
ȷǳȳǽȡƸɟ൦ƴ๋ƔƠƯƔǒЎᣐƠƨ

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄⟄᱈Ꮚ䚸㟷ᮌᜤᏊ䚸ᶓ㐨΅䚸ୖ㔝Ụ䚸▼ᕝஓ䠅

－2－



ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈ

ᨂǒǕƨ૰ƷɶưŴǳȸȳፃᛄǍțȸȫȈȞȈፃ
Ʒ൦ЎǛဇƠŴራ൦ƠƭƭƏǇǈǛƭƚƨŵ
ƦƏǊǜǍ᭗ᝃᏵƱƍƬƨʑཋǛဇƠŴ᭗ᱫᎍ
ƕڤǈǍƢƍԧƷ૰ྸǋӕǓλǕƨŵ

ၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ȷǳȸȳƝ
ȷƴǎƏǊǜ
ȷ༃ཋ
ȷҳƱơ
ȷȟȍǹȈȭȸȍ

ǳȸȳƝ  ��I ҳƱơ ҳ �I

ǳȸȳፃ ��I ྚƶƗ ��I

൦
ǳȸȳፃ൬ԃǉ� ��I ᭗ᝃᏵ ��I

ƴǎƏǊǜ ƦƏǊǜ ��I ƜƍƘƪƠǐƏǏ ���O.

൦ ���᳧. ǈǓǜ ���O.

ƜƍƘƪƠǐƏǏ �O. ȟȍǹȈȭȸȍ ǭȣșȄ ��I

༃ཋ ơǌƕƍǋ ��᳡ ྚƶƗ ��I

ƴǜơǜ ��I ƴǜơǜ ��I

ྚƶƗ ��I ƳƢ �I

᭗ᝃᏵ ��I țȸȫȈȞȈፃ ��I

ƜƍƘƪƠǐƏǏ �O. ط ƻƱƭǇǈ

ǈǓǜ �O.

൦ ᢘܯ

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ǳȸȳƝƸǛ�ʴЭƣƭȝȪᘥƴλǕŴ൦Ŵǳȸȳፃ൬ŴǳȸȳǛλǕƯืƤǜư��Ў᧓ь༏Ƣǔŵ
ƴǎƏǊǜƸƦƏǊǜǛҞЎƴ৵ƬƯȝȪᘥƴλǕŴ൦ŴƠǐƏǏǛьƑƯƦƏǊǜƴ້ƕᡫǓ௩ǒƔƘƳǔ Ǉư༃ǔŵ൬ƕ
ഒƠƍئӳƸ൦ǛفǍƢŵ
༃ཋƸŴ૰Ǜ�ӝٻƴЏƬƯȝȪᘥƴλǕŴᛦԛ૰Ʊ૰ƕේǔᆉࡇƷ൦ǛλǕŴᓔƴ້ƕᡫǔǇưืƤǜưь༏Ƣǔŵ
ȟȍǹȈȭȸȍƸ૰ǛᕓƘЏƬƯȝȪᘥƴλǕŴțȸȫȈȞȈፃƱطǛьƑŴᓔƴ້ƕᡫǔǇưืƤǜưь༏Ƣǔŵ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄 Ἀᔱ┤Ꮚ䚸ụዉὠᕼ䚸㯏ᓥᜨ⌮Ꮚ䚸ಖᆏᮃ 䠅

－3－



ႆᲮଐႸŴᢤᩊƴƯᛦྸŵƜ
ƜૠଐŴƓƴƗǓǍȑȳǛᲫଐᲬ
ƠƔǂƯƍƳƍ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ȑǹǿƴƭƍƯ
ఌᓶǛ̅ဇƠᑥƲǓǛᎋƑƨŵٻ

ǭȣșȄƷҳƱơƴƭƍƯ
ȑǹǿƕݲƠຜƍԛưƋǔໝŴǭȣșȄǛҳᝃᏵƷǈ
ưԛǛᛦƑƨŵݲƠطԛǛᡙьƠƯǋ

ȷԧȟȫǯǹȑǲȆǣȸ
ȷǭȣșȄƷҳƱơ

ԧȟȫǯ
ǹȑǲȆǣȸ

ǹȑǲȆǣȸ ��I

ᤅƷእ ��I

ǍƞƠƍᴐᴰᴈᴩᴕᴈᴤᴷ ��I

Ƿȸȁǭȳ �I

ఌᓶٻ �I

൦ ��I

ǭȣșȄƷҳƱơ


ǭȣșȄ ��I

ᒧᄡᔕƠ ��I

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ᤅƷእŴǯȪȸȠǹȸȗŴǷȸȁǭȳŴ൦ǛǇƥŴᲭሁЎƴƠƨǹȑǲȆǣȸǛλǕǔ
ǹȸȗƕภǇǔ᧓ሁǋƋǔໝǹȑǲȆǣȸƷǏư᧓Ƹ��ЎืƤǜŵ
ᲢᡫࠝᛦྸưƸᲱЎƕႸܤᲣ

