
済生会熊本病院 予防医療センター
健康支援室の管理栄養士の皆さん
（左から）

　「温かいスープは身体をあたため、液体だ
から消化吸収しやすく疲労回復に効果的で
す。また、肉や野菜など様々な素材の栄養素
が一つになった美味しさで、幅広い年齢層
におすすめできます。今回は、メインにもなる
一品を意識して作りました」

詰
め
も
の

Living

美的健康レシピ②

アンチエイジング
project

今回、レシピを考案してくれた専門家

トマトの中には、ふんわり鶏ミンチ！

丸ごとトマトのスープ
◆トマト　　　　　………4個

1トマトは湯むきする。へたの方がふたになるように少し厚めに
切り落とし、中身を取り出しておく
2玉ねぎをみじん切りにし、きつね色になるまで炒め、しいたけ
（みじん切り）を加えさらにしんなりしたら火から下ろし冷ます。
冷めたら鶏ミンチ、溶き卵、タイム、塩・こしょうを加え混ぜる
31に2を詰める。鍋に水とコンソメ、1で取り出したトマトの中
身をザルでこして加え、酒、ベーコン、ローリエ、塩、こしょうを加
え熱し、肉詰めしたトマトを入れ、15分ほど煮込む（トマトが煮
崩れないように弱火～中火で）
4器に盛りつける

鶏ミンチ　………160g 
玉ねぎ　…………1/2個
卵（溶き卵）………1個
生しいたけ　………4枚
タイム　……………4本

　材料
（4人分）

つくり方

トマトの赤色色素のリコピンは免
疫力をＵＰ。生活習慣病の予防だ
けでなく、最近は美白・美肌にも有
効なことが注目されています。

コンソメ　……小さじ4
水　………………800cc
酒　……………大さじ2
ベーコン　…………80g
ローリエ　…………1枚
塩　…………………少々
こしょう　…………適宜

ス
ー
プ

1人1食187kcal

健康管理のプロが教える
　年末に向けて、これからどんどん忙しく
なってくる時季。さらに暖房の乾燥や冷
えで、お肌の調子も下り坂に…。
　今回のアンチエイジングレシピは、お
疲れモードの身体とお肌をサポートして
くれる、魅力的なスープがテーマ。おいし
く手軽に栄養を取るための知恵がいっ
ぱいのスープで、身体の中からきれいに
なりましょう。

❶ボリュームがある、

　“食べる”スープ

❷美肌や健康になる

　栄養素がたっぷり

❸カロリーと塩分はひ
かえめ

❹下処理＋煮込み時
間で

　45分以内で気軽に
作れる

point

　年末に向けて、これからどんどん忙しく

きれいになれるきれいになれる
健康管理のプロが教える

スープスープ
森川清美さん　藤川あゆみさん　尾方祐子さん
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◆リビング新聞は仙台から鹿児島まで全国64エリア（版）、884万部を
　ネットワークしています。
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2012年11月10日　土曜日　＜2＞

◆鶏の手羽先　……………………8本
ジンジャーエール　……200cc 
酢　……………………大さじ１
しょうが(すりおろし）…20 g 
塩　…………………小さじ1/2

1フライパンを熱し、手羽先に焼き色がつくように、
こんがり焼く
21にジンジャーエールと酢、おろししょうが、塩を
入れ、落としぶたをして5分程中火で煮る

3落としぶたを外し、汁気がなくなるまで強火で煮る
4汁気がなくなったら、水と薄口しょうゆ、ゆで大豆
を加え沸騰させる
5沸騰したらアクを取り、塩で味を調える
6器に盛りつけ、仕上げに黒こしょうをふる

材料(4人分)

