中・高校生の部【札幌市長賞】

た ぐ ち

田口

ゆ

な

結詠さん

疲労回復弁当

・きんぴらごぼう
・こまつなとコーンのバターいため
・ぶた肉のしょうが焼き
・トマトさんど
・かぼちゃの茶きんぎょ
・とうもろこしご飯

・にんじん
・ごぼう
・油 大さじ 1
・さけ 20cc
・砂糖 大さじ 1
・しょう油 大さじ 1
・みりん 大さじ 1
・白ごま 少々
・こまつな 1/2 束
・とうもろこし 10g
・バター 少々
・塩、こしょう 少々
・サニーレタス 1 枚
・お肉 100g
・しょうが 1 かけ
・砂糖 大さじ 1
・しょう油 大さじ 1
・みりん 大さじ 1
・にんにく 1 かけ

きんぴらごぼう
・にんじんとごぼうを千切りにする。
・なべに油を入れて、にんじんとごぼうをいためる。
・さけ、砂糖、しょう油、みりんを入れて、にる。
・しばらくしたら火を止めさます。
・最後に白ごまをふって完成。
こまつなとコーンのバターいため
・こまつなを水で洗い、食べやすい大きさに切る。
・フライパンを温める。
・バターを入れ、そこにこまつなととうもろこしを入れていためる。
・最後に塩、こしょうで味付けをし、完成。
ぶた肉のしょうが焼き
・お肉を食べやすい大きさに切る。
・切ったお肉を袋に入れて全ての調味料を入れてもみ、10 分間程お
いておく。
・フライパンでお肉を焼き、サニーレタスの上にのせたら完成！

・家で作った野菜や、おばあちゃんの家で作っ
た野菜を使いました。
・見た目だけでなく味や、かんたんさも意識しま
した。
・体に良い食材を使いました。

たまごをうすく焼いてその中にきんぴらごぼう
を入れる。→するとおいしくなる！！

中・高校生の部【札幌市教育長賞】

い わ た

岩田

り

お

梨央さん

野原とパンダ

・枝豆の混ぜご飯
・たまご焼き
・クリームコロッケ
・キャベツと塩昆布の油あえ

・ご飯 300g
・キャベツ 1 枚
・枝豆 4 さや
・卵 1 個
・スナップエンドウ 3 さや
・のり 少々
・ミニトマト 2 個
・ウィンナー 1/4 本
・ブロッコリー 1/8 かぶ
・ハム 1 枚
・コーン 18g
・にんじん 5g
・塩昆布 少々
・乾燥わかめ 少々
・油 少々
・塩 少々
・コショウ 少々
・コロッケ(冷凍用) 1 個

①枝豆と葉っぱ型に切ったスナップエンドウ、乾燥わかめをご飯と混ぜ
る。
②ウィンナーの先端を切り、断面を重ね合わせてハートを作る。
③のりでパンダのパーツを作る。
④たまご焼きをフライパンで作る。
⑤コロッケをレンジで解凍する。
⑥⑤の間に④で使ったフライパンを用いて、細く切ったキャベツ、にん
じん、塩昆布を少量の油で炒める。
⑦トマトやブロッコリーをお弁当に入れる。
⑧缶のコーンをプラスチックカップに移す。
⑨ハムを巻いてプラスチックの串で刺し、お花を作る。
⑩①～⑨をお弁当に入れる。

野菜を多く使い、全体的にうすい味付けのヘルシー

野菜を多く使っているので、朝食にはサラダとしてアレ

なお弁当です。パンダやお花など、ところどころに可

ンジすることもできます。ご飯や炒め物などもそのまま

愛いポイントもあります。１つ１つ簡単に作ることが

余った物を朝食として食べることもできます。

できるため、朝の忙しい時間でもすぐに作りやすい
お弁当になっています。

はやかわ

中・高校生の部【札幌市ＰＴＡ協議会会長賞】 早川

こうすけ

昂佑さん

おばあちゃんの味弁当

・鮭と梅の混ぜご飯
・しょうが焼き（豚と赤パプリカ）
・煮物
・ほうれん草のきな粉和え
・ポテトサラダ
・ミニトマト

・しいたけ 1/2 枚
・ごぼう 2g
・にんじん 13g
・こんにゃく 14g
・砂糖 小さじ 1 杯
・みりん 小さじ 1 杯
・しょうゆ 小さじ 1 杯
・きゅうり 10g
・ハム 1 枚
・にんじん 5g
・マヨネーズ 大さじ 1 杯
・塩、こしょう 少々
・砂糖 小さじ 0.5 杯
・ほうれん草 0.5 束 ・きな粉 大さじ 2 杯
・はちみつ 大さじ 0.5 杯
・赤パプリカ 5g
・豚肉 20g
・サラダ油 大さじ 0.5 杯
・しょうがチューブ 1.5cm
・しょうゆ 大さじ 0.5 杯
・砂糖 小さじ 1 杯
・ミニトマト 1 個
・ご飯 190g
・ごま・カリカリ梅・鮭 適量