ǭȣșȄƸƤǜЏǓƴ��Ў᧓ืƤǜŵ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄ἙෆΎ⨾䚸୕㇂ຍ௦䚸ⓑᡞᩔᏊ䚸 ➟⯙ᏹ䠅

－4－



ԧǹȑǲȃȆǣ
ǵȳȉǤȃȁ
᭗ᝃᏵƱƳƢƼƷ༃ཋ
ƞƭǇƍǋƷƓǖƠԧƑ
ȑȳȗȪȳ

ȷഫၘƷƋǔ࠷δᲴᢤᩊƴއ
ǔƜƱƩƚưǋɧܤưƋǔƱᎋ
ƑŴɟደƴᢤᩊƠƯƍǔܼଈƱ
ؕஜႎƴӷơཋǛǂƯƍƨƩ
ƚǔǑƏƴŴƍƸݱƞƘ
ЏƬƯ੩̓Ƣǔŵ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐཞᲢᙲᣐॾᎍᲣ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ƦƷʴƷʴဃƴƓƍƯŴɧ࠳ƴƠƯᘮƠŴƦƷ
ૠƕᢤᩊưƷʙƴƳƬƯƠǇƬƨƱƠƯǋŴ
žภƔƘȷƓƍƠƘȷΨൢƕЈǔʙǛƓЈƠƠ
ƨƍŵƱƍƏ࣬ƍư˺ǓǇƠƨŵ

ԧǹȑǲȃȆǣ ǹȑǲȃȆǣᲢʑᲣ ��I ᭗ᝃᏵƱƳƢƼ
Ʒ༃ཋ

ƜƍƘƪƠǐƏǏ �I

ᤅƷǋƱ ��I ɥႉኄ �I

ǵȳȉǤȃȁ ȑȳ ��I ƞƭǇƍǋƷƓǖ
ƠԧƑ

ƞƭǇƍǋ ��I

ᰄҳ ��I ȟǭǵȸȕȫȸȄᲢǓ
ǜƝᲣ

��I

ƱǓƞƞǈȕȬȸǯ
ፃ

�I ȗȫȸȳ
ʑ� ���I

ᮄᎹǽȸǻȸǸ ��I ȑȳȗȪȳ ȑȳᲢȑȳƷᲣ �I

ƖǎƏǓ ��I ૅੲȇǶȸȈ
ᲢƍƪƝᲣ

��I

ȞȨȍȸǺ �I

᭗ᝃᏵƱƳƢƼ
Ʒ༃ཋ

᭗ᝃᏵᲢʑᲣ �I

ƳƢƼ ��I

ƴǜơǜ �I

ᰄҳ �I

ቩԧƩƠ ���I

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄 ᒣཱྀᏊ䚸୰⏣బᬛ䚸ᑠ➟ཎᏊ䚸ฟிᏊ䚸ᴮឡᏊ 䠅

ᘓဃ᩿ǛᎋƑƯǵȳȉǤȃȁƴλǔφƸμƯȑȃǯǯȃǭȳǰƴƯь༏ᛦྸƠǇƠƨŵ
ь༏ƠƨƸŴƠƬƔǓϬǇƠƯƔǒǵȳȉƠƳƍƱь༏ƠƨॖԛƕƘƳǓǇƢŵ
ǛᬛƴƠƳƍƨǊƴŴᣐॾᎍƷƨǊƴЏǓᓳƱƠƨȑȳƷǛǈơǜЏǓƴƠƯ ȑȳȗȪȳǛ˺ǓǇƠƨŵ

－5－



ȷᰄʞႸƝ
ȷ༃ᡂǈȏȳȐȸǰ
ȷƳƢƷȇȟǽȸǹ
ȷЏǓƠٻఌƷ
ǳȸȫǹȭȸ

ȷɟᑍǛޒƠƯ᭗ᱫᎍƱ࠷δƕǂǍƢ
ƍǑƏƴݱƞǊƴ૰ǛЏǓŴԛ˄ƚƸᕓԛ
ƷǛ࠷δƱƠƯ੩̓Ơƨŵ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ƝƸǜ  ᲯᲯ᳡

ᰄʞႸƝƷእ ᲭᲪ᳡

༃ᡂǈȏȳǬȸǰ ༃ᡂǈȏȳȐȸǰ ᲫᲭ᳡

ƳƢ ᲭᲪ᳡

ᮄᎹǽȸǻȸǸ ᲫᲬI

ЏǓƠٻఌƷ
ǳȸȫǹȭȸ

ЏǓƠٻఌ ���I

ǭȣșȄ ᲯᲪ᳡

ேཧ 䠍䠌Ő

ȞȨȍȸǺ Ჰ᳡

ط ŷݲ

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ȷ༃ᡂǈȏȳȐȸǰƕᲫᘥƠƔƳƘŴƕݲƳƔƬƨƷưᮄᎹǽȸǻȸǸƱƳƢǛƍǕƯ༃ᡂǈŴ
ǛفǍƠƨŵ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄 㛗ᜤᏊ䚸㎮ᕷ⯙䚸Ύ㛗ឡᏊ䚸すᒸ㯞Ꮚ 䠅

