
  

※一般の部は６ページから 

幌 

 
高校２年 池田 れんさん 

材料＜1 人分＞ 

人参 20g、しらす 5g、塩・こしょう

少々、ごま油・酒各小さじ 1 

 
作り方 
人参を皮をむかずに千切りする。ごま

油で人参としらすを炒める。 

 

材料＜1 人分＞ 

卵1/3個、乾燥わかめ１g、塩昆布1g、

油適量 

 
作り方 
わかめを水で戻しておく。わかめと

卵、塩昆布を混ぜて油で焼く。 

 

材料＜1 人分＞ 

かぼちゃ50g、ハム1/4枚、玉ねぎ5g、

ゆで卵 1/4 個、油小さじ 1、 

Ａ(砂糖小さじ 2/3、酢小さじ 1/2、マ

ヨネーズ小さじ 1) 

 
作り方 
かぼちゃを一口大に切り、電子レンジで

加熱し、やわらかくする。玉ねぎとハム

を炒める。かぼちゃをつぶし、玉ねぎ・

ハムとＡを入れて混ぜる。 

 

材料＜作りやすい分量＞ 

赤・黄・緑ピーマン各 1/4 個、ミニト

マト 1 個、Ａ(酢 50ml、水 25ml、塩

ひとつまみ、砂糖大さじ 1、ローリエ

1 枚) 

(※1 人分…1/3 量) 

 
作り方 
Ａを鍋に入れ、煮立つまで火にかけ

る。ピーマンを切り、Ａにひたし、冷

蔵庫で 1 日おく。 

 

材料＜1 人分＞ 

ハム・スライスチーズ各 1/2枚 

 
作り方 
ハムとチーズを重ねて丸め、切る。 

 

材料＜1 人分＞ 

Ａ(豆腐 20g、鶏ひき肉 30g、玉ねぎ

20g、片栗粉小さじ 1、塩・こしょう

少々)、Ｂ(みりん・酒・醤油・砂糖各

小さじ 1) 

 
作り方 
玉ねぎをみじん切りにし、電子レンジ

にかける。A をすべて混ぜ、形を作り

焼く。Ｂを入れ、からめる。 

 

最優秀賞(札幌市長賞) 
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 ※野菜等の量には、野菜、いも、きのこ、
海藻が含まれます。 

材料＜1 人分＞ 

米 1/2 合、ひじき 3g、枝豆 8 個、水

90ml、顆粒だし少々、みりん大さじ

1/2、塩少々 

 
作り方 
ひじきを水で戻し、米を洗う。材料を

すべて入れ、炊く。 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

中学１年 立石 望恵さん 優秀賞(札幌市教育長賞)

賞) 

★わかめおにぎり 
材料＜1 人分＞ ごはん 210g、わかめごはんの素 4g、味のり 3 枚 
作り方 ごはんにわかめごはんの素を混ぜる。3 等分し、ラップで俵むすびにする。冷
めたらのりを巻く。 

★夏野菜の中華風マリネ 
材料＜1 人分＞ きゅうり 1/2 本、パプリカ 1/6 個、アスパラ 1 本、冷やしラーメン
のたれ大さじ 1、すりごま小さじ 1 
作り方 きゅうり・パプリカ・アスパラを食べやすい大きさに切る。さっとゆで、調味料
と和える。 

★ピーマンの塩コブ和え 
材料＜1 人分＞ ピーマン 1 個、塩昆布ひとつまみ 
作り方 ピーマンを洗って細切りにする。さっと湯通しして塩昆布と和える。 

★小松菜と人参のごま和え 
材料＜1 人分＞ 小松菜 2 株、人参 20g、ちくわ 1/2 本、A(だし醤油大さじ 1、砂糖
小さじ 1/2、すりごま小さじ 1) 
作り方 小松菜は 3cm、人参を千切り、ちくわを輪切りにする。さっとゆでて A で和
える。 

★卵焼き 
材料＜1 人分＞ 卵 1 個、砂糖小さじ 1/2、だし醤油・油各小さじ 1 
作り方 卵を割りほぐし、砂糖、醤油を入れて混ぜ合わせ、油で焼く。 

★ミニトマト 
材料＜1 人分＞ ミニトマト 2 個 

★ささみとしめじの照焼き 
材料＜1 人分＞ ささみ 1 本半、しめじ 30g、みりん・酒・醤油各大さじ 1、砂糖小さ
じ 1 
作り方 卵を焼いたフライパンに調味料を煮立てる。しめじ、ゆでてほぐしたささみを
入れてひと煮立ちさせる。 

 

★押し麦ご飯 
材料＜1 人分＞ 押し麦 10g、米 90g 

★カボチャのサラダ 
材料＜1 人分＞ かぼちゃ 1/8 個、マヨネーズ大さじ 1 
作り方 かぼちゃを一口大に切り、耐熱容器に入れ水少々を入れる。ラップでふたをし、電子レン
ジで 3 分加熱する。スプーンの腹でかぼちゃをつぶし(皮もスプーンで切る)、マヨネーズを加えて
混ぜる。 

