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素材まるごと 

活用部門 
 

 

 

 

  
ごみゼロやまがた 

県民運動キャラクター 

『ごみゼロくん』 





素材まるごと活用部門 

No1 ふわふわりんご

マフィン(りんごの皮を

丸ごと使ったマフィン) 

 

No2 まるごとフルーツ

ケーキ(オレンジの皮

ごと食べられるフルー

ツケーキ) 

 

No3 

丸ごとピーマンチヂミ

(ピーマンのヘタや種

まで使ったモチモチの

チヂミ) 

 
No4ガブリ‼まるごと 

ピーマン (ピーマンの

種やワタも使うごみゼ

ロの肉詰め) 

 
No5 野菜丸ごとゴロゴ

ロスープ(野菜の皮ま

で使ったスープ) 

 
 

 
No6つぶつぶ食感‼ 

美味しいスムージー

(ヘタも使ったイチゴの

時短スムージー) 

No7夏野菜で作った 

炊き込みご飯(夏野菜

を皮ごと使った炊き込

みご飯) 

No8 まるごとピーマン

の肉巻きご飯(ピーマ

ンの種とワタも使った

肉巻きご飯) 

No9 まるごとかぼちゃ

プリン(かぼちゃのワタ

と種まで丸ごと使った

プリン) 

 
No10種までおいしく‼ 

濃厚かぼちゃプリン

(かぼちゃを種まで

使った濃厚プリン) 
 

 
No11 全部揚げ(野菜

を皮ごと揚げたかき揚

げ) 

 
No12 

栄養たっぷりナムル丼

(ニンジンの皮やセロリ

の葉を使ったナムル

丼) 

No13種ごと冷んやり 

夏野菜の煮びた し

(ピーマンをヘタごと

使った夏野菜の煮び

たし) 
 

No14にんじんたっぷり 

ギョーザスープ(ニンジ

ンの皮やキャベツの茎

を使った具だくさん

スープ) 

No15にんじんたっぷり 

蒸しパン (ニンジンの

皮の旨味を活かした

蒸しパン) 

 

 
No16 

紅白きんぴら (ニンジ

ンと大根の皮で作った

きんぴら) 

 

No17栄養たっぷり 

まるごとはる巻き (人

参やレンコン、ピーマ

ン、ニラを皮・種・茎ご

と使った春巻き) 

 

 
No18 カラフル野菜鶏

団子スープ (ニンジン

の皮、ブロッコリーの

茎や葉、キャベツの芯

や外葉を使ったスー

プ) 

 
No19つぶさないポテト

コロッケ(皮ごと丸ごと

じゃがいもを使ったコ

ロッケ) 

 

 
No20 山形のフルーツ

で作る！フルーツゴロ

ゴロスコーン (果物を

皮ごと使ったスコーン) 
 

No21 

味噌ねぎたまご焼き

(ネギの端の部分まで

丸ごと使った玉子焼

き) 

 
No22 野菜丸ごとトマト

煮込みハンバーグ(パ

プリカの種やワタを

使った煮込みハン

バーグ) 

No23 ロールキャベツ 
～エリ玉ソースとともに

～(玉ねぎの皮も使っ

たロールキャベツ) 

 
 

No24 焼くだけ簡単！

にんじんごはんでチー

ズボール (ニンジンを

丸ごと使ったごはんの

チーズボール) 

No25 

ブロッコリーカレー(ブ

ロッコ リーの茎まで

使ったカレー) 

 



素材まるごと活用部門 

 No26 まるごとパプリ

カのテリーヌ(パプリカ

を丸ごと使ったテリー

ヌ) 

 

No27 皮まで食べられ

る！？新玉ねぎの

オーブン焼き (玉ねぎ

の皮まで丸ごと食べら

れるオーブン焼き) 

 

 No28皮までまるごと‼ 

オレンジのとろ～り 

ヨーグルトムース(オレ

ンジの皮をピールに変

身させたヨーグルト

ムース) 
 

No29 

にんじんのカップ焼き

(ニンジンの皮まで

使ったカップ焼き) 

 