－6－



ȷƝ
ȷᓔǹȸȗ

ŨƝƸǜƸඹǛ̅ဇƢǔƷưŴ൦ǛٶǊƴ໑Ƙŵ
൦ƸƷ���̿ƴƢǔŵ
ŨᨂǒǕƨ൦Ʒ̅ဇƳƷưŴ൦ЎǋӕǕƯŴ༃൬ǋ
ᬛƴƳǒƳƍǑƏƴǹȸȗƴƠƨŵขƞƷƋǔ֥ƴ
ፗƍƯŴᘥɥᢿǛ֥ƴƔƚǔǑƏƴƢǔƱŴ֥Ǜ൲
ƞƣǂǔƜƱƕưƖǔŵ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ƝƸǜ ඹ ��᳡

൦ ���᳡

ᓔǹȸȗ ᮄᎹǽȸǻȸǸ �᳡

ȄȊፃ �᳡

ƞƞǈፃ �᳡

ʴӋ �᳡

ƳƢ ��᳡

ǭȣșȄ ��᳡

ǸȣǬǤȢ ��᳡

ǳȸȳፃ
țȸȫ� ��᳡

ǳȳǽȡ ���᳡

൦ ���I

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄ᕷᕝెୡŴޛӝଔᒁŴᒉग़፦ŴʞҗߕᬐጢŴᙱී܇䠅

ƝƸǜȷȷȷĬȝȪᘥƴƱ൦ǛλǕŴᆰൢǛ৷ƍƯᘥǛጉǔŵĭ��ЎืƢǔŵ
ǹȸȗȷȷȷĬᓔǛǵǤǳȭ؉ƴЏǔŵĭɟʴЎƣƭᘥƴλǕǔŵ ĮǳȳǽȡƸŴኬƔƘᄃ
ƍƯƓืư๋ƔƠŴ൦ЎǛʴૠЎƴᛦૢƠƯŴᘥƴЎᣐƢǔį��ЎืƢǔŵİᮄᎹǽȸǻȸ
ǸǛǵǤǳȭཞƴЏǔŵıፃᛄǛᆰƚƯ�ᆔฆƥǔŵıᓔƕ௩ǒƔƘƳƬƨǒŴᘥǛƚŴ
ᮄᎹǽȸǻȸǸŴፃᛄǛЎᣐƠƯλǕǔŵ

－7－



ȷ˯ƨǜƺƘ
ȷᓔǹȸȗ

ЎƢƘƳǊᲣط

ŨɟᑍƷᓔǹȸȗᐯ˳ƕŴƨǜƺƘឋƕݲƳ
ƍƷưŴᏴᐥ၏ƴǋ૰Ƹӷ̅ဇƠŴᛦԛ૰Ʒ
ǈኖҞЎƴƠƨŵ
ŨƝƸǜǛ˯ƨǜƺƘƴƠŴƨǜƺƘឋǛถǒƠ
ƨŵ
Ũ࣬ɧਰưƋǔƜƱƔǒŴƕᡶǉǑƏŴภƔƍ
ǹȸȗǛ੩̓ƠƨƍƱᎋƑƨŵ

અᨦܹ
࣬ɧਰ�
ᏴೞᏡ˯ɦ

$70����
%ᳬ���OI�FN�

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

˯ƨǜƺƘ ȩǤǹᲱᲬ* ���᳡

ᓔǹȸȗ ᮄᎹǽȸǻȸǸ �᳡

ȄȊፃ �᳡

ƞƞǈፃ �᳡

ʴӋ �᳡

ƳƢ ��᳡

ǭȣșȄ ��᳡

ǸȣǬǤȢ ��᳡

ǳȸȳፃ
țȸȫ� ��᳡

ǳȳǽȡ ���᳡

൦ ���᳡

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄ࠊ߷ ̀ɭŴޛӝଔᒁŴᒉग़፦ŴʞҗߕᬐጢŴᙱී܇䠅

˯ƨǜƺƘȷȷȷƦƷǇǇǂǒǕǔƷưᛦྸɧᙲ
ǹȸȗȷȷȷĬᓔǛǵǤǳȭ؉ƴЏǔŵĭɟʴЎƣƭᘥƴλǕǔŵ ĮǳȳǽȡƸŴኬƔƘᄃƍƯ
ᚘƠŴ൦ǛᚘƠƨǋƷƱɟደƴᘥƴλǕƨŵį��ЎืƢǔŵİᮄᎹǽȸǻȸǸǛǵǤǳȭཞ
ƴЏǔŵıፃᛄǛᆰƚƯ�ᆔฆƥǔŵıᓔƕ௩ǒƔƘƳƬƨǒŴᘥǛƚŴᮄᎹǽȸǻȸǸŴፃ
ᛄǛЎᣐƠƯλǕǔŵ