★きんぴらごぼう 
材料＜1 人分＞ ごぼう 20g、人参 15g、ごま油適量、みりん・砂糖・醤油各小さじ 1 
作り方 ごぼうをささがきにし、アクを抜く。人参は細切りにする。ごま油で人参、ごぼうを炒め、
ごぼうがしんなりしたら砂糖、みりんを加え全体に混ぜ合わせる。醤油を加えて全体にからませる。 

★コーンの玉子焼き 
材料＜1 人分＞ コーン 10g、卵 1 個、みりん小さじ 1/4 
作り方 卵とみりんを混ぜ合わせる。卵を 1/3 量入れ、コーンをすべて散らして巻く。残りの卵液
を 2 回に分けて入れ、巻く。 

★いんげんともやしの肉巻き 
材料＜1 人分＞ 豚ロース肉 3 枚、いんげん 3 本、もやし 1/6 袋、A(みりん大さじ 1、醤油大さ
じ 2、砂糖小さじ 2)、 酒大さじ 1、小麦粉適量 
作り方 いんげんを塩ゆでし、その間にもやしのひげをとる。豚肉を肉たたきで薄くし、半分に切
る。肉に小麦粉をふり、いんげんともやしを巻く。巻きはじめは幅が狭い方から。巻き終わりを下
にして油で焼く。焼き色が付いたらひっくり返し酒を入れる。約 3 分間蓋をして蒸し焼きにする。
肉に火が通ったら A を入れ煮詰める。 

★ピーマンのごまあえ 
材料＜1 人分＞ ピーマン 2～3 個、A(すりごま大さじ 1、醤油・砂糖各小さじ 1)  
作り方 ピーマンを細切りにする。耐熱皿に入れ電子レンジで約 2 分加熱し、A で和える。 

★ちくわフラワー 
材料＜1 人分＞ ちくわ 1/2 本、コーン 1 粒 
作り方 長さを半分に切ったちくわの端の白い部分を 1cm ほど残して 5 本足ができるように切り
込みを入れる。白い方の穴に足を差し込む。コーンを真ん中に入れる。 

★ミニトマト、エンダイブ 
材料＜1 人分＞ ミニトマト 1 個、エンダイブ適量 
 

特別賞(札幌市食生活改善推進員協議会会長賞) 中学２年 尾崎 菜那さん 

★鮭といんげんの混ぜごはん 
材料＜1 人分＞ ごはん 200g、鮭フレーク 10g、いんげん豆 10g 
作り方 鮭フレークと、ゆでたいんげんの豆とさやをごはんに混ぜる。 

★トマトとうずらの卵の肉巻き 
材料＜1 人分＞ ミニトマト・うずらの卵各 2 個、豚もも肉薄切り 4 枚、油適量 
作り方 ミニトマト、うずらの卵を豚肉で巻き、油で焼く。 

★ナスの素揚げ 
材料＜1 人分＞ なす 1/4 個、片栗粉・油・かつおぶし各適量 
作り方 なすを輪切りにし、片栗粉をまぶし油で揚げる。お好みでかつおぶしをのせる。 

★えんどう豆の卵焼き 
材料＜1 人分＞ えんどう 3 個、卵 1 個、油適量 
作り方 えんどうから豆だけとる。卵とえんどう豆を混ぜ、油で焼く。適当な大きさに切る。 

★きゅうりとこんにゃくのきんぴら 
材料＜1 人分＞ きゅうり 1/3 本、こんにゃく 50g、みりん・醤油各小さじ 2/3、酒少々、砂糖小
さじ 1/2、白いりごま・ごま油各適量 
作り方 きゅうりは千切り、こんにゃくは細切りにする。こんにゃくを熱湯に入れ、アクをとる。ご
ま油でこんにゃくを 3 分ほど炒め、きゅうり・みりん・醤油・酒・砂糖を入れ、水分がとんだらごま
を加える。 
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特別賞(北海道漁業協同組合連合会会長賞) 中学２年 本保 志織さん 



 

 

 

 

★しそしらすごはん 
材料＜1 人分＞ ごはん 200g、しそ大 1 枚、しらす 10g 
作り方 ごはんの上に、きざんだしそとしらすをのせる。 

★鶏肉のソテー 
材料＜1 人分＞ 鶏むね肉約 80g、お肉用酵素(市販品)2g、パセリ適量 
作り方 鶏むね肉に酵素をかけて 5 分以上ねかせたあと、皮の方から焼く。最後にみじん切り
にしたパセリをかける。 

