
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

2018年1月20日号 〈28Ｐ〉 休日在宅医は25ページに掲載
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作り方
❶鮭は１口大に切り、白ワインをふって5分ほどお
き、ペーパーで水分をふきとる。タマネギは薄切り
にし、ホウレンソウは３㎝の長さに切る。マイタケ
は小房に分ける。
❷たっぷりのお湯に塩を入れてパスタをゆでる。
ゆで上がる30秒前にホウレンソウを入れる。
❸フライパンにオリーブオイルを熱し、①の鮭の
表面に小麦粉をつけてしっかりと焼き、タマネギ
を入れてしんなりするまで炒めたら、マイタケを加
えて炒める。さらにAを加えて、煮詰まってきたら
とろけるチーズを加え、塩・こしょうで味を調える。
❹③に②をからめる。

全国各地での講演、レシピ開発、商品開発、
料理指導など幅広い活動を通じて、野菜の
栄養とおいしさを伝えている。シティリビ
ング大阪・神戸版コラム「いつもの食材で
よくばりごはん」の担当も。
http://ameblo.jp/chienowa831/

管理栄養士
野菜ソムリエ上級プロ
野口知恵さん

レシピを教えてくれたのは…

働く女性の免疫力UP 免疫にうれしい栄養素たっぷりの簡単レシピを教えてもらいました。

鮭とホウレンソウの豆乳パスタ

材料（2人分）
生鮭 ………… 2切れ
白ワイン……大さじ1
小麦粉 ………… 適量
タマネギ………1/4個
ホウレンソウ…1/2束
マイタケ………1/2袋

材料（2人分）
豚肉（切り落とし）……80g
白菜…芯に近い部分4枚ほど
ベビーリーフ………1/2袋
ミニトマト……………4個
ミカン…………………1個
塩・コショウ…………適量

＜ドレッシング＞
タマネギ……………1/4個
ミカン…………………1個
酢…………………小さじ2
アマニオイル……大さじ2

作り方
❶ドレッシングをつくる。ミカンは皮をむき、粗
みじん切りに。タマネギはみじん切りにし、空気
にさらして辛味を抜く。ドレッシングのすべての
材料を混ぜ合わせ、塩・コショウで味を調える。
❷白菜とミカンは一口大に、ミニトマトは半分に
切る。豚肉は塩・コショウを振り、酒を大さじ1（分
量外）入れたお湯でしゃぶしゃぶにし、冷水に取
り上げてペーパーで水気をしっかり切る。
❸器にベビーリーフと②を盛り付け、①を回しかける。

豆乳 …………… 300㏄
顆粒コンソメ …… 1袋

とろけるチーズ ……… 20g
パスタ ……………… 180g
オリーブオイル … 小さじ1
塩・コショウ …………適量

A 

　ビタミンB1が豊富な豚肉を
のせたボリュームサラダ。ド
レッシングに使ったタマネギ
に含まれるアリシンは、ビタ
ミンB1の吸収率をアップ。ア
マニオイルは、ドライフルー
ツとともにヨーグルトにかけ
て食べても◎。

　ホウレンソウには葉酸がたっぷり！
鮭にはビタミンDのほか、EPAも豊富
に含まれます。白ワインに漬けること
で、臭みがとれて豆乳のソースとおい
しくいただけます。

白菜と豚肉のサラダ
～アマニオイルのみかんドレッシング添え～

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面で
ご覧ください。