No30かぼちゃまるごと 

ホクホクキッシュ(かぼ

ちゃの種とワタを使っ

たキッシュ) 

 

 No31 大根葉と皮で

豆乳スープ ,大根と梅

の漬物(大根の葉や皮

まで丸ごと使ったスー

プと漬け物) 

 

No32 まるごとレモンの

ゼリー (レモンの皮を

ピールにして使ったゼ

リー) 

No33.夏野菜ゴロゴロ 

カレーパイ(ニンジンや

かぼちゃの皮、ピーマ

ンのワタを使ったカ

レーパイ) 

 

 No34 まるごとフレッ

シュレモンになりたい

の(レモンを皮ごと使っ

た簡単さっぱり系デ

ザート) 
 

 No35オレンジココア 

パウンドケーキ (皮ま

で使ったオレンジがさ

わやかなパウンドケー

キ) 

 

No36 野菜の”もったい

ない”部分で作る春巻

き(野菜の捨ててしまう

部分を具にした春巻

き) 

 

 No37 

ヘルシーぎょうざ(豆腐

とブロッコリーの芯を

使ったヘルシーギョウ

ザ) 

 

 
No38 

冷やし中華風サラダ

(ニンジンと大根の皮、

大根の葉を使ったさっ

ぱりサラダ) 

 

 
No39 

スイカの味噌汁(スイカ

の皮を使った味噌汁) 

 

No40 かぼちゃの幸せ

スコーンとわたペース

ト＆クロテッドクリーム

(かぼちゃのワタや種を

使った甘さ控えめス

コーン) 

No41 山形セロリで爽

やか！ガパオ風ライス

(セロリの葉が主役のガ

パオ風ライス) 

 

No42 栄養たっぷり！

捨てちゃう野菜のフ

リッタータ(ブロッコリー

の茎や大根の葉、皮

を使ったフリッタータ) 
 

No43 甘くない？！ドラ

イカレーのタルト(野菜

の芯と残った食パンを

使ったドライカレータ

ルト) 

No44 もったいないキ

ンピラで栄養満点(大

根と人参の皮を使った

きんぴら) 

 

No45 

ブロッコリーの肉巻き

(ブロッコリーの芯を

使った肉巻き) 

 

 
No46まるごとかぼちゃ

ドリア(残ったごはんと

シチュー、かぼちゃを

丸ごと使ったドリア) 

 

No47緑茶葉プルプル 

鳥海タルト (緑茶の出

がらしを使ったヨーグ

ルトタルト) 
 

No48 

タルトタタン (りんごの

皮も丸ごと使ったタル

ト) 

 

No49 

まるごと南瓜プリン(か

ぼちゃの皮と種まで食

べられるプリン) 

 

 
No50 

やきそば (キャベツの

芯を刻んで使ったやき

そば) 

 



素材まるごと活用部門 

No51 ゴーヤのメンチ

カツとわたのスープ

(ゴーヤの種とワタがメ

ンチカツとスープに変

身) 

 

 
No52 素材まるごとハ

ンバーグ (ニンジンや

じゃがいもを皮ごと

使ったハンバーグ) 

 
No53 大根葉とちりめ

んじゃこのふりかけ(大

根の葉を使った夏場

でも食が進むふりか

け) 

 

No54 

肉じゃが(ニンジンの端

の部分を使った肉じゃ

が) 

No55 野菜まるごと色

どり水餃子(野菜を皮

まで使った色どり鮮や

かな水餃子) 

No56 

じゃがいもの甘辛煮

(じゃがいもを皮ごと素

揚げした甘辛煮) 

No57 

夏野菜肉まん(ピーマ

ンのヘタと種、ナスの

ヘタも使った肉まん) 

 
 

No58 

えのきたけステーキ

(エノキの下の固い部

分を使った醤油が香る

ステーキ) 

 

 
No59 捨てるとこなしゴ

ボウチップス(ごぼうを

皮ごと揚げた野菜チッ

プス) 

 

No60 人参と大根の皮

のきんぴら(ニンジンと

大根の皮を使ったきん

ぴら) 
 