★ラタトゥイユ 
材料＜1 人分＞ なす・ピーマン・トマト各 1/4 個、かぼちゃ少々、ベーコン少々、玉ねぎ
1/8 個、塩・こしょう、オリーブ油小さじ 1 
作り方 材料を全て 2cm 角に切る。なすにオリーブ油をかける。耐熱容器に材料をすべて入
れ、水を少し加えてラップをし、10 分程度電子レンジで加熱する。 

★ズッキーニとソーセージのいためもの 
材料＜1 人分＞ ズッキーニ 1/5 本、ソーセージ 1 本、とろけるチーズ・塩・こしょう各少々 
作り方 ズッキーニとソーセージを一口大に切り、塩・こしょうをして炒める。最後にとろけ
るチーズをかける。 

★きゅうりのつけもの 
材料＜1 人分＞ きゅうり 1/5 本、塩昆布少々 
作り方 きゅうりを切って塩昆布と一緒にビニール袋に入れてもみ、冷蔵庫で寝かせる。 

★トマト 
材料＜1 人分＞ ミニトマト 1 個 
 

中学 2 年 河合 那緒さん 特別賞(札幌市中央卸売市場青果部運営協議会会長賞) 

★じゃこと大葉の焼きおにぎり 
材料＜1 人分＞ ごはん 175g、いりごま大さじ 1/2、ちりめんじゃこ 10g、しそ 1
枚、醤油小さじ 1 弱(※2 個分) 
作り方 しそをきざむ。ごはんにしそ、ごま、じゃこを混ぜてにぎり、オーブントースタ
ーで焼き色がつくまで焼く。はけで醤油をぬり、乾かす。 

★マグロ缶とほうれん草のおひたし 
材料＜1 人分＞ ほうれん草 1～2 束、塩ひとつまみ、まぐろ味付け缶 1/4 缶、マヨネ
ーズ小さじ 1 
作り方 ほうれん草をゆで冷水にとって絞り、3～5cm の長さに切る。ボウルにほうれ
ん草、まぐろ、マヨネーズを加えて混ぜる。 

★枝豆チーズ焼き 
材料＜1 人分＞ 枝豆 16 粒程度、スライスチーズ 1 枚 
作り方 フライパンに 1/4 サイズに折ったスライスチーズをのせ、その上に枝豆を 8 粒
程度のせる。火をつけ、少ししたらチーズをのせ、ひっくり返す。両面色よく焼き、冷え
てチーズが固まってからフライ返しでとる。 

★豚バラとブロッコリー炒め 
材料＜1 人分＞ 豚バラ薄切り 40g、ブロッコリー小房 3 個、塩少々、ポン酢醤油大さ
じ 1/2、かつおぶし小 1/4 パック、ごま油適量 
作り方 ブロッコリーを茎部分と小房に分け、ゆでる。豚肉は食べやすい大きさに切る。
ごま油で茎、豚肉、小房の順に炒める。盛り付けてからポン酢醤油をかけ、かつおぶしを
ふる。 

★トマト、バナナ 
材料＜1 人分＞ ミニトマト 2 個、バナナ 20g 
 

特別賞(札幌市ＰＴＡ協議会会長賞) 中学 2 年 村﨑 円香さん 

主食・主菜・副菜のバランスは、３：１：２ 
たんぱく質、脂肪の摂りすぎや、食物繊維、ビタミン、ミネラルの不足が習慣化していると、 

生活習慣病を招いたり、成長期の健康な体づくりの妨げになることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：足立己幸・針谷順子著「3:1:2 ダイエット法」 

③ 
② 

① 

 

ごはん、パン、麺など 

野菜、きのこ、海藻など 

魚、肉、卵、大豆製品など 

揚げ物や塩分の多いおかずは 1種類までにしましょう 
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中学１年 前澤 和さん 特別賞(ホクレン農業協同組合連合会会長賞) 

特別賞(日本ハム北海道販売(株)賞) 高校 2 年 佐藤 麻優さん 
★ひじきごはん 
材料＜1 人分＞ 米 80g、枝豆 10g、人参 5g、椎茸 5g、ひじき 3g、顆粒だし小さじ 1/4、
醤油・みりん各小さじ 1 
作り方 人参・椎茸を千切りにする。洗ったお米を炊飯器に入れ、調味料と水を加えて通常
の水加減にし、戻したひじき・人参・椎茸を入れて炊く。炊けたら皮をむいた枝豆をちらす。 

★豆腐ハンバーグ 
材料＜1 人分＞ ひき肉 30g、豆腐 20g、玉ねぎ 20g、人参 10g、卵 20g、ピーマン 5g、
ケチャップ小さじ 1/2、ソース小さじ 1/3、パン粉・塩・こしょう各適量 
作り方 水切りした豆腐にひき肉、卵、パン粉、みじん切りしたピーマンと人参、すりおろ
した人参とみじん切りして炒めたたまねぎ、塩・こしょうを入れ混ぜる。成形したら片面を
焼き、ひっくり返してお湯少々を入れ、蒸発するまで蓋をして蒸す。ケチャップ・ソースを
混ぜたものをかける。 