－8－



ȷǰȩȎȸȩቲ
ȷǍǘǒƔȏȳȐȸǰ

ᲢǭȣșȄชƑᲣ
ȷȆȫȟȸȫ

ǍǘǒƔƳ७
ƨǜƺƘឋƸȬȈȫȈԼǛ̅Ə
ȆȫȟȸȫưɧឱЎǛᙀΪ

̅ဇƠƨȬȈȫȈԼƷŴȓǿȟȳȷǫȫǷǦȠȷ
ᤧƷᚡǛƠƯƍƳƔƬƨƨǊŴ̖Ʒᚡ᠍ƕư
ƖǇƤǜưƠƨŵ

᭗ᱫᎍ
ᲢԢָƕƍᲣ
Ტ˳ถݲᲣ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ǰȩȎȸȩቲ ȩǤǹǰȩȎȸȩ
ᲢԧƩƠᲣ

��᳡

൦ ��EE

ǍǘǒƔȏȳȐȸ
ǰ

ǍǘǒƔȏȳȐȸǰ
ᲢȬȈȫȈᲣ

��I

ƳƢ ��I

ǭȣșȄ ��I

Ȇȫȟȸȫ Ȇȫȟȸȫ �ஜ

ǰȩȎȸȩቲ
ĬȝȪᘥƴǰȩȎȸȩƱ൦ǛλǕŴᆰൢǛ৷ƍƯӝǛኽƿŵȑȃǯǯȃǭȳǰ�Ўŵ
ǍǘǒƔȏȳȐȸǰ
ĬƳƢƸႝǛǉƖŴǈơǜƗǓŵȬȈȫȈȏȳȐȸǰƸኬƔƘЦǉŵ
ĭȝȪᘥƴƳƢƱȏȳȐȸǰǛǿȬƝƱλǕŴӝǛኽƿŵȑȃǯǯȃǭȳǰ��Ўŵ
ĮКƷȝȪᘥƴЦǜƩǭȣșȄǛλǕŴᆰൢǛ৷ƍƯӝǛኽƿŵȑȃǯǯȃǭȳǰ��Ўŵ
ȏȳȐȸǰƴชƑǔŵ

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄ᮏ㒊ẚ࿅⤮䚸Ᏻ⍞✑䚸⚟⬥ᾈᏊ䚸୕ཎ┿⍆䠅
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ȷᝊƷᚌ༃ɽ

ƸμƯь༏ŵᲢɶʖ᧸Უ

̅ဇƠƨȬȈȫȈԼƷŴȓǿȟȳȷǫȫǷ
ǦȠȷᤧ ƷᚡǛƠƯƍƳƔƬƨƨǊŴ
̖Ʒᚡ᠍ƕưƖǇƤǜưƠƨŵ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ᝊᚌ༃ɽ  ��I

൦ ��EE

ƳƢ ��I

ᝊᚌ༃ᲢȬȈȫ
ȈᲣ

ᝊᎹ ��I

ౢᒨ �I

༃൬ ��I

൦ �ƞơٻ

ቩƩƠ ���I

ǊǜƭǏ �EE

ǭȣșȄ ��I

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ȬǷȔ˺ᎍ 炷㛔悐㭼⏪䴝ˣ⬱ḽ䐆䧪ˣ䤷傯㴑⫸ˣᶱ⍇䛇䏜炸

ĬƱ൦ƸȝȪᘥƴλǕŴᆰൢǛƠƬƔǓλǕƯӝǛኽƼŴȑȃǯǯȃǭȳǰư��Ўŵ
ĭφǛ˺ǔŵƳƢƸႝǛǉƖŴʏЏǓŵȬȈȫȈƷᎹȷౢᒨƸǂǍƢƍٻƖƞƴЏǔŵ
ȝȪᘥƴƳƢȷᝊᎹȷౢᒨȷ༃൬ȷ൦ȷቩƩƠȷǊǜƭǏǛλǕƯŴӝǛኽƼŴȑȃǯǯȃǭȳ
ǰư��Ўŵ
ĮǭȣșȄƸƤǜЏǓƴƠŴȝȪᘥƴλǕƯӝǛኽƼŴȑȃǯǯȃǭȳǰưᲫᲪЎŵ
įƝƸǜƷɥƴĮƷǭȣșȄǛፗƖŴƦƷɥƴĭƷφǛƷƤƯưƖƋƕǓŵ
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ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ȷƞƹԛ֠ƦƏǊǜ

ȷƦƏǊǜǛ̅ဇƠƨჺȬǷȔ
ȷ᠂ǒƔƘŴ܇ƲǋƔǒ᭗ᱫᎍǇưǂǒǕǔ
ȷȩǤǹǰȩȎȸȩǛ̅ဇƢǔƜƱưŴƩƠƷԛƕ
ƘƳǔ

Ūբໜ
ȷ൦ǛٶƘ̅ဇƢǔᲢ൦ЎᛦૢƕᙲᲣ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ȷЏٻఌƱᝊƷǵȃȑȪ༃