つくり方

手羽先の
ジンジャーエール
スープ

鯛は脂質が少なく、美肌を
保つのに必要なたんぱく質
とビタミンB1が多く含まれ
ています。タウリン、カリウ
ム、ＤＨＡ等も含まれます。

とくに手羽先には美肌の
素・コラーゲンたっぷり。人
の体に必要な必須アミノ酸
が均等にふくまれている大
豆で、食べごたえをアップ！

女性ホルモンと似た働きを
することで知られている大
豆イソフラボン。動脈硬化
や骨粗鬆症の予防、更年
期の不快感を緩和します。

ごぼうの旬は初秋～初冬！
水溶性と不溶性の食物繊
維をバランスよく含んでい
ます。便秘の解消や血糖値
の上昇をおさえます。

ジンジャーエールで煮ると肉が柔らかく！

◆水　……………………………600cc
◆薄口しょうゆ　…………小さじ1.5杯
◆ゆで大豆 　………………………60g
◆塩　………………………………少々
◆黒こしょう(粗挽き）……………適量

◆鯛（または白身魚）　……………4切
酒　…………………大さじ１
塩　………………………少々

1【下準備】白身魚に酒と塩をふり、しばらくお
く。アサリは砂抜きをしておく
2白身魚をグリルで焼く（下味をつけて魚を焼
くことで、煮崩れを防ぎ、風味をつけることが
できる）
3昆布でだしを取ったスープに、焼いた白身魚
とあさりを入れて煮る。あさりから塩分と出汁
が出るので、味を見て足りなければ塩で調味
する

4器に盛りつけ、小ネギをのせる

材料
(4人分)

つくり方

白身魚と
あさりのスープ

ミネラル豊富な、やさしい風味

◆昆布だしスープ
            （水800ccに昆布10cmでだしをとる）
◆あさり(殻付き)　  ………約35個（1パック）
◆塩 …少々(味を見て足りなければ入れる)
◆小ネギ（小口切り）…………………適宜

◆ごぼう　………………………1本
◆玉ねぎ    ……………………1/2個
◆マッシュルーム  ………………８個
◆牛肉（もも薄切り）……………160g

1ごぼうを薄く斜め切りにし、水にさらす
2玉ねぎ、マッシュルームは薄切りにしておく
3牛肉に小麦粉をまぶしておく
4フライパンにオリーブオイルとおろしニンニクを
入れ火にかけ、香りがたったら、玉ねぎとごぼうを
弱火で炒め、しんなりしてきたらマッシュルーム、
牛肉を炒める

5デミグラスソースと水とコンソメ、塩を入れ、10分
程弱火で煮る

6器に盛りつけ、仕上げに生クリーム、パセリをふる

材料(4人分)

つくり方

ごぼう入り
ビーフストロガノフ

旬で、食物繊維が豊富なごぼうをおいしく

◆オリーブオイル　…………大さじ１
◆おろしにんにく  …1かけ分（12ｇ）
◆デミグラスソース……………1缶
◆水　…………………………500cc
◆コンソメ　………………大さじ1
◆塩　……………………小さじ1/3
◆生クリーム、パセリ　……好みで

小麦粉   ………………大さじ１

◆さつま芋　 …………………中1個
◆かぼちゃ ……………………1/8個
◆にんじん　   …………………1/2本
◆じゃがいも　   ………………中1個

1具材の野菜を１～1.5cmの
　厚さに切る
2フライパンにバターを熱し、
　1を焦げ目が付くよう、こん
　がり焼く（バターの熱し過ぎに注意）
3鍋に豆乳を入れ、コンソメを溶かす
43に2を加え、５分程煮る（長時間煮ると崩れて
しまうので2の時に７割ほど火を通しておく）
5好みで、塩・こしょうで味を整える

材料
(4人分)

つくり方

ほっこり
豆乳スープ

野菜ごろごろ！　女性の味方・イソフラボン

◆豆乳　………………………800ml
◆コンソメ　…………小さじ2.5杯
◆塩・こしょう　………………適宜

バター（無塩）……15ｇ

具材をきのこ
とベーコンな
どに代えても
ＯＫ！

1人1食170kcal

1人1食239kcal

1人1食136kcal

1人1食156kcal
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