★ポテトサラダ 
材料＜1 人分＞ じゃがいも 50g、人参 10g、砂糖小さじ 1/2、ベーコン 5g、マヨネー
ズ小さじ 1、酢少々 
作り方 じゃがいもに切り込みを入れ、ラップをして電子レンジに 5 分前後かける。熱いう
ちに皮をむいてつぶす。炒めたベーコン、角切りにしてゆでた人参を加える。調味料を加え
混ぜる。 

★ほうれん草のごまあえ 
材料＜1 人分＞ ほうれん草 30g、醤油小さじ 1/3、白ごま適量 
作り方 ほうれん草をゆでて一口大に切り、醤油とすりつぶしたごまで和える。 

★だしまき玉子 
材料＜1 人分＞ 卵 1 個、マヨネーズ大さじ 1/2、だし適量 
作り方 溶き卵、マヨネーズ、だしを混ぜ、焼く。 

★えびの素揚げ 
材料＜1 人分＞ えび 30g、油適量 
作り方 えびを洗って水分をよくふき、熱した油に殻ごと入れて揚げる。※油はねに注意！ 

★しらす 
材料＜1 人分＞ しらす 10g 

 

特別賞((株)北海道日本ハムファイターズ賞) 

★梅ひじきごはん 
材料＜1 人分＞ ごはん 150g、A(ひじき大さじ 1/2、梅干し 1 個、塩・白ごま各少々)、おくら 1/2
本 
作り方 ひじきは耐熱容器に入れラップをして 2 分ほど電子レンジで加熱する。数分蒸らして戻ったら
水を切っておく。炊き上がったごはんに A を混ぜこむ。盛り付け、ゆでてスライスしたおくらをのせる。 

★豆なサラダ 
材料＜1 人分＞ A(大豆 10g、おくら 8g、豆苗 10g、ひじき 1g、人参 5g)、B(マヨネーズ小さじ 1、
りんご酢小さじ 1/2) 
作り方 A は前日までにゆでて切り、下準備をする。A の材料を B で和える。 

★ほうれん草と豆苗のピーナッツあえ 
材料＜1 人分＞ ほうれん草 20g、豆苗 10g、ピーナッツ大さじ 1/2、A(めんつゆ大さじ 1/2、砂糖
小さじ 1/2) 
作り方 ピーナッツは細かく刻む。ゆでたほうれん草、豆苗を食べやすく切り、ピーナッツと A で和え
る。 

★しらす・ほうれん草入り卵焼き 
材料＜1 人分＞ 卵 1/2 個、砂糖・塩・油各少々、A(ほうれん草・豆苗・しらす・白ごま各適量) 
作り方 ほうれん草と豆苗はゆでて細かくきざむ。卵に砂糖・塩・A を加えて混ぜ、油で焼く。 

★きんぴらごぼうの肉巻き 
材料＜1 人分＞ 豚薄切り肉 3 枚、塩・こしょう・小麦粉各適量、きんぴらごぼう 20g、おくら 1/2 本 
作り方 豚肉を広げて、きんぴらごぼう、おくらをのせてそれぞれ巻き、塩・こしょうをし、小麦粉をふ
るう。巻き終わりを下にして焼く。 

★いわしのパン粉焼き 
材料＜1 人分＞ いわし 1/4 匹、酒適量、塩・こしょう少々、A(パン粉・粉チーズ・ピーナッツ各大さ
じ 1/2)、オリーブ油適量 
作り方 いわしは手開きして水洗いして酒をふり、塩・こしょうする(前日まで)。ピーナッツはきざむ。
いわしの上に混ぜ合わせた A をかけ、アルミカップに入れてグリルで 10 分焼く。 

★なすびとピーマンのソテー 
材料＜1 人分＞ なす 1/2 本、ピーマン 1/2 個、オリーブ油小さじ 1/2、粉末バジル・塩・こしょう
各少々 
作り方 なす・ピーマンは食べやすく切る。オリーブ油でなす・ピーマンを炒め、塩・こしょうをし、バ
ジルをふる。 

★ブロッコリー、ミニトマト 
材料＜1 人分＞ ブロッコリー1 房、ミニトマト 1 個 
 

中学 2 年 渡邊 悠人さん 

★焼きおにぎり 
材料＜1 人分＞ ごはん 240g、醤油小さじ 2、ごま油小さじ 1 
作り方 ごはんをかたくにぎり、形を整える。ごま油で醤油を塗った面を焼く。裏返して同様に焼く。 

★ほうれん草のおひたし 
材料＜1 人分＞ ほうれん草 2 束、醤油小さじ 1/2 
作り方 ほうれん草を茎から入れてゆで、冷水で冷ます。一口サイズに切り、醤油をかける。 