No61 

大根丸ごと大根もち

(大根を葉や皮まで全

部使った大根もち) 

 

 
No62 野菜皮ごと夏バ

テ防止豚汁(大根やニ

ンジン、じゃがいもを

皮ごと使った豚汁) 

No63あまったにんじん

の皮でパウンドケーキ

(ニンジンの皮で作るパ

ウンドケーキ) 

 
No64 

にんじんしりしり(皮ご

と使うにんじんしりしり) 

 

 
No65 

ラタトゥイユ(野菜の皮

ごと煮込んだラタトゥイ

ユ) 

 

 
No66 まるごとジャガイ

モいももちチーズ(じゃ

がいもを皮まで使った

チーズ入りいももち) 

No67 もやしとスイカの

皮のナムル (スイカの

白い部分を使ったお

手軽ナムル) 

No68 

にんじんハンバーグ(ニ

ンジンのヘタと皮も丸

ごと使ったハンバーグ) 

No69 チキンのソテー 

ピオーネのソース(ブド

ウの皮をソースに使っ

たチキンソテー) 

 
No70 夏野菜の肉詰め

オーブン焼き(ブロッコ

リーの茎を使った肉詰

めオーブン焼き) 

 

No71ジャがいもとチー

ズのお好み焼き風

(じゃがいもを丸ごと

使ったチーズお好み

焼き風料理) 

 

No72 超かんたんにん

じん１本蒸し(ニンジン

を丸々一本使い素材

の甘みを活かした蒸し

料理) 

 

No73 にんじんの皮そ

のまま！かきあげ(ニ

ンジンを皮ごと使った

かき揚げ) 

 

 

 
No74 ジャガイモの皮

のガレット(じゃがいも

の皮だけを使ったガ

レット) 

 

 
No75 

さつまいものきんぴら

(さつまいもを皮ごと

使ったきんぴら) 

 



素材まるごと活用部門 

 
No76 大根のそぼろあ

んかけ(大根の葉や皮

も全て使ったそぼろあ

んかけ) 

 

No77 

カレーいももち(ニンジ

ンの皮と大根の葉を

使ったいももち) 

 

No78 

まるごと大根だれうど

ん(大根を皮の食感を

活かしたタレでいただ

くうどん) 

 
No79 

３色炊き込みごはん

(ブロッコリーの茎やニ

ンジンの皮を使った炊

き込みご飯) 

 

 
No80 

ライスキャロットピザ

(ニンジンの皮、ピーマ

ンの種、余ったごはん

を使ったピザ) 

 
No81 栄養満点ロール

キャベツ (ニンジンの

皮、キャベツの芯を

使ったロールキャベツ) 

 

No82 

にんじんのきんぴら

(皮ごとニンジンを使っ

たきんぴら) 

 
No83 

かきたま汁 

(ニンジンの皮まで

使ったかきたま汁) 

 
No84 にんじんとアス

パラのかき揚げあっさ

りうどん(ニンジンを丸

ごと使ったかき揚げう

どん) 

 
No85 サクレと甘ずっ

ぱキウイクッキー(キウ

イを丸ごと皮まで生地

に練りこんだクッキー) 

 

 
No86 しいたけ丸ごと

BIGハンバーグ(しいた

けをいしづきまで使っ

たボリュームたっぷり

のハンバーグ) 

 

 
No87 セロリまるごとパ

ン粉焼き(セロリの葉ま

で使った子どもでも食

べられるパン粉焼き) 

 

No88 

かきあげ GOG0(ニン

ジン、大根、かぼちゃ

の皮やキャベツの芯を

使ったかき揚げ) 

 

 
No89 夏野菜カレーと

野菜スープ(夏野菜の

皮まで使った料理) 

 

No90 

お手軽昆布クラッカー

(出汁を取った後の昆

布を使ったクラッカー) 

 

No91 ブロッコリーの茎

で！シャキシャキ豚肉

巻き(ブロッコリーの茎

を使った肉巻き) 
 

No92 ふわふわ紅茶

ロールケーキ 

(紅茶の茶殻を使った

香り広がるロールケー

キ) 
 