ȷᣖλǓưǵȃȑȪƱǂǒǕǔ
ȷƝƕᡶǉɟԼ
ȷٻఌƷႝǋ̅ဇƳƲ̅ဇưƖŴࡑూǛݲƳƘưƖǔ
ƓƔƣ

Ūբໜ
ȷԛƕຜƍ
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ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ȷȑȳቲƷҳƱơ

ȷᐰƍƕݲƳƘŴᐰƍƴज़ƳưǋǂǍƢƍ
ȷǿȳȑǯឋƕƠƬƔǓઅǕǔ
ȷǢȬȫǲȳȕȪȸƷǹȸȗǛ̅ဇƠƯƍǔƷưŴɟ
ƴưƖǔࣖݣδƷǢȬȫǮȸݱưپ

Ūբໜ
ȷȜȪȥȸȠƕٶƘŴЎƷᙸႺƠƕᙲ

ȷഒɧਰ
ȷ֓ൢȷ֓ӻ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ȷȑȳቲ

ȷብȟȫǯƷԛƕƋǓǂǍƢƍ
ȷȕǩȭȸǢȃȗȟȫǯǛ̅ဇƠƯƍǔƷư
2TQȷ%Cȷ(GƳƲƷ̖ƕ᭗ƍ
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ƞƹԛ֠ƦƏǊǜ ƦƏǊǜ ��᳡ ЏٻఌƱᝊƷ
ǵȃȑȪ༃

Џٻఌ ���᳡

ƞƹԛ֠༃ፃ ��᳡ ఌƷႝٻ ���᳡

᭗ᝃᏵ ʑ༞ �᳡ ᝊƷᚌ༃ ��᳡

ఌٻ ��᳡ ȄȊፃ �᳡

ƖǎƏǓ �᳡ ƪǒƠݤӮƷእ ��I

ᴯᴊᴕᴐᴶᴯᴡᴈᴯ �᳡ ȑȳቲƷҳƱơ ȑȳȷ�Џ ��᳡
��

ǊǜƭǏ ��᳡ ǍǘǒƔƝƸǜǷ
ȪȸǺᴐᴰᴈᴩᴕᴈᴤᴷ

���᳡

ǈƦ �᳡ ȄȊፃ ��᳡

൦ ��᳡ ǳȸȳፃ ��᳡

ЦǈƷǓȷƝǇ ᢘ ҳ ��᳡

ȑȳቲ ȑȳȷ�Џ ��I
��

ƙǜƙǜ ��᳡

൦ ���᳡

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄ᒣ⍠㔛ᜨ䚸ᯇ⏣ஂ⨾Ꮚ䚸௰⏣᪩⧊䚸ᮡᒣ㈗⣖䚸㧗ᰗᑦ㈗䠅

Ūƞƹԛ֠ƦƏǊǜăƦƏǊǜƸь༏ᡦɶưฆƥǔƱƦƏǊǜӷٟƕƘƬƭƔƳƍ
ŪȑȳቲƷҳƱơȷȑȳቲăݣᝋᎍƴӳǘƤƯȑȳƷኬƔƞǛ٭ƑƯƓƘ
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ȷ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈ

ȬȈȫȈƷМဇƸŴ։ڤሁƴӳǘƤŴԛƴ҄٭Ǜਤƨ
ƤǔʙƕưƖǔŵ

ɼȷɼᓔȷиᓔƕɟԼưƦǖƍŴഒƕᓳƪƨư
ǋǂǍƢƍŵ

ၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ȷǫȬȸԛ
ǹȑǲȃȆǣ

ǫȬȸԛ
ǹȑǲȃȆǣ

ǹȑǲȃȆǣ
ᲢʑᲣ

���᳡

ᮄᎹǽȸǻȸǸ ��᳡

ƨǇƶƗ ���̾ ��
᳡

ǭȣșȄ ���̾ ��
᳡

ǳȳǽȡ ���̾

ط ŷݲ

ȬȈȫȈǫȬȸ ���ᘥ

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

Ĭ ǂǍƢƍٻƖƞƴЏƬƨǛμƯȝȪᘥƴλǕǔŵᘥϋƷᆰൢǛ৷ƖɥƷ૾ǛƠƬƔǓጉǔŵ
ĭ ඖᬸƞƤƨืƴλǕƯŴኖ��Ўᒩưǔŵ
Į ᘥƔǒЈƠŴȬȈȫȈƷǫȬȸǛƔƚƯฆƥǔŵ

ȬǷȔ˺ᎍ 炷⬿䞛敚⫸ˣ䓘㛹䴝伶ˣ慶㳍䥨伶ˣ⭇慵㵹伶ˣ㛐㛹䲨⫸炸
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ȷ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈ

ʐǢȬȫǮȸࣖݣԼ
ǹȊȃǯǛ̅ƏƜƱưƓǍƭज़ᙾư
ǂǔƜƱƕưƖǔ

ၐ ཞ

ႆ༏ȷഒ˯ɦ
ʐǢȬȫǮȸ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ȷȩǤǹǹȊȃǯƱ
ǯȪȸȠǹȸȗ