まず煮物です。にんじんとごぼうを乱切りにして、茹でます。その後、
しいたけを八分割にして、それを 4 つ取って、茹でた後、こんにゃくも
乱切りにして茹でます。茹でているとき、砂糖、みりん、しょうゆを入
れます。
次にポテトサラダです。きゅうりを輪切り、ハムとにんじんを千切りに
して混ぜます。じゃがいもは 1 口サイズで切った後、炒め、混ぜます。
このとき、いもは潰さないようにするのがポイントです。そして、マヨネ
ーズと塩、こしょうと砂糖を入れます。
その次はほうれん草で、茹でた後束ね切りにして、きな粉を和え、は
ちみつも入れます。
しょうが焼きは、赤パプリカを千切りにして、豚肉と一緒に炒め、サラ
ダ油、しょうが、しょうゆ、砂糖を入れます。
最後に、ご飯はごま、カリカリ梅、鮭を入れ、上の方も下の方も均等
になるように混ぜます。
そうして、ミニトマトと一緒に盛り付けて完成です。

ほうれん草をきな粉と和えたのはきな粉に含
まれているコリンという成分が海馬を成長させ、
記憶力が向上するからです。
ポテトサラダでじゃがいもを潰さないのはその
方が食感が残り、おいしく感じるからです。

コリンは大豆に含まれるので納豆を入れれ
ばきな粉と同じ効果が得られます。

もり

中・高校生の部【札幌市食生活改善推進員協議会会長賞】 森

いつき

樹 さん

盛りだくさん弁当

・きのこのバター炒め
・牛肉炒め
・海老のマヨネーズ和え
・切り干し大根の煮物
・小松菜とインゲンの醤油炒め

米 350g
きのこのバター炒め
エリンギ 25g しいたけ 25g
塩コショウ・にんにく・バター 少々
牛肉炒め
牛肉 120g 塩コショウ 少々
えびのマヨネーズ和え
えび 35g マヨネーズ 小さじ 2
砂糖 少々
切り干し大根の煮物
切り干し大根 20g 人参 10g
こあげ 5g 醤油 小さじ 1
砂糖 小さじ 1/2
みりん 小さじ 1 だし 少々
小松菜とインゲンの正油炒め
小松菜 20g インゲン 20g
醤油・ごま油・塩 少々

きのこのバター炒め
エリンギとしいたけを一口大に切る。バターを入れて炒める。塩コショ
ウとにんにくを入れてさらに炒める。
牛肉炒め
牛肉を一口大に切って炒め、塩コショウで味付けをする。
えびのマヨネーズ和え
マヨネーズと砂糖を混ぜて、電子レンジで十秒加熱し、それをえびと
和える。
切り干し大根の煮物
切り干し大根を水で戻す。その間に人参とこあげを切る。切り干し大
根と人参、こあげを醤油、砂糖、みりん、だしを入れて煮る。
小松菜とインゲンの正油炒め
小松菜とインゲンを一口大に切って、醤油、ごま油、塩で炒める。

なるべく一つの調味料を使ったり、普段から
冷蔵庫の中にあると思う物を使って手頃に作れ
る所。

まき

あや か

中・高校生の部【ホクレン農業協同組合連合会会長賞】 牧 彩華さん

栄養チャージ弁当

・ツナそぼろご飯
・豚肉野菜まき
・ブロッコリとツナのみそマヨ焼き
・さつまいもの甘煮
・キャベツのおかか巻き
・トマトとほうれん草のナムル

（ツナそぼろご飯）
ご飯
さやいんげん 40g
ツナ缶 1 缶
卵 1個
（ブロッコリとツナのみそマヨ焼き）
ブロッコリ 3 個
ツナ 30g
マヨネーズ 小さじ 1
みそ 小さじ 1/2
（さつまいもの甘煮）
さつまいも 60g
砂糖・酒・しょうゆ 少々
（豚肉の野菜まき）
豚肉（スライス） 15g さやいんげん 15g
にんじん 10g
えのき 6g
酒・しょうゆ・みりん 大さじ 1
（キャベツのおかか巻き）
キャベツ 1 枚
削りがつお 3g
しょうゆ 少々
（トマトとほうれん草のナムル）
ミニトマト 2 個
ほうれん草 1 束
ごま油・しょうゆ 小さじ 1