No93 ふんわりオレン

ジピール入り紅茶の

カップケーキ (紅茶の

茶殻やオレンジの皮を

使ったカップケーキ) 

 

No94 野菜たっぷり！

カリカリ！韓国風チヂ

ミ (ニンジンの皮やブ

ロッコリーの茎を使っ

たチヂミ) 

 

 
No95 

おかかおにぎり(出汁

を取った後の鰹節と昆

布で作るおかかおに

ぎり) 

 

No96 残った食材で作

れる簡単パングラタン

(ブロッコリーを芯まで

使ったパングラタン) 

 

No97 玉ねぎと人参の

鯖バーグ (皮ごとニン

ジンを使ったと鯖のハ

ンバーグ) 

 

No98 素麺のパリパリ

かた焼きそば(皮つき

ニンジンとキャベツの

芯を使ったそうめんで

作るかた焼きそば) 

No99 ブロッコリーの茎

ナムル(ブロッコリーの

茎を使ったナムル) 

 

 
No100 丸ごとかぼちゃ

グラタン(かぼちゃの皮

を器にしたグラタン) 

 



素材まるごと活用部門 

No101香りも楽しむ！ 

簡 単 茶 殻 ゼ リ ー

(ティーパックの茶殻を

使ったゼリー) 

 

    

 





 

リメイク料理 

部 門 
 

 

 

 

ごみゼロやまがた 

県民運動キャラクター 

『ごみゼロくん』 

 



リメイク料理部門 

No1 きんぴらのカップ

ケーキ(きんぴらごぼう

使ったカップケーキ) 

No2 肉野菜ぎょうざ

(肉野菜料理をあんに

使ったギョウザ) 

No3かぼちゃの煮物 

de簡単pudding! (かぼ

ちゃの煮物で作るプリ

ン) 

No4生地はもちもち 

ポテサラ pizza (ポテト

サラダを使ったピザ) 

 

No5親子で楽しい!! 

庄農ロスレスパスタ

(残りごはんやネギの

青い部分を使ったパ

スタ) 

No6 フライパンで簡

単！食パンキッシュ

(残った食パンや皮つ

きのじゃがいもを使っ

た簡単キッシュ) 

No7香りも楽しむ！ 

簡単茶殻ゼリー 

→素材まるごと活用

部門 No101へ変更 

No8 残ったそうめんで

簡単！もちもちドーナ

ツ☆ (ゆでそうめんを

使ったもちもちドーナ

ツ) 

No9 

食パンの肉包み(残っ

た食パンを使った肉

包み) 

 

No10 

ポテサラ簡単ドリア

(ポテトサラダや残りご

はんを使ったドリア) 

 

No11 夏にぴったり！

カラフルおそば(残っ

た蕎麦を野菜と合わ

せて作るリメイク料理) 

 

No12 さっぱりからの

大変身！かた焼きそ

うめん(残ったゆでそ

うめんや薬味を使っ

たかた焼き麺) 

No13 

もちもちお好み焼き

(おせちで残ったかま

ぼこを使ったお好み

焼き) 

No14 

ライスピザ (冷ごはん

を使ったピザ) 

No15 そうめんでパリ

パリパイ(そうめんを焼

いて作るお菓子) 

No16 

リメイクカレードリア

(カレーを使ったドリ

ア) 

 

No17 残ったそうめん

でピリ辛ちぢみ(残っ

たゆでそうめんや薬

味を使ったピリ辛チヂ

ミ) 

No18和美～お米と抹

茶のババロアケーキ

～(冷ご飯を使った上

品な味わいのデザー

トケーキ) 

No19 夏野菜たっぷり

あまったカレーでドラ

イカレー (残ったカ

レーでつくる夏野菜ド

ライカレー) 

No20 もったいなくな

い！どんどん焼き in

きんぴら(きんぴらや

揚げ衣、茶殻を使っ

たどんどん焼き) 

No21 チーズ in ライス

コロッケ カレー＆ケ

チャップ！ (ごはんと

カレーを使った一口

サイズのライスコロッ

ケ) 