ȩǤǹǹȊȃ
ǯƱǯȪȸȠ
ǹȸȗ

ȩǤǹǹȊȃ
ǯ

� ��᳡

ǍƞƠƍǯ
ȪȸȠǹȸȗ

�ᘥ ���᳡

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

Ĭ ȬȈȫȈƷǯȪȸȠǹȸȗǛඖᬸƞƤƨืƴλǕƯภǊǔŵ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄᐀▼㜀Ꮚ䚸⏣ᮧ⤮⨾䚸㔝ὠ⚽⨾䚸ᐇ㔜ῄ⨾䚸ᮌᮧ⣖Ꮚ䠅
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ȷȭȸȫǵȳȉ

ȭȸȫǵȳȉƸŴȑȳǛȩȃȗưࠇƘƜƱưŴ
ᣐǓǍƢƘŴǂǍƢƍǑƏƴپƠƨŵ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ȭȸȫǵȳȉ ȑȳ Ძ ᲮᲯ᳡

ᮄᎹǽȸǻȸǸ ᲫᲯ᳡

țȸȫǳȸȳፃᛄ Ჱ᳡

ᰄƞƞǈፃᛄ Ჱ᳡

ȞȨȍȸǺ ᲫᲪ᳡

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄 ▼ᯇ⏤⣖Ꮚ䚸㤶䚸ᰡᏊ䚸Ώ㎶䜂䜝⨾䚸ᯇᑿ⏤⨾Ꮚ 䠅

䐟㣗䝟䞁䛻ⷧ䛟䝬䝶䝛䞊䝈䜢ሬ䜛䚹
䐠㨶⫗䝋䞊䝉䞊䝆䛿ⷧ䛟䝇䝷䜲䝇䛩䜛䚹
䐡䝁䞊䞁⨁䛸䛥䛥䜏⨁䜢䝬䝶䝛䞊䝈䛷䛘䜛䚹

䐢䝷䝑䝥䛾ୖ䛻㣗䝟䞁䜢䛾䛫䚸䐠䐡䜢ᡭ๓ഃ䛻䛾䛫䛶䛝䛳䛱䜚ᕳ䛟䚹
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ȷǍǘǒƔᚃ܇ɽ

ဃƷᎹƷˊǘǓƴƖᯓፃᛄǛ̅ဇƠƨŵ
ҳƷƋǜƕƔƔǔƜƱƴǑƬƯŴǈᡂǈǍƢƘƳǔǑƏ
ƴپƠƨŵ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ǍǘǒƔᚃ܇ɽ  ᲮᲪ᳡

൦ ᲱᲪ᳧᳦

Ɩᯓፃᛄ ᲮᲪ᳡

ҳ ᲯᲪ᳡

ƨǇƶƗ ᲮᲯ᳡

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄 ▼ᯇ⏤⣖Ꮚ䚸㤶䚸ᰡᏊ䚸Ώ㎶䜂䜝⨾䚸ᯇᑿ⏤⨾Ꮚ 䠅

䐟⡿䛸Ỉ䜢⿄䛻ධ䜜䛶䝪䜲䝹䛧䛤䛿䜣䜢స䜛䚹
䐠⋢䛽䛞䛿ⷧ䛟䝇䝷䜲䝇䛩䜛䚹
䐡⿄䛾୰䛻䚸↝䛝㫽⨁䚸⋢䛽䛞䜢ධ䜜䚸༸䜢䜚䛔䜜䜛䚹
⿄䛤䛸䜒䜣䛷୰㌟䜢ΰ䛬䝪䜲䝹䛩䜛䚹
䐢䛤䛿䜣䛻䐡䜢䛛䛡䜛䚹
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ǯǤȃǯƴǎƏǊǜ

ᤅƷእǛ൬ཋƴࣖဇƠƨ
ƦƏǊǜǛǍǘǒƘƢǔƜƱưŴᄒƍǋƷƕ֣ǈƮǒ
ƍ૾ƴǋǂǍƢƘƳǔǑƏƴپƠƨŵ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳȈၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

ǯǤȃǯƴǎƏǊǜ ᤅƷእ ᲬᲭ᳡

ྚƶƗ ᲫᲪ᳡

ƦƏǊǜᲢʑᲣ ᲫᲱ᳡

൦ ᲰᲪ᳧᳦

˺Ǔ૾ȷᛦྸƷȝǤȳȈ

ȬǷȔ˺ᎍ 䠄 ▼ᯇ⏤⣖Ꮚ䚸㤶䚸ᰡᏊ䚸Ώ㎶䜂䜝⨾䚸ᯇᑿ⏤⨾Ꮚ 䠅

䐟 㔩㣤䛾⣲䜢Ỉ䛷ⷧ䜑䜛䚹
䐠 ⋢䛽䛞䛿ⷧ䛟䝇䝷䜲䝇䛩䜛䚹
䐡 䛭䛖䜑䜣䛿༙ศ䛻ᢡ䜛䚹
䐢 䐟䡚䐡䜢⿄䛻ධ䜜䛶䝪䜲䝹䛩䜛䚹
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Ჶ᭗ᱫᎍᲸ
ȷȟȍǹȈȭȸȍȑǹǿ