★卵焼き 
材料＜作りやすい分量＞ 卵 2 個、牛乳大さじ 1・1/2、めんつゆ小さじ 1、砂糖小さじ 2、油適量 
(※1 人分…1/2 量) 
作り方 卵・牛乳・めんつゆ・砂糖を混ぜ合わせ、油で焼く。一口サイズに切る。 

★豚肉と野菜のいためもの 
材料＜1 人分＞ 豚肉 40g、ピーマン 1/4 個、玉ねぎ 1/8 個、コーン缶詰大さじ 1/2、塩・こしょ
う・鶏がらスープの素各適量 
作り方 豚肉・ピーマン・玉ねぎを一口サイズに切る。玉ねぎ、豚肉、ピーマンの順に油で炒め、玉
ねぎが透き通ったら最後にコーンを入れて炒める。 

★きんぴらごぼう 
材料＜1 人分＞ 人参・ごぼう各 20g、鶏むね肉 10g、砂糖・醤油各小さじ 1/2、生姜・だし汁・
ごま油各適量 
作り方 人参とごぼうを千切りにする。ごぼうは酢水にさらしておく。鶏むね肉をごぼうの長さに合
わせて切る。油で鶏肉、人参、ごぼうの順に炒める。だし汁を入れ、砂糖・醤油・すりおろした生姜
を入れて炒め煮する。最後にごま油を少し入れる。 
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★枝豆&梅&大豆入りごはん 
材料＜1 人分＞ ごはん 180g、枝豆 3 さや、梅干し 1/2 個、ゆで大豆 10g 
作り方 ごはんにちぎった梅干しと大豆・枝豆をちらす。 

★いんげんと人参の肉まき 
材料＜1 人分＞ いんげん 4 本、人参 1/4 本、豚薄切り肉 2 枚、酒大さじ 1、A(みりん・醤
油・オリゴ糖各大さじ 1)、小麦粉大さじ 2、チーズ 2 切れ 
作り方 湯通ししたいんげんと人参を肉の上に置き、チーズをのせる。クルクル巻いたら小麦
粉を全体にふる。巻いた部分を下にして油で焼く。全体的に焼き目がついたら酒を入れ、ふた
をし、2～3 分蒸し焼きにする。A を入れて混ぜる。 

★パプリカのピクルス(ジューンベリー入り) 
材料＜作りやすい分量＞ パプリカ(オレンジ・黄)各 1 個、A(オリゴ糖大さじ 1、黒酢大さじ
2、ローリエ 1 枚)、ジューンベリー適量(※1 人分…1/4 量) 
作り方 パプリカは 1cm 幅に切ってさっとゆでる。熱いうちに A と共にビンに入れ、ふたを
閉め軽く混ぜる。混ぜたら冷蔵庫の中に入れる。盛り付けてジューンベリーを添える。 

★わかめ入りハート卵やき 
材料＜1 人分＞ 乾燥わかめ 1g、卵 1 個、油適量 
作り方 卵を溶き、わかめを入れて混ぜる。油で焼いて取り出し 2cm 幅に切る。横にして斜
めに切り、ハート形に組み合わせる。 

★トマト、ブロッコリー、レタス、ソーセージ 
材料＜1 人分＞ ミニトマト 1 個、ブロッコリー2 房、レタス適量、ソーセージ 3 本 
作り方 ソーセージを花形に切り、所々に入れて花畑に見えるように盛り付ける。 
 

特別賞(ポッカサッポロ北海道(株)賞) 中学 2 年 阿部 比奈乃さん 

自分にあったサイズのお弁当箱を用意しましょう。 

 弁当箱の容量(ml) ≒ エネルギー量(キロカロリー)です。 

※800ml のお弁当箱にバランス良く中身を詰めると、おおよそ 800kcal のお弁当になります。 
 

中学生・高校生の推定エネルギー必要量＜参考＞ 

身体活動レベル 
運動は体育くらい？ 

どちらかというと文化系 

バリバリの体育会系！！ 

ハードに運動するタイプ 

性別 男子 女子 男子 女子 

年
齢 

12~14 歳 
1 日あたり 2,600kcal 2,400kcal 2,900kcal 2,700kcal 

1 食あたり 870kcal 800kcal 970kcal 900kcal 

15~17 歳 
1 日あたり 2,850kcal 2,300kcal 3,150kcal 2,550kcal 

1 食あたり 950kcal 770kcal 1,050kcal 850kcal 

※上記の推定エネルギー必要量は、各年代の参照体位※1を考慮した参考値です。 

 