No22汁まで活用！あ

んかけいも煮コロッケ

(汁まで無駄なく使っ

た芋煮のあんかけコ

ロッケ) 

 

No23 食パンで野菜

たっぷりラザニア＆食

パンラスク(残った食

パンを使った野菜

たっぷりラザニアとラ

スク) 

 
No24食パンのみみで

ピザトースト(食パンの

耳を使ったピザトース

ト) 

 

 
No25 

カレー揚げ餃子 (カ

レー使った揚げ餃子) 

 



リメイク料理部門 

No26 余った焼きそば

でオムレツ(焼きそば

を使ったオムレツ) 

 

No27 

肉じゃがオムレツ(肉

じゃがを使ったオムレ

ツ) 
 

No28 

チーズリゾット(冷ご飯

とカップ麵の汁を使っ

たチーズリゾット) 

 

No29 栄養満点リメイ

クカボチャスープ(コン

ソメスープをかぼちゃ

スープにリメイクした

料理) 

No30 筑前煮をつかっ

て根菜ハンバーグ(筑

前煮を使った栄養

たっぷりハンバーグ) 
 

No31 しゅわしゅわ 

フルーツそうめん白

玉(ゆでそうめんを白

玉にリメイクした冷た

いスイーツ) 

No32 

肉じゃがコロッケ (肉

じゃがで作ったコロッ

ケ) 

 

No33 きんぴらごぼう

の春巻き(皮つききん

ぴらごぼうを使った春

巻き) 

 

No34 残ったそうめん

でモチモチ‼ 

ジューシー小籠包‼

(ゆでそうめんで作る

モチモチ小籠包) 

No35 ポテトサラダか

らコロッケ(ポテトサラ

ダを使った具沢山コ

ロッケ) 

 

No36 

ピザ風余り物トースト

(パンの耳や残りもの

のお惣菜を使った

トースト) 

No37 

豚肉マヨ入り炒め(ご

ぼうサラダを使った時

短料理) 

 

No38 ギョギョ炊き込

みごはん(刺身を使っ

た炊き込みごはん) 

 

No39 ２日目のご飯

で カ リ ッ モ チ ッ ピ

ザ！！(冷ごはんを生

地に使ったピザ) 
 

No40 余ったポテサラ

で春巻き揚げ(ポテト

サラダを使ったコロッ

ケ風の春巻き揚げ) 

 

No41 ポテトサラダの

簡単おつまみ！(ポテ

トサラダで作る３種の

おつまみ) 

 

 
No42 

ごはんdeピザ(冷ごは

んで作る和風ピザ) 

 

No43 

うどんでいももちピザ

(うどんとじゃがいもを

生地に使ったいももち

ピザ) 

No44 彩りパプリカの

肉じゃが詰め(肉じゃ

がを使った彩り鮮や

かなリメイク料理) 

 

No45 

中華風素麵サラダ(ゆ

でそうめんを春雨に

代用した中華風サラ

ダ) 

No46冷やご飯で野菜

たっぷりリゾット(固く

なってしまった冷ごは

んでも OK の時短リ

ゾット)  

No47 

カレーのパングラタン 

(残ったカレーで作る

パングラタン) 

 

No48 余ったそうめん

でシーフード風お好

み焼き(ゆでそうめん

を使ったお好み焼き) 

 

No49 ハンバーグデミ

グラスグラタン (前の

日のハンバーグを

使って作るグラタン) 

 

No50 そぼろと厚揚げ

のオムレツチーズあ

ぶり(そぼろと厚揚げ

をリメイクした香ばしい

オムレツ) 



リメイク料理部門 

No51 残って固くなっ

た食パンのキッシュ

(固くなった食パンを

使ったキッシュ) 

 

No52 残った中華麺で

簡単お好み焼き風粉

焼き(中華麺を使った

お好み焼き風粉焼き) 

 

No53 

サクサク米菓子(余っ

たごはんを使ったサク

サク甘いお菓子) 

 

 No54 

キャベメンタン (少量

残った炒め物やつけ

麺で作る斬新リメイ

ク料理) 
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