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おうちでピザづくりに挑戦してみませんか。

 ３つの食品群とは、食品が体の中に入った時の働きによって、３つのグループに
分ける考え方です。栄養バランスのよい食生活を心がけるなら、1日当たりの食品
の量は、「黄：緑：赤＝３：２：１」くらいが理想的です。
 どの食品群も選ぶと栄養バランスの良いピザを作ることができますよ。

～３つの食品群を意識して、栄養バランスのよいピザを～

主に、エネルギーの素になる食品

頭や体を動かすパワーになります。

不足すると力が出なかったり、集中

できなかったり、息切れしやすくな

るなど。

主に、体をつくるの素になる食品

筋肉や、骨、皮ふ、爪など体を作る

素になります。不足すると、体の発

育が悪くなるなど。

主に、体の調子を整える食品

食物繊維がお腹の中を掃除したり、病気から体を守ったり、もし病気になって

も病気から早く元気になるのを助けたりする。

黄レンジャー

緑レンジャー

赤レンジャー



ワンポイント

・強力粉　　　　…100g
・薄力粉　　　　…50g
・ドライイースト…1g～2g(小さじ1/３）
・塩　　　　　　…1g～2g（小さじ1/３）
・牛乳　　　　　…40㏄
・水　　　　　　…60㏄

＜生地を冷蔵庫で寝かせる＞
・次ページの④をする際に、袋やタッパーなどに入れて冷
蔵庫で一晩寝かせることもできます。その時は、ドライ
イーストは半分で作ることができます。

＜冷凍保存する＞
・次ページの④が終わったら、表面に油を塗り、ラップで
包み、冷凍することもできます。使うときは自然解凍で柔
らかくしてから使います。
・次ページの⑤と同様に、生地に穴をあけて、具をのせず
生地を8割ほど焼いて冷まし、ラップにくるんで冷凍する
こともできます。（こちらは、冷凍庫から出してすぐ使え
ます。）

ピザ生地
材料（直径24センチ　1枚分）



お子さんと一緒に、チャレンジしてみませんか。

生　地　の　作　り　方

①ボールに、強力粉、薄力粉、ド

ライイースト、塩を入れてざっと

混ぜる。

②牛乳と水を混ぜたものを加えて、

ボールの中でまとまったら台の上

に出し、表面がつるりとするまで

こねる。

③ラップまたは濡れぶきんをかけ

て、30分くらい置いて寝かせてお

く。(冬場は、あたたかいところ

で）

④クッキングペーパーの上に生地

を出し、油（分量外）をたらし、

手で伸ばす。（のばす様子は、動

画を見てね★）

⑤生地に穴を開け、具をトッピン

グして、オーブンの最高温度(予

約あり)で、チーズがとけて、ふ

ちがすこし色づくまで焼く。（10

分～20分程度）



手作りトマトソース

手作りのトマトソースのピザも絶品です。

①玉ねぎ(1個）、ニンニク（大き

め１かけ）をみじん切りにする。

②少し深めのフライパンに、オ

リーブオイル、ニンニクを入れて

火をつけ、いい香りがしてきたら

たまねぎを加えて炒める。

③たまねぎの周りが少し半透明に

なったら、トマト缶(1缶）を入れ

る。コンソメ(1個）、塩(小さじ

1/2）、砂糖(小さじ1/2）を入れて

煮詰める。

ピザのほか、スープやパスタ、トマト煮こみ、

焼いた魚や肉のソースとして、使うことができます。

フレッシュなトマトで作ってもおいしいです。

ブレンダーにかけてなめ

らかにしてもいいです。

お好みで、オレガノ、

バジル等を入れると深みが

出てよりおいしくなります。



材料

・ケチャップ　…大さじ３
・マヨネーズ　…小さじ１
・しょうゆ　…小さじ１/２
・おろしにんにく　…少々
・乾燥バジル　　　…少々
・ハーブソルトまたは、
　ハーブと塩(お好み)…少々

具材を選ぼう

即席ピザソース
直径24センチ　1枚分

作り方
①小さなボールにすべてを混ぜ合わせる。

ハーブソルトやハーブはお好みで入れてください。
オレガノやセージ、ディル、タイムなど

黄レンジャー

ピザの生地は、ここの仲間なので、こ

こからは選ばなくてもOK

好きなものがあれば、選ぼう！



にんにく ・れんこん

とうもろこし ・きのこ・たまねぎ

えだまめ・たけのこ ・ピーマン

バジル・なす ・ズッキーニ

ねぎ・アスパラ ・かぼちゃ

ハム・ベーコン ・しらす

ウインナー　 ・いか・えび・たこ

たまご・ツナ ・ちくわ・かにかま

ほたて・アンチョビ ・さば缶

具材を選んだら、生地作りの⑤に戻り、
生地に乗せ、チーズをのせて焼こう。

緑レンジャー

そのまま乗せたり、ゆでたり、

炒めてたりしてからでもいいよ。

炒めると量が減るので、おすすめ。

たくさんとってもOKだ！！

赤レンジャー

１～２つ、選ぼう。

少数精鋭でいこう。

食べやすい大きさに切り、

魚介類は、さっとゆでておこう。



材料 作り方

・バター　　　…10g
・薄力粉　　　…10g
・牛乳　　　　…100㏄

①ボールにバターと薄力粉を入
れて、レンジでバターを溶か
す。（600wで30秒くらいか
ら様子を見て）
②泡だて器で、よく混ぜ、牛乳
を少しずつ入れてさらに混ぜ
る。
③６００ｗで1分レンジにかけ
て、一度取り出し、泡だて器で
混ぜる。もう2回繰り返す。あ
ら熱をとっておく。

即席ホワイトソース
直径24センチ　1枚分

具材を選ぼう

黄レンジャー

ピザの生地は、ここの仲間なので、こ

こからは選ばなくてもOK

好きなものがあれば、選ぼう！



とうもろこし ・きのこ・たまねぎ

ほうれん草 ・パプリカ・そら豆

かぼちゃ・トマト ・ズッキーニ

かぶ・アスパラ ・ブロッコリー

ハム・ベーコン

ウインナー　 ・えび

たまご・ツナ ・かにかま

ほたて ・サーモン

具材を選んだら、生地作りの⑤に戻り、
生地に乗せ、チーズをのせて焼こう。

緑レンジャー

生で乗せたり、ゆでたり、

炒めてたりしてからでもいいよ。

炒めると量が減るので、おすすめ

たくさんとってもOKだ！！

赤レンジャー

１～２つ、選ぼう。

少数精鋭でいこう。

食べやすい大きさに切り、

魚介類は、さっとゆでておこう。



ソースの材料

・しょうゆ　…大さじ１
・さとう　　…大さじ１/２

作り方

①小さな器に入れて、混ぜ、６００
ｗで30秒ほど温める。
　砂糖が解け、すこしとろみがつく
まで繰り返す。

トッピングこれだ！！

照り焼きピザ

<作り方>
①生地づくりの⑤まで行った生地に、照り焼きソースを塗り、チー
ズを全体に乗せる。
②たまねぎ、鶏肉、とうもろこしをのせて、マヨネーズとマスター
ド（お好みで）を全体にかけて、オーブンなどで焼く。

マスタードが

いい仕事を

しているよ！

焼き鳥の缶詰

（家で作った鶏肉

の照り焼きでも）

のり

ピザチーズ

マヨネーズ

たまねぎ

（うすぎり）

とうもろこし

にんにく



ソースの材料

・たらこ　　　　　…1腹
・バター　　　　　…大さじ１
・オリーブオイル　…大さじ１
・マヨネーズ　　　…大さじ１
（市販のたらこパスタソースで代
用できます。その時は、2人分程
度）

たらこピザ

トッピングはこれだ！！

<作り方>
①生地づくりの⑤まで行った生地に、たらこソースを塗り、切り
餅、ベーコン、バターをのせてから、チーズ、マヨネーズをトッピ
ングして焼く。
②焼けたら、ねぎとのりをまぶす。

作り方
①バターは、室温で柔らかくしておく。

②たらこはほぐして、　バター、
オリーブオイル、マヨネーズで混ぜる。

切り餅（1個~2個、ころころにきる）

バター（10gほど、1cm角に切る）

マヨネーズ

ねぎ

（小口切り）

ベーコン

（2枚、細切り）



コーンマヨピザ
<作り方>
①水気を切ったとうもろこしと、マヨネーズと塩を少々
（分量外）加え、混ぜておく。
②生地づくりの⑤まで行った生地に、①をのせて、チーズ
をかけて焼く。
③焼きあがったらパセリをまぶす。

マヨネーズ(20g)

とうもろこし

(200g)

パセリ

チーズ

ツナやたまねぎなどを

入れても

おいしいです。



チーズピザ

チーズは、1種類でもおいしいです。または、ピザチーズ
で、いくつかの種類が混ざっているものを選ぶとそれだけ
でも、いろいろなチーズを使ったかのように仕上がりま
す。

<作り方>
①生地づくりの⑤まで行った
生地にチーズをのせて焼く。
②焼きあがったら、はちみつ
を回しかける。

甘くてしょっぱい

チーズとはちみつの

ハーモニー

<おすすめチーズ>

カマンベール、モッツァレラチーズ、クリームチー

ズ、ゴルゴンゾーラ、コーダチーズ、ミモレット

チーズ、パルミジャーノなど…。



デザートピザ

チョコとマシュマロ

板チョコ(1枚）を小さく割っ

ておく。

伸ばした生地を、８分ほど焼

き取り出す。

チョコレート、チョコソース

とマシュマロ（ちいさめ）を

のせて、さらに5分ほど焼く。

（マシュマロが焦げない程度

に）

バナナやアーモンドなどをい

れても◎

りんごとチーズ

りんごは、薄切りにする。

伸ばした生地にカッテージ

チーズかクリームチーズを塗

り、りんごを並べる。

りんごの上にグラニュー糖を

ふりかけ、焼く。

レーズンやクルミを入れても

◎

他の果物でも◎

カスタードと桃

カスタードを作る。ボールに、薄力粉大さじ1.5、砂糖大さじ４

を入れてよく混ぜる。そこへ、卵1個を入れてよくまぜ、牛乳200

㏄を少しずつ入れてよくかき混ぜる。ボールにふんわりとラップ

をして600wの電子レンジで2分半加熱する。一度取り出し、よく

かき混ぜ、再度2分半加熱する。(カスタードの完成）あら熱を

とっておく。

伸ばした生地に、カスタードをのせ、薄く切っておいた桃の缶詰

をのせて焼く。



サラダピザ
<作り方>
①生地づくりの⑤まで行った生地を、何ものせずに焼く。
②焼きあがったら、野菜やツナ、粉チーズをのせて、塩コ
ショウ(分量外）とオリーブオイルを回しかける。

オリーブオイル

じゃがいも、サツマイモなど

粉チーズ

ツナ

他にもハムやゆでたまご、カリ

カリに焼いたベーコンなど

ベビーリーフ

ルッコラ

サラダほうれん

草

水菜

きゅうり

トマト