その他の年代の推定エネルギー必要量・1食あたり＜参考＞ 

身体活動レベル 
座っていることが多く 

静かな活動が中心の方 

座っていることが多いが、 

移動や立っての作業、 

軽いスポーツをする方 

移動や立っての作業が多い方、

スポーツなどの 

活発な運動習慣がある方 

性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

年
齢 

1~2 歳 ― ― 310kcal 300kcal ― ― 

3~5 歳 ― ― 430kcal 410kcal ― ― 

6~7 歳 450kcal 410kcal 510kcal 480kcal 580kcal 540kcal 

8~9 歳 530kcal 500kcal 610kcal 560kcal 690kcal 630kcal 

10~11 歳 640kcal 610kcal 750kcal 700kcal 830kcal 780kcal 

18~29 歳 770kcal 550kcal 880kcal 650kcal 1,020kcal 733kcal 

30~49 歳 770kcal 580kcal 880kcal 670kcal 1,020kcal 770kcal 

50~69 歳 700kcal 550kcal 820kcal 630kcal 930kcal 730kcal 

70 歳以上 620kcal 500kcal 730kcal 580kcal 830kcal 670kcal 

※上記の推定エネルギー必要量は、各年代の参照体位※1を考慮した参考値です。 

※1 参照体位…日本人の平均的な身長、体重 
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栄養バランスのとれた健康的な食事に、 

北海道の豊かな食材を使用した食事を「北海道型食生活」としています。 

札幌市では、さらに買い物から調理、片付け、保存まで環境に配慮した食生活を 

「さっぽろ食スタイル」として提案しています。 

 

 

みんなですすめましょう！ 

さっぽろ食スタイル 

 
北山 美奈子さん 

材料＜1 人分＞ 

黒大豆３g、米 75g、水 110ml 

 
作り方 
ボウルに黒大豆と水を入れ、３時間位

おき(急ぐときはぬるま湯で 30 分お

き)、色を出す。米と合わせて炊く。 

 

材料＜1 人分＞ 

卵 1/2 個、Ａ(塩昆布少々、紅生姜小さ

じ 1/2、砂糖小さじ 1/4、塩少々、マ

ヨネーズ小さじ 1/4)、のり少々 

 
作り方 
卵を軽く溶き、Ａを加えて混ぜて焼く。

のりを入れて巻き、すぐに皿に上げる。 

 

材料＜1 人分＞ 

鮭 40g、Ａ(焼き肉のたれ・卵各大さ

じ 1/2、片栗粉小さじ 1/2)、白ごま

少々、油適量 

 
作り方 
鮭を３cm 角に切り、Ａを混ぜて 20

分くらい味をつける。油で両面焼き、

ごまをかける。 

 

材料＜1 人分＞ 

ごぼう・人参各 10g、油揚げ 5g、オリ

ーブ油小さじ１、Ａ(砂糖・醤油各小さじ

1/4、だし汁少々) 

 
作り方 
ごぼうと人参をピーラーで 5cm位の長

さに切る。油揚げは細切りにする。オリ

ーブ油で炒め、Ａを加えて中火で 5 分

炒める。 

 

材料＜1 人分＞ 

おくら１本、人参 10g、豚バラ肉１枚、

塩・こしょう少々、オリーブ油適量 

 
作り方 
人参は８×１cm 角に切り、電子レン

ジに１分かける。豚肉に塩・こしょう

をして、おくらと人参を巻き、オリー

ブ油で焼く。 

 

材料＜1 人分＞ 

ほうれん草30g、なめ茸(ビン)小さじ

1、白ごま少々 

 
作り方 
ほうれん草をラップに包み電子レン

ジに１分かけ、水にさらして絞る。

2cm に切り、なめ茸とごまを和える。 

 

材料＜1 人分＞ 

ズッキーニ２切れ、塩・こしょう少々、オ

リーブ油少々／ミニトマト半分 

 
作り方 
ズッキーニを 1cm 幅に切り、オリーブ油

で焼き、塩・こしょうで味付けする。 

 

 

最優秀賞(札幌市長賞) 

※野菜等の量には、野菜、いも、きのこ、
海藻が含まれます。 
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菊田 結梨花さん 優秀賞(保健所長賞) 
★とうもろこしごはん 
材料＜1 人分＞ とうもろこし 40g、米 90g 
作り方 炊飯器に通常通りの水加減で米をセットし、芯から外したとうもろこしと芯を入れ
て炊飯する。 

★鮭の味噌漬け焼き 
材料＜1 人分＞ 鮭 1 切れ、みそ・酒・みりん各大さじ 1 
作り方 調味料を合わせて鮭を漬け、冷蔵庫で 1 日置く。軽く拭き取り、魚焼きグリルで焼
く。 

★ひじき入り卵焼き 
材料＜作りやすい分量＞ 卵 1 個半、ひじき 2g、はちみつ・醤油・白だし・マヨネーズ各
小さじ 1(※1 人分…1/2 量) 
作り方 ボウルにひじきを入れ、卵を入れて 5 分ほどおき、ひじきを戻す。調味料と共にか
き混ぜて焼く。 

★オクラの肉まき 
材料＜1 人分＞ おくら 2 本、豚バラ肉 2 枚、塩・こしょう・小麦粉各少々 
作り方 おくらを板ずりして、小麦粉をふった豚肉で巻く。塩・こしょうをふり、弱火で蓋
をして時折裏返しながら焼く。 

