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シニア施設・病院給食向け

やわらかレシピ集
シニア施設・病院給食向け

やわらかレシピ集

※各メニューに記載しているコードは日本摂食・嚥下リハビリテーション学会「嚥下調整食学会分類 2013」の嚥下調整食コードに基づいて表記しております。

【材料（１人前）】
＜やわらかチキンバーグ＞
・ローストチキン
  （一口大）50ｇ
・たまねぎ（おろす）20ｇ
・コンソメスープ 10ｇ
・ゲル化剤 0.5ｇ
・クリーミーブラウンソース   
  15ｇ
・パセリ（乾燥）少々
＜添えもの＞
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍コーンサラダ 30g
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍にんじんサラダ 30g

【作り方】
①＜やわらかチキンバーグ＞
をつくる。コンソメスープ、
ローストチキン、たまねぎ、
ゲル化剤をなめらかになるま
でミキサーにかけ、加熱した
後、ハンバーグの形に成形し、
固める。
②皿に①を盛り付け、お好み
でまごころ食彩ＴＭ冷凍コーン
サラダ、まごころ食彩ＴＭ冷凍
にんじんサラダを添える。
③上からクリーミーブラウン
ソースをかけ、パセリをトッ
ピングする。

やわらかチキンバーグのプレート
【材料（１人前）】
＜やわらか塩鮭＞
・塩鮭（ほぐす）50g
・かつおだし 20g
・ゲル化剤 0.5g
・大根（おろす）10g
・塩味控えめとろみソース
  だし醤油味 5g
＜添えもの＞
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍ごぼうサラダ 30g
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍かぼちゃサラダ 30g

【作り方】
①＜やわらか塩鮭＞をつ
くる。塩鮭、かつおだし、
ゲル化剤をなめらかにな
るまでミキサーにかけ、
加熱した後、型に入れ固
める。
②皿に①を盛り付け、大
根おろし、塩味控えめと
ろみソース だし醤油味、
まごころ食彩ＴＭ冷凍ごぼ
うサラダ、まごころ食彩
ＴＭ冷凍かぼちゃサラダを
添える。

やわらか焼鮭プレート

枝豆とえびのムース～白だしあん～ 豚の角煮と人参のムース

かぼちゃスープ
A 通常 A 通常 

B とろみタイプB とろみタイプ B とろみタイプB とろみタイプ

A 通常 A 通常 

【材料（1 人前）】
＜A 通常＞・まごころ食彩ＴＭ冷凍かぼちゃサ
ラダ 100g・牛乳 100g
＜B とろみタイプ＞・まごころ食彩ＴＭ冷凍か
ぼちゃサラダ 100g・牛乳 50g

【作り方】
① まごころ食彩ＴＭ冷凍かぼちゃサラダと牛乳
をミキサーで混ぜ合わせる。

ごぼうスープ

【材料（1 人前）】
＜A 通常＞・まごころ食彩ＴＭ冷凍ごぼうサラ
ダ 100g・牛乳 100g
＜B とろみタイプ＞・まごころ食彩ＴＭ冷凍ご
ぼうサラダ 100g・牛乳 50g

【作り方】
① まごころ食彩ＴＭ冷凍ごぼうサラダと牛乳を
ミキサーで混ぜ合わせる。

にんじんスープ

【材料（1 人前）】
＜A 通常＞・まごころ食彩ＴＭ冷凍にんじんサ
ラダ 100g・牛乳 100g
＜B とろみタイプ＞・まごころ食彩ＴＭ冷凍に
んじんサラダ 100g・牛乳 50g

【作り方】
① まごころ食彩ＴＭ冷凍にんじんサラダと牛乳
をミキサーで混ぜ合わせる。

コーンスープ 枝豆スープ

【材料（1 人前）】
＜A 通常＞・まごころ食彩ＴＭ冷凍コーンサラダ 100g・牛乳 100g
＜B とろみタイプ＞・まごころ食彩ＴＭ冷凍コーンサラダ 100g・牛乳 50g

【作り方】
① まごころ食彩ＴＭ冷凍コーンサラダと牛乳をミキサーで混ぜ合わせ
る。

【材料（1 人前）】
＜A 通常＞・まごころ食彩ＴＭ冷凍枝豆サラダ 100g・牛乳 100g
＜B とろみタイプ＞・まごころ食彩ＴＭ冷凍枝豆サラダ 100g・牛乳 50g

【作り方】
① まごころ食彩ＴＭ冷凍コーンサラダと牛乳をミキサーで混ぜ合わせ
る。

【材料（１人前）】＜えびのムース＞・むき海老（中）25g・和風だし（液体）
25g・料理酒 3g・うすくち醤油 0.5g・食塩 少々・ゲル化剤 0.27g
＜枝豆ムース＞・まごころ食彩ＴＭ冷凍枝豆サラダ 20g・牛乳 40g
＜とろみだしあん＞・白だし 適量・水 適量・とろみ剤 適量

【作り方】①＜えびのムース＞をつくる。むき海老を和風だし、料理酒、う
すくちしょうゆ、食塩で煮て、ゲル化剤を加え、なめらかになるまでミキサー
にかける。②＜枝豆ムース＞をつくる。まごころ食彩ＴＭ冷凍枝豆サラダに牛
乳を加え、なめらかになるまでミキサーにかけ、70℃以上になるまで加熱
する。③バットに②、①、②の順で流し入れ、冷蔵庫で冷やし固め、食べやす
い大きさに切る。④＜とろみだしあん＞を作る。白だし、水、とろみ剤を混
ぜ合わせる。⑤器に③を盛り付け、上から④をかけていただく。

【材料（１人前）】＜豚の角煮ムース＞・冷凍やわらか豚角煮（湯煎）40g
・和風だし（液体）15g・ゲル化剤 0.4g＜人参ムース＞・まごころ食彩ＴＭ
冷凍にんじんサラダ 15g・牛乳 23g＜とろみだしあん＞・白だし 適量・水 
適量・とろみ剤 適量

【作り方】①＜豚の角煮ムース＞をつくる。冷凍やわらか豚角煮、和
風だし、ゲル化剤を加え、なめらかになるまでミキサーにかける。
②＜人参ムース＞をつくる。まごころ食彩ＴＭ冷凍にんじんサラダに
牛乳を加え、なめらかになるまでミキサーにかけ、70℃以上になる
まで加熱する。③バットに①、②の順で流し入れ、冷蔵庫で冷やし固
め、食べやすい大きさに切る。④＜とろみだしあん＞を作る。白だし、
水、とろみ剤を混ぜ合わせる。⑤器に③を盛り付け、上から④をか
けていただく。
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【主菜  MainDish】【主菜  MainDish】

【スープ  Soup】【スープ  Soup】

A 通常 A 通常 

B とろみタイプB とろみタイプ

A 通常 A 通常 A 通常 A 通常 B とろみタイプB とろみタイプ B とろみタイプB とろみタイプ



【材料（１人前）】
・ブロッコリー（ゆでる）20g
・かつおだし 6g
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍コーンサラダ 50g

 【作り方】
①ブロッコリーにかつおだし
を加えて、ミキサーにかけ、
ペースト状にしておく。
②器にまごころ食彩ＴＭ冷凍
コーンサラダを盛り付け、上
から①をかける。

【材料（１人前）】
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍ごぼうサラダ 50g
・きゅうり（細切り） 10g

 【作り方】
①まごころ食彩ＴＭごぼうサラ
ダにきゅうりを混ぜ合わせ
る。
②器に盛り付ける。

【材料（１人前）】
・にんじん（乱切り）30g
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍枝豆サラダ 50g

 【作り方】
①にんじんはだし汁（分量外）
でやわらかくなるまで煮る。
②まごころ食彩ＴＭ冷凍枝豆サ
ラダと①を和える。
③器に盛り付ける。

【デザート  Dessert】【デザート  Dessert】

【材料（１人前）】
・ほうれん草（ゆでる）20g・和風だし（液体）10g
・うすくちしょうゆ 1g　・砂糖 0.5g
・サラダ油 1g　・ゲル化剤 0.3g
・まごころ食彩ＴＭ冷凍にんじんサラダ 10g

 【作り方】
①ほうれん草に和風だし、うすくちしょうゆ、砂糖、
サラダ油、ゲル化剤を加え、なめらかになるまでミキ
サーにかける。
②器に①を盛り付け、上からまごころ食彩ＴＭ冷凍にん
じんサラダをのせる。
※お好みでまごころ食彩ＴＭ冷凍にんじんサラダはだし
汁（分量外）でのばし、粘度調整をする。

【材料（１人前）】
・まごころ食彩ＴＭ冷凍かぼちゃサラダ 40g
・こしあん 5g
・ホイップクリーム 適量
・セルフィーユ 適宜

 【作り方】
①器にまごころ食彩ＴＭ冷凍かぼちゃサラダを盛り付
け、上にこしあんとホイップクリームをトッピングす
る。
※こしあんはお好みで粘度の調整をする。
②お好みでセルフィーユを添える。

【材料（１人前）】
・サンドイッチ用食パン 5 枚
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍ごぼうサラダ 20g
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍かぼちゃサラダ 20g
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍枝豆サラダ 20g
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍コーンサラダ 20g
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍にんじんサラダ 20g

【作り方】
①サンドイッチ用食パンにまごころ食彩ＴＭ冷凍ごぼうサラダ、ま
ごころ食彩ＴＭ冷凍かぼちゃサラダ、まごころ食彩ＴＭ冷凍枝豆サラ
ダ、まごころ食彩ＴＭ冷凍コーンサラダ、まごころ食彩ＴＭ冷凍にん
じんサラダをそれぞれ塗り広げる。
②手前から巻き、斜め半分に切る。

5 種のロールサンド
【材料（１人前）】
・かゆ 150g
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍枝豆サラダ 15g
・とろ～りたまご 20g
・塩味控えめ
  とろみソース
  だし醤油味 3g

【作り方】
①器にかゆを盛り付け、上にとろ～りたまご、まごころ食彩ＴＭ冷
凍枝豆サラダをのせる。
②上から塩味控えめとろみソース だし醤油味をかけていただく。

おかゆ～枝豆とたまご～

【材料（１人前）】
・食パン（白）50g
・牛乳 150g
・砂糖 10g
・まごころ食彩ＴＭ
  冷凍にんじんサラダ 20g

【作り方】
①耳を取り、一口大に切った山食に牛乳、砂糖を加え、なめらか
になるまで鍋で加熱しながら混ぜ合わせる。
②器に①を盛り付け、上からまごころ食彩ＴＭ冷凍にんじんサラダ
をのせる。

パンがゆ～にんじんソース～
【材料（１人前）】
・かゆ 150g
・塩味控えめ
  とろみソース 梅味 10g

【作り方】
①器にかゆを盛り付け、上から塩味控えめとろみソース 梅味を
かける。

おかゆ～梅とろみソース～

ほうれん草のムース
～にんじんサラダのせ～

コーンとブロッコリーのサラダ

ごぼうときゅうりのサラダ

枝豆と人参のサラダ

かぼちゃとあんこの
デザート風小鉢

かぼちゃきんとん

【材料（１人前）】
・まごころ食彩ＴＭ冷凍かぼちゃサラダ
33.5g・白あん 16.5g・きな粉 少々
 【作り方】
①まごころ食彩ＴＭ冷凍かぼちゃサラダ、
白あんを鍋で温めながら練り混ぜる。
②①を器に盛り付け、きな粉をかける。

やわらかかぼちゃ羊羹

【材料（１人前）】
・まごころ食彩ＴＭ冷凍かぼちゃサラダ 50g
・白あん 25g・牛乳 100g・黒みつ 10g
 【作り方】
①まごころ食彩ＴＭ冷凍かぼちゃサラ
ダ、白あん、牛乳を混ぜ合わせ、70℃
以上になるまで加熱する。②①を型に
入れて冷やし固める。③８等分に切り、
器に盛り付け、上から黒みつをかける。

パンプキンプリン

【材料（１人前）】
・まごころ食彩ＴＭ冷凍かぼちゃサラダ
50g・牛乳 100g
 【作り方】
①まごころ食彩ＴＭ冷凍かぼちゃサラダ、
牛乳を混ぜ合わせ、70℃以上になるま
で加熱し、容器に入れて冷やし固める。
②ホイップクリームをトッピングし、
お好みでセルフィーユを添える。

4 

4 

4 4 4 4 

4 

4 4 4 4 

【主食  Staple Food】【主食  Staple Food】【小鉢  Small Bowl】【小鉢  Small Bowl】