Ჶॸࣱ၌धᲸ
ȷƪǒƠݤӮ
ȷ༃ཋ

ᲶᢤᩊƷಮ܇Ჸ
ȷȩǤȕȩǤȳ μƯg
ȷ��ӸƷƏƪ᭗ᱫᎍ��Ӹ
ȷ᭗ǫȪǦȠᘉၐᲫӸ
ᲢഒɧਰᲣ

Ჶ᭗ᱫᎍᲸ
ȷ᭗ᱫƷ૾ƕٶƍᢤᩊӼƚƴǍǘǒƔƞǛᛦૢưƖǔȡ
ȋȥȸƴƠƯƍǔŵ
ȷƨǜƺƘឋᄩ̬ǛႸਦƠƯƍǔŵ
ȷҳƸƦƷǇǇǏưƯŴࢸƔǒชƑƨŵᲢǢȬȫǮȸݣሊŴ
ǓᲣࢢ
Ჶॸࣱ၌धᲸ
ȷɟᑍǛșȸǹƴƠƳƕǒŴഒɧਰƷݣᝋᎍƴǋǂǍ
ƢƍǑƏپƠƨŵ
ȷǇƣᓔǛǏưƯŴ൦ǛਾƯƯŴᛦԛƠƨŵǫȪǦȠǛ
ถǒƠƨŵ

ྂᇌƷپȷࣖݣƷȝǤȳ
Ȉ

ၐ ཞ

ྂᇌȷ૰ྸӸ

љ 㧗㱋⪅

ј ៏ᛶᝈ

ȟȍǹȈȭȸȍȑǹǿ ȑǹǿ ���᳡ ƪǒƠݤӮ  Ძǫȃȗ

ᲢᲲʴЎᲣ ȈȞȈፃ Ძፃ ���᳡ 
�ʴЎ� ǵȗȪᲢȓǿȟȳᲣ �᳡

ᝃ൦༃ٻ ����ፃ ��᳡ ƪǒƠݤӮƷእ ���ᘥ

ҳ ��᳡ ༃ཋ ȄȊፃ ����ፃ ��᳡
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平成29年度JDA-DATリーダー研修　サンプル提供企業・提供品一覧

企業名 内容

1 ハウスウェルネスフーズ株式会社 栄養強化米

2 ニュートリー 株式会社 CP10　120本（4ケース）

3 木徳神糧 株式会社
・たんぱく質調整食品
・災害食（ライス72Ｈ等）

4 日本ケロッグ

・オールブラン フルーツミックス　1箱（12袋）
・コーンフロスティ　1箱（15箱）
・コーンフレーク　1箱（12袋）
・フルーツグラノラ厳選素材　1箱（12袋）
・バラエティボックス　5箱（20袋×5箱）
・業務用ライスクリスピー　1ケース（8箱入り）

5 カゴメ株式会社
・野菜一日これ一本長期保存用　30本入り　4箱
・野菜たっぷりスープ　30個入り　4種類×各1箱

6 株式会社セイエンタプライズ

・アルミラミネートパウチ入りの「野菜のクリームパスタ
（フリーズドライ　Pasta Primavera）　6個

・サバイバルフーズ　小缶　チキンシチュー 　6缶（1箱）
・サバイバルフーズ　小缶　野菜シチュー 　6缶（1箱）
・サバイバルフーズ　「大缶」クラッカー 　6缶（1箱）

7 アサヒグループ食品 ベビーフード、ミルク、介護食、口腔ケア用品等

8 株式会社ＨプラスＢライフサイエンス
・粉飴ゼリー　うめ味
・粉飴ゼリー　コーヒー味

9 アボットジャパン
・アバンド24gx30袋入り　7ケース　ダンボール大1箱
・グルセルナ-EX　24本入り　5ケース

10 株式会社給食企画体

・尾西のアルファ米　白飯（個包装）……8袋
・尾西のアルファ米　赤飯（個包装）……7袋
・尾西のアルファ米　田舎ごはん（個包装）……7袋
・尾西のアルファ米　白がゆ（個包装）……8袋
・尾西のアルファ米　梅がゆ（個包装）……7袋
・アレルギー27品目不使用の米粉100％の乾パン……1缶（5個入り）×12缶
・アレルギー27品目不使用の米粉100％の乾パン……1袋（2個入り）×9袋
・アレルギー27品目不使用の米粉100％の乾パン……1袋（7個入り）×5袋
・アレルギー27品目不使用の米粉100％のﾗｲｽｸｯｷｰ（ﾌﾟﾚｰﾝ）……1箱（8枚入り）×48箱
・アレルギー27品目不使用の米粉100％のﾗｲｽｸｯｷｰ（いちご味）……1箱（8枚入り）×48箱
・やさしいクリームスープ……85パック
・防災用ネオ玄米スナック（大判タイプ）……90パック