（ツナそぼろご飯）
１.いんげんをゆで、斜め切りする。
２.割りほぐした卵をフライパンで熱し、すばやくかきまぜる。
３.ツナを加え、調味料を混ぜ合わせ、上にいんげんをのせて完成！
（ブロッコリとツナのみそマヨ焼き）
１.ブロッコリをゆでる。
２.調味料、ツナ、ブロッコリをアルミカップに入れ、オーブンで 3 分焼く。
（さつまいもの甘煮）
１.さつまいもを半月切りにする。
２.お皿に入れ、砂糖、酒、しょうゆをまぜ合わせて電子レンジで 2 分加熱
する。
（豚肉の野菜まき）
１.いんげん・人参をゆで、食べやすい大きさに切る。
２.豚肉にいんげん、人参、えのきをまく。
３.酒、しょうゆ、みりんをからめて焼く。
（キャベツのおかか巻き）
１.キャベツは洗って、ラップで包み電子レンジで 1 分加熱する。
２.削りがつおにしょうゆを加え混ぜる。
３.キャベツを広げ、削りがつおを巻く。
（トマトとほうれん草のナムル）
１.ほうれん草をゆで、4cm くらいに切る。
２.トマトと調味料とほうれん草を混ぜ合わせる。

すべてのおかずに野菜が入っていて、つか
れたときに、栄養をチャージすることができるお
弁当にしました。
豚肉野菜まきは、肉で巻いたことで、1 度に肉
と野菜を補給することができます。

よしじま

ゆう と

中・高校生の部【北海道漁業協同組合連合会会長賞】 吉嶋 勇翔さん

汗で流れた栄養チャージ弁

・とうきびごはん
・にんじんとささぎのいためもの
こ が ね

・たらの黄金やき
・あさ漬け
・トマト・パセリ

○とうきびごはん
・お米 1/2 合弱
・とうもろこし 1/4 本
・バター 3g
・しょう油大さじ 1/2
・塩小さじ 1/4
・パセリ 適量
○たらの黄金焼き
・たら 1 切れ
・卵黄 1/2 個分
・小麦粉（たらをおおえるほど）
・しそ（かざり）
・マヨネーズ 大さじ 1
・片栗粉 大さじ 1/2
○あさ漬け
・にんじん 小 1/2 本 ・きゅうり １本
・大根 10cm
・塩 適量
・しょう油 大さじ 1
・しょうが １かけ
・ごま 大さじ 1
・しそ 2 枚
○にんじんとささきのいためもの
・みりん 大さじ 1
・しょう油 大さじ 1
・ささぎ 10 本
・にんじん 小 1/2 本
・ごま 適量
・ごま油 適量
○トマト・パセリ
・トマト 2 個
・パセリ 適量

○とうきびごはん
お米（4 人分：2 合）に塩、しょう油を入れ、まぜたのち、とうもろこしを包丁でそぎ、
軸とともにたく。まぜるときにバターを入れ、さいごにパセリをトッピングする。
○たらの黄金焼き
たらに酒と塩をふり、しばらくおいた後、水気をとる。それをビニール袋の中に小
麦粉と一緒に入れ、全体に小麦粉をつける。それをオーブンで 230℃で 13 分ほ
どやく（たらがやけるまで）。この間に卵黄、片栗粉、マヨネーズをまぜ、黄金をつ
くる。やきおわったたらに黄金をつけ、黄金がかたまるまでやく。
○あさ漬け
にんじんを半月切り、大根をいちょう切り、きゅうりを輪切り（だいたいでよい）に
し、塩とまぜる。その後それらをかるくあらい、水をぬき、せんぎりにしたしそ、しょ
う油、しょうが、ごまと一緒にビニール袋に入れ、30 分ほどおいておく。
○にんじんとささぎのいためもの
にんじんとささぎをせん切りにし、ごま油でいためる。その後しょう油とみりんを入
れ、ごまをかける。
○トマト・パセリ
かるくあらってトッピングする。

・たらに小麦粉をまぶす時にビニール袋をつか
い、余分につかわず、手を汚さないようにしまし
た。
・しそ、ささぎ、きゅうり、大根、ミニトマトは庭で
とれたものを使っています。