★椎茸と干し人参の煮物 
材料＜1 人分＞ 椎茸 1 個、干し人参(戻して)30g、醤油・みりん・はちみつ・酒各小さじ
1、水大さじ 1 
作り方 干し人参を水にひたして戻し、椎茸と共に調味料と水で煮る。 
※干し人参…よく洗った人参を皮付きのままカットし、ざるにのせ半日ほど天日干しにす
る。その後２日ほど置く。 

★塩もみ紫キャベツ 
材料＜1 人分＞ 紫キャベツ 20g、塩ひとつまみ 
作り方 千切りしたキャベツに塩をふり、ポリ袋に密封して入れる。上から重石をして 10
分ほど置く。(前日調理でもＯＫ) 

 

石川 洋美さん 特別賞(ホクレン農業協同組合連合会会長賞) ★じゃこごはん 
材料＜1 人分＞ ごはん 180g、梅干し 1 個、ちりめんじゃこ 10g 
作り方 ちりめんじゃこをから炒りし、炊いたごはんの上に梅干しとともにのせる。 

★鮭の酢豚風 
材料＜1 人分＞ 鮭切り身 2/3 切れ、玉ねぎ・人参・ピーマン各 10g、片栗粉・油各適量、Ａ(ケチ
ャップ・水・きび砂糖各大さじ 1、酢大さじ 2、片栗粉小さじ 1 弱) 
作り方 玉ねぎ・人参・ピーマンを一口大に切る。鮭を 3 等分して骨を抜き、ポリ袋に入れ片栗粉を
まぶす。油で野菜を炒め、少し火が通ったらフライパンの片側に寄せ、鮭を片面ずつ返しながら中火
で焼く。途中で火が通った野菜を一度取り出す。鮭に火が通ったら野菜を戻し入れ、Ａを合わせ炒め
る。 

★小松菜のごま和え 
材料＜1 人分＞ 小松菜 30g、白ごま大さじ 1、醤油・塩各少々 
作り方 小松菜を葉と茎に分け塩ゆでし、冷水にとり水気を絞る。醤油をさっと回しかけてからすっ
たごまと和える。 

★しめじと玉ねぎのスクランブルエッグ 
材料＜1 人分＞ 卵 1/2 個、しめじ 20g、玉ねぎ 10g、塩・こしょう少々、油適量 
作り方 玉ねぎは縦薄切り、しめじは石づきをとり、ほぐす。油で玉ねぎ、しめじの順に炒め、塩を
軽くふる。火が通ったら溶き卵を流し入れ、火を弱めてかき混ぜながら炒り卵にする。火を止め塩・
こしょうで味をととのえる。 

★紫キャベツと赤玉ねぎのマリネ 
材料＜1 人分＞ 紫キャベツ 20g、赤玉ねぎ 10g、塩適量、Ａ(酢・レモン汁・はちみつ各小さじ 1
弱、こしょう少々)、オリーブ油適量 
作り方 紫キャベツと赤玉ねぎは千切りにして塩を振り、時間をおいてから水気を絞る。Ａで和えて
からオリーブ油を全体にからめる。(一般的なキャベツと玉ねぎでも代用可) 

★ミニトマト 
材料＜1 人分＞ ミニトマト１個 
 

★ゆかりとベビーチーズごはん 
材料＜1 人分＞ ごはん 150g、ベビーチーズ 1 個、ゆかり少々 
作り方 ごはんにゆかりを混ぜる。ベビーチーズは 5mm 角にカットして混ぜる。 

★生たらみそ煮 
材料＜1 人分＞ たら 1 切れ、Ａ(みそ 10g、みりん大さじ 1/2、醤油小さじ 1/2、だし汁 25ml、
酒大さじ 1/2、生姜千切り少々) 
作り方 Ａが煮立ったら弱火にしてたらを入れ、蓋をして 5 分ほど煮る。よく冷めてから取り出す
(身が崩れやすいので)。 

★ピーマン肉巻き 
材料＜1 人分＞ ピーマン 2 個、豚ロース薄切り 1 枚、小麦粉少々、Ａ(水大さじ 1、醤油小さじ 2、
みりん小さじ 1) 
作り方 ピーマンは 1cm 幅に切り、さっとゆでておく。ピーマンを豚肉で巻き、全体に小麦粉をま
ぶす。油少々で巻き終わりを下にして焼く。肉の色が変わったらＡを入れ、からめる。 

★人参とレーズンのサラダ 
材料＜1 人分＞ 人参 30g、レーズン 5g、Ａ(酢小さじ 1、砂糖小さじ 1 杯半、オリーブ油小さじ
1) 
作り方 人参をごく細めの千切りにして塩少々をふりかけ、しんなりさせる。レーズンをお湯にひた
し、ふやかしておく。人参がしんなりしたらしっかり水気を絞る。レーズンも水気を絞り、Ａであえ
る。 

★ブロッコリーおかかあえ 
材料＜1 人分＞ ブロッコリー30g、白だし小さじ 1/2、かつおぶし少々 
作り方 ブロッコリーは塩少々を入れてゆでておく。白だしとかつおぶしで和える。 

★ミニトマト 
材料＜1 人分＞ ミニトマト２個 
 

特別賞(北海道漁業協同組合連合会会長賞) 高橋 れい子さん 
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★しらすごはん 
材料＜1 人分＞ ごはん 200g、しらす 16g、ごま小さじ 2/3 
作り方 ごはんに各材料を混ぜる。 

★タラのカレー焼き 
材料＜1 人分＞ たら 50g、カレー粉・塩各少々、油小さじ 1/2 
作り方 たらを食べやすい大きさに切り、塩・カレー粉をふる。油で焼く。 

★にんじん入りカラフル玉子焼 
材料＜1 人分＞ 卵 30g、人参 10g、塩少々、砂糖小さじ 2/3、油小さじ 1/2 
作り方 卵を溶きほぐし、すりおろした人参と調味料を加えて混ぜ、油で焼く。 

★玉ねぎしゅうまい 
材料＜1 人分＞ 玉ねぎ 80g、片栗粉大さじ 1・1/3、しゅうまいの皮 3 枚、塩少々、
ごま油小さじ 1/2 
作り方 玉ねぎをみじん切りにし、ごま油で炒め、透明になったらボウルにうつす。少し
冷めたら塩と片栗粉を入れ、サッと混ぜる。しゅうまいの皮で包む(このときなるべくヒ
ダができないようにする)。ごま油で両面に焼き色がつくまで焼く。 

★ミニトマトのシナモンシュガー漬け 
材料＜1 人分＞ ミニトマト 3 個、砂糖小さじ 2/3、シナモン少々 
作り方 ミニトマトを半分に切る。砂糖とシナモンをまぶし、軽く和える。 

★ブロッコリー 
材料＜1 人分＞ ブロッコリー10g、マヨネーズ適量 
 

特別賞(札幌市中央卸売市場青果部運営協議会会長賞) 原田 来未さん 

★二色ごはん 
材料＜1 人分＞ ごはん 150g、卵 1 個、枝豆 40g、砂糖小さじ 1、塩少々 
作り方 卵を割り、砂糖と混ぜ、炒り卵を作る。枝豆はゆでた後うす皮をむき、軽く塩
をふる。卵と枝豆をごはんの上にバランス良くのせる。 

★マヨサケ 
材料＜1 人分＞ 鮭 60g、マヨネーズ小さじ 1 杯半、黒こしょう少々 
作り方 鮭を一口大に切り、アルミホイルの上に並べる。マヨネーズをのせ、こしょう
をふり、15 分ほどトースターで焼く。 

★粉ふきいも 
材料＜1 人分＞ じゃがいも 20g、粉パセリ少々 
作り方 じゃがいもをゆでて粉ふきいもを作り、パセリをふる。 

★パプリカピクルス 
材料＜1 人分＞ パプリカ 20g、Ａ(酢大さじ 1・1/3、オリーブ油・塩各少々、砂糖
小さじ 2/3) 
作り方 パプリカをゆでる。Ａを一度煮たものに、パプリカを数十分ひたして味がしみ
たら完成。 

★ブロッコリー、ミニトマト 
材料＜1 人分＞ ブロッコリー・ミニトマト各 20g 

 

特別賞(株式会社北海道日本ハムファイターズ賞) 𠮷川 雅代さん 

さっぽろ市 
02-F06-17-2221 

29-2-1364 
 

編集・発行 札幌市保健福祉局保健所 
 
〒060-0042 札幌市中央区大通西 19 丁目 WEST19 

電話 011-622-5151     平成 30 年３月発行 

食育に関する情報は札幌市公式ホームページ「食育情報」をご覧ください 

 

札幌市食育情報 検索 

過去のお弁当レシピも 
ご覧いただけます 
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手作りのお弁当は手間がかかるイメージもありますが、メリットがたくさんあります。 

是非皆さんもお弁当作りに取り組んでみてください。 

 

 

・食事バランスをととのえやすい → バランスの良いお弁当のポイント その１ を参照 

・自分に合った量を準備できる → バランスの良いお弁当のポイント その２ を参照 

・バランスよくおかずをつめると、適当なエネルギー摂取、野菜摂取ができ、健康づくりに一役買う 

・一緒に朝食の準備をすませることができる 

・節約したい方にもおすすめ 

レシピを参考に実際に作ってみた！という方は、ぜひその写真や感想を

ご紹介ください。 

詳しくは、札幌市公式ホームページ「食育情報」→「札幌市お弁当 

プロジェクト」→「作ってみたよ！投稿コーナー」から。 