11 テルモ株式会社
・ペプチーノ　（アップル味、レモン味：各2箱）
・テルミールミニ　（コーヒー味、スープ味（200kcal／125mL）：各2箱）
・テルミール2.0α（ストロベリー味、バニラ味（400kcal／200mL）：各2箱）

12 カリフォルニアプルーン協会 個包装プルーン2個入りリーフレット付きのサンプルパック150個程度：3箱

13 トーアス株式会社
・玄米缶　50コ
・野菜缶　50コ
・スイーツ缶　30コ

14 小林製薬株式会社 イージーファイバー（特定保健用食品）スティック袋包装　2箱（1ケース24箱入り）

15 株式会社むらせ
・ライスグラノーラPocket3種類（ﾒｰﾌﾟﾙ、きなこ、和風だし）　ダンボール3個×2
・展示用：3口(PPバンド結束ダンボール3個×3

16 キユーピー株式会社

・まごころ一膳　富士山の銘水で炊きあげた玉子がゆ:１ケース
・キユーピーベビーフード　すまいるカップ　すきやき丼：１ケース
・キユーピーベビーフード　すまいるカップ　たっぷり野菜のチキンライス：１ケース
・やさしい献立　煮込みハンバーグ：１ケース
・やさしい献立　なめらかおかず　鶏肉と野菜：１ケース
・やさしい献立　すりおろし果実　りんご：１ケース

17 アルファ―食品
・五目ご飯
・おこげ（コンソメ味）
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平成29年度JDA-DATリーダー研修　 パッククッキング　食材
【想定数（量）】
・対象人数　１00名

材料名 一人当たり量 想定人数 規　格 発注量 備考

精白米 ６０g ４０人 無洗米3kg 1袋

食パン（８枚切り） １枚 ４０人 ８枚切 3袋

スパゲティー ８０ｇ ４０人 100g束×４束入 ４袋

そうめん（乾） ８０ｇ ４０人 100g束×４束入 ４袋

マグロフレーク缶 ３０ｇ ２０人 ７０ｇ入缶 ４缶

シーチキンLフレーク ３０ｇ ２０人 ７０ｇ入缶 ４缶

鯖味噌煮缶 ４０ｇ ２０人 １６０ｇ入缶 ２缶

鶏ささみフレーク缶 ３０ｇ ２０人 真空パック４０ｇ入 5パック

豚角煮缶 ４０ｇ ２０人 １６０ｇ入缶 3缶

焼き鳥缶 ４０ｇ ２０人 ８５ｇ入缶 5缶

魚肉ソーセージ ３０ｇ ２０人 ７５ｇ／本 5本

高野豆腐（薄切り） ８ｇ ２０人 ８．５ｇ／ケ　５ｹ入 2ケ

卵 ３０ｇ ４０人 １０個入パック ２パック

サツマイモ ５０ｇ ３０人 Ｓ又はＭサイズ 1ｋｇ

ジャガイモ ５０ｇ ３０人 Ｍサイズ 1ｋｇ

玉ねぎ ５０ｇ ３０人 Ｍサイズ 1ｋｇ

人参 ３０ｇ ３０人 Ｍサイズ １ｋｇ

大根 ５０ｇ ３０人 Ｍサイズ 1ｋｇ

茄子 ３０ｇ ３０人 Ｍサイズ １ｋｇ

キャベツ ３０ｇ ３０人 Sサイズ ２個

胡瓜 ３０ｇ ４０人 Ｍサイズ 7本

ホールトマト缶 ５０ｇ ４０人 ４００ｇ入缶 3缶

切り干し大根 ５ｇ ４０人 ３０ｇ入袋 ２袋

大豆水煮缶 ３０ｇ ３０人 １２０ｇ入缶 4缶

スィートコーン（ホール） １０ｇ ３０人 ６５ｇ入缶 3缶

ヤマモリ鶏釜 ２袋

ヤマモリごぼう ２袋

永谷園　すし太郎彩りちらし 2袋

砂糖 ５００ｇ入袋 1袋

醤油 ８００ｇ入ボトル 1本

食塩 ５００ｇ入袋 1袋

ソース（ウスター） ３００ｇ入ボトル 1本

味噌（ミックス又は白） ５００ｇ入カップ 1カップ

顆粒コンソメ（スティック） ５．３ｇスティック５本入 ２箱

ほんだし ８ｇスティック２６本入 1箱

麺つゆ ２倍濃縮１Ｌ入 1本

マヨネーズ ３５０ｇ入 1本

水 ２L ２本

材料名 一人当たり量 想定人数 規　格 発注量 備考

ラップ（小） ２２cm×１５m 1本

ラップ（大） ３０cm×１５m 1本

アルミホイル ２５cm×２０m 1本

手指消毒用アルコール 3ケ

手洗い用せっけん 5ケ

食器用洗剤 5ケ

ポリ袋（マチ無し） 縦25cm×横18cm×厚0.02mm ２0袋 ５０枚入／袋

弁当箱（ディスポタイプ） １台２個２個×10台分 小型仕切なし（12cm×18cm） 20ケ

割り箸 50～60膳入 3袋

炊き込みご飯鶏ゴボウ
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