
最優秀賞（札幌市教育長賞）最優秀賞（札幌市教育長賞）

「妹へのごほうび弁当」「妹へのごほうび弁当」

札幌市お弁当プロジェクト
平成 27年度 お弁当レシピコンテスト（中・高校生の部）

札幌市内の中学生・高校生が、
自分で作ったお弁当のレシピです。
あなたも作ってみませんか？

札幌市では、中・高校生が健康によい食習慣を実践できるように、
「お弁当レシピコンテスト」を実施しました。
レシピ集ではコンテストに応募があった139 作品から、入賞 6作品をご紹介します。

★印のメニューの
材料・作り方等は
裏表紙へ

レシピ 集

札幌市

・しらすと小松菜のおにぎり　
★野菜の黒酢いため　
・たまご焼き
・アスパラベーコン　
・きんぴらごぼう　・芋焼き　
・トマト　・りんご

高校2年 ● 遠藤 琴美さん

妹の好きなものを入れました

S a p p o r o C i
t y  O b e n t o  P r o j e c t

menu

お弁当づくりは健康づくり！

1 人分
栄養価
（全体） エネルギー 594kcal

たんぱく質 12.6g
脂肪エネルギー比 35.3％
塩分 1.7g
野菜の量 101g

妹へのごほうび弁当妹へのごほうび弁当

★以外のメニューの材料や
作り方は、札幌市公式
ホームページ「食育情報」に
掲載しています！

札幌市食育情報 検 索

栄養バランスの　イントは、主食・主菜・副菜の三拍子栄養バランスの　イントは、主食・主菜・副菜の三拍子

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

主食：主菜：副菜＝3：1：2主食：主菜：副菜＝3：1：2

ポポ

● 編集・発行 ●
札幌市保健福祉局保健所 健康企画課

〒060-0042　札幌市中央区大通西19丁目WEST19　TEL 011-622-5151

●たんぱく質や脂肪のとり過ぎを防ぎ、食物繊維やビタミン・ミネラルの
　不足を補うため、主食（ご飯・パン等）・主菜（魚・肉・卵・大豆製品等）・
　副菜（野菜・きのこ等）の割合は3：1：2を目安にしましょう。
●すき間なく詰めるとバランスも見た目もOK！
●揚げ物や油を多く使ったおかず、塩分の多いおかずは
　1種類までにしましょう。
（脂肪エネルギー比は 20 ～30％が適正です。1日の食事の中で調整しましょう）

さっぽろ市
02-E06-15-1956
27-2-1123

【材　料】
・鶏肉 ……………… 15g
・なすび …………… 10g
・にんじん ………… 10g
・ピーマン …………    5g
・レンコン ………… 10g
・じゃが芋 ………… 20g
　・黒酢 …………… 少々
　・リンゴ酢 … 小さじ 1
　・みりん ………… 少々
　・砂糖 …… 小さじ 1
　・しょうゆ … 小さじ 1/2
　・水 ………… 大さじ 1
　・片栗粉 ………… 少々
・油

【作り方】
①調味料は片栗粉以外を
　合わせておく。

②野菜と肉は一口大に切り、
　軽く油で揚げてから、
　調味料を入れて一緒に炒める。

③水溶き片栗粉を入れ、黒酢あん
　が野菜と肉にからまるように
　混ぜ合わせる。

★野菜の黒酢いため

参考：足立己幸・針谷順子著「3・1・2ダイエット法」

主食：3

副菜：2

主菜：1



女　子男　子

バリバリの体育会系！！
ハードに運動するタイプ
バリバリの体育会系！！
ハードに運動するタイプ

女　子男　子

2,700kcal

900kcal

2,550kcal

850kcal

2,900kcal

約 970kcal

3,150kcal

1,050kcal

2,400kcal

800kcal

2,300kcal

約770kcal

2,600kcal

約 870kcal

2,850kcal

950kcal

1日

1食

1日

1食

12～14歳

15～17歳

運動は体育くらい！？
どちらかというと文化系
運動は体育くらい！？
どちらかというと文化系身体活動レベル

1人分
栄養価
（全体）

エネルギー 721kcal
たんぱく質 35.9g
脂肪エネルギー比 39.2%
塩分 3.6g
野菜の量 120g

特別賞（ホクレン農業協同組合連合会賞）特別賞（ホクレン農業協同組合連合会賞）
中学校2年 ● 原口 真由香さん

【材　料】（1人分）
・ゴーヤ（小） ……… 1/2 本
・豚肉（薄切り） ……… 2 枚
・ごま油 ………… 小さじ 1
・卵 …………………1/2 個
・塩・こしょう ……… 適量
・酒 …………… 大さじ 1/2
・しょうゆ …… 大さじ 1/2

★ゴーヤチャンプル

・ごはん　・玉子焼き　★ゴーヤチャンプル
・梅と大葉の肉巻き　・オクラの鰹節和え

【作り方】
①ゴーヤのわたを取ってうす切
りにする。
②豚肉を食べやすい大きさに切
り、卵は割りほぐす。
③フライパンにごま油を入れ中
火で肉を炒め、火が通ったら
ゴーヤを入れ炒める。
④酒・しょうゆ・塩こしょうで
味付けする。
⑤卵を流しいれ、上下返すように
からめて、完成！

特別賞（日本ハム北海道販売株式会社賞）特別賞（日本ハム北海道販売株式会社賞） 中学校1年 ● 加藤 瑠菜さん

1人分
栄養価
（全体）

エネルギー 659kcal
たんぱく質 29.3g
脂肪エネルギー比 37.0％
塩分 3.2g
野菜の量 145g

優秀賞（札幌市保健所長賞）優秀賞（札幌市保健所長賞）
中学校2年 ● 竹之内 ももこさん

【材　料】（1人分）
・豚挽肉 ……………… 60g
・おから ……………… 30g
・玉葱 ………………… 10g
・人参 ………………… 10g
・油 ………………… 少々
・卵 …………………… 10g
・塩こしょう ………… 少々
※中濃ソース … 大さじ 1/2
※ケチャップ … 大さじ 1/2

★おからハンバーグ

・雑穀ご飯　★おからハンバーグ
・二色玉子焼き　・ブロッコリーのマヨがけ

【作り方】
①玉葱と人参をみじん切りにする。
②フライパンに油をひき、人参
と玉葱を炒めて冷ます。
③②を冷ましたものをボウルの
中に入れ、その中に豚挽肉、
卵、おから、塩・こしょうを入
れ、よくこねる。
④こねたものをハンバーグ状の
形にして、フライパンで焼く。
⑤④を取り出したフライパンに
中濃ソース・ケチャップを入
れてソースを作る。

【材　料】（1人分）
・白米 ……………… 0.4 合
・鶏もも肉 …………… 40g
・ごぼう ……………… 20g
・人参 ………………… 20g
・えのきだけ ………… 10g
・おろし生姜 … 小さじ 1/8
・トウバンジャン … 小さじ 1/4
・鶏ガラスープの素 … 小さじ 1/2

★具がたっぷりごぼうの炊き込みごはん

【作り方】
①といだ米に炊飯器の目盛り
にあわせて水を入れ、生
姜、トウバンジャン、スープ
の素を入れて混ぜておく。
②一口大の肉、ささがきごぼ
う、太目の千切り人参、半
分に切ってほぐしたえのき
だけをのせて炊く。

特別賞（札幌市中央卸売市場青果部運営協議会賞）特別賞（札幌市中央卸売市場青果部運営協議会賞） 中学校2年 ● 千葉 里紗さん

【材　料】（1人分）
・さつまいも ………… 1/5 本
・バター ……………… 小さじ 1
・マーマレード …… 大さじ 1/2

★さつまいもマーマレード

・ごはん　・鶏肉のみそつけ焼き　・海藻たまご焼き
・ほうれんそうとしいたけゴマ炒め　★さつまいもマーマレード

【作り方】
①さつまいもを食べやすい
　サイズに切る。
②さつまいもをバターで
　焼く。
③焼いたら火を止め、
　マーマレードと混ぜる。

特別賞（（株）北海道日本ハムファイターズ賞）特別賞（（株）北海道日本ハムファイターズ賞）
中学校2年 ● 佐藤 弘隆さん

・わかめとこんぶと白ごまのごはん　・とり肉の竜田あげ
・卵焼き　・皮付きポテト　★ふきとサンマ缶の炒め物
・人参・ブロッコリーの温サラダ

【材　料】（1人分）
・ふきの水煮 ………… 2 本
・さんま水煮缶 ……… 2 切
・ゴマ油 ……………… 少々
・めんつゆ …………… 少々

★ふきとサンマ缶の炒め物

【作り方】
①ふきの水煮を 4 センチ位に
切り、さんま水煮缶とゴマ油
で炒める。
②火が通ったら、めんつゆで味
付けする。

1 人分
栄養価
（全体）

エネルギー 642kcal
たんぱく質 32.2g
脂肪エネルギー比 32.8％
塩分 2.9g
野菜の量 130g

1 人分
栄養価
（全体）

エネルギー 670kcal
たんぱく質 22.0g
脂肪エネルギー比 38.6％
塩分 2.1g
野菜の量 120g

1 人分
栄養価
（全体）

エネルギー 611kcal
たんぱく質 22.9g
脂肪エネルギー比 29.0％
塩分 2.6g
野菜の量 101g

弁当箱の容量（ml） ≒ エネルギー量（キロカロリー） です。
自分にあったサイズの弁当箱を用意しましょう！
推定エネルギー必要量【参考】

※　上記の推定エネルギー必要量は、各年代の参照体位を考慮した参考値です。

お弁当箱の大きさにびっくり！
という方が多いかもしれませんね。
お弁当だけではエネルギーが
不足しそう…という人は、

牛乳やチーズ、野菜ジュースや
おにぎり等をお弁当にプラスしたり、
補食にすると良いですね！

★具がたっぷりごぼうの炊き込みごはん
・鮭のカリッとナッツマヨ炒め 　・じゃがいもとベーコンのミルク煮
・ブロッコリーと桜エビの塩昆布和え　・ミニトマト

「地産地消弁当」「地産地消弁当」

「家庭菜園エコ弁当」「家庭菜園エコ弁当」

「素材の味を生かしたボリュームたっぷり弁当」「素材の味を生かしたボリュームたっぷり弁当」

「ヘルシー弁当」「ヘルシー弁当」

「栄養満点弁当」「栄養満点弁当」
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menumenu

menu

menu