浅漬けをきざんで納豆と和えると手軽におい
しく野菜をたべれます。

いしはら

る い

中・高校生の部【札幌市中央卸売市場青果部運営協議会会長賞】 石原 琉彩さん

野菜多め弁当

・にんじんしりしりのまぜごはん
・もやしとこまつなのナムル
・のりしおポテト
・たまご焼き
・トマト
・豚バラとなすの味ぽんいため

・たまご 2 個

・ごはん

・玉子焼き～たまごとさとうをいれてまぜ焼く。

・にんじん 1 本

・じゃがいも 2 個

・もやしとこまつなのナムル～もやしとこまつなをゆで、ごま油、しょう

・塩 適量

・青のり 適量

ゆ、だしのもとをいれて完成。

・バター 適量

・白ごま

・にんじんしりしりのまぜごはん～にんじんを細く切って、さとう、ごま

・なす 2 本

・豚バラ

油、しょうゆを適量加えていためます。そのあとごはんとまぜます。

・もやし

・こまつな 3 本

・豚バラとなすの味ぽんいため～豚バラとなすを 1 口サイズに切り、

・ごま油 適量

・さとう 適量

豚バラ、なすのじゅんでいためます。そのあと味ぽんを適量くわえて

・しょうゆ 適量

・味ぽん

できあがりです。
・青のりぽてと～じゃがいもを 1 口サイズに切り、レンジにかけます。
そのあと、青のりと塩をかけて完成です。

いろどりをよくし、おかずの数をふやして、み
ばえよく、味にあきないように、工夫しました。

ながしま

し ん の すけ

中・高校生の部【ポッカサッポロ北海道㈱賞】 長島 伸之介さん

summer 弁当

①ズッキーニのぶた肉まき
②たまごやき
③やきジャケ
④なすのツナマヨはさみやき
⑤たきこみご飯
⑥ブロッコリー
⑦ミニトマト

①ぽんず 適量 バター 適量
ズッキーニ 1/6 本 ぶた肉 2 枚
かたくり粉 適量
②のり 2 枚 チーズ 2 枚
ベーコン 2 枚 たまご 1 個
③塩 適量 シャケ 小サイズ 1 切
④なす 1/4 本 しそ 1 枚
ツナ 1/4 缶 マヨネーズ 適量

①ズッキーニを 3 等分。ズッキーニ 3 等分したものを 3 等分。ズッキ
ーニをぶた肉でまく。かたくり粉をつける。やいてむす。ぽんずをか
完
け、少しやく。○

②たまごをフライパンにのせてひっくりかえすときにのり、チーズ、ベ
完
ーコンをいれひっくりかえし、2 回目も同じようにして。○
完
③シャケに塩をふってやいた。そして 2 等分した。○

④なすをやき、ツナ、マヨネーズ、しそをまぜる。なすでしそツナマヨを
完
はさむ。○

⑤（米 3 合分） たけのこ 適量

⑤米をといで、たけのこ、たこ、しめじをいれて、たきこみご飯の素を

たこ 適量 しめじ 適量

いれて、少しまぜてたく。たき終わったらまぜてえだまめをいれてまぜ

えだまめ 適量 あぶらあげ

完
る。○

たきこみご飯の素 １パック
米 2 合 もち米 １合

たきこみご飯に夏バテしないように疲労回復
のためタコをいれました。
お肉と野菜をバランス良く食べれるようにし
た。

残ったたきこみご飯を、おにぎりにしてのりを
巻いて食べた。
ズッキーニの残りを輪切りにして、焼いてズッ
キーニステーキにしました。
ブロッコリーもゴマドレッシングをかけて食べ
た。

中・高校生の部【日本ハム北海道販売㈱賞】

きたもり

る

な

北守 瑠菜さん

栄養バランス弁当

・卵焼き
・肉巻き
・ブロッコリーのおかか和え
・ひじきのごまあえ
・鶏もも肉のケチャマヨカレー炒め
・ミニトマト
・さつまいもご飯
・マイタケのガーリックベーコン炒め
・カボチャサラダ

・卵 3/8

・すりごま 2g

・米

・鶏もも肉 30g

・マイタケ 20g

・大豆 3g

・ベーコン 10g

・レーズン 5g

・豚バラ肉 50g
・インゲン 20g
・にんじん 10g
・カボチャ 30g
・さつまいも 50g
・ブロッコリー 20g
・ミニトマト 30g
・かつお節 3g
・芽ひじき 3g

卵焼き①卵、砂糖、しょう油をとく。②卵焼き器にといた卵を入れ、巻く。×５③少
し冷まして切る。
肉巻き①にんじんを短ざく切り、インゲンはすじを取り半分に切る。②豚バラ肉に
①を入れななめに巻く。③みりんとしょう油でタレをつくる。④②を焼き、③を入れ
る。⑤少し冷まして半分に切る。
ブロッコリーのおかか和え①ブロッコリー、しょう油、かつお節を入れる。②和え
る。
ひじきのごま和え①ひじきを水でもどす。②洗う。③せん切りにしたにんじんと油
揚げを入れ、ゆでる。④③に大豆、しょう油、砂糖、すりごまを入れ和える。
鶏もも肉のケチャマヨカレー炒め①鶏もも肉に小麦粉とカレー粉をまぶしもみ込
む。②両面焼く。③ケチャップとマヨネーズを混ぜる。④③を②に入れ、炒める。
さつまいもご飯①米をとぐ。②さつまいもを角切り。③さつまいものあくを取る。④
①にさつまいもとみりんを入れ、たく。⑤ごましおをかける。
マイタケのガーリックベーコン炒め①マイタケを洗い、さく。②ベーコンを短ざく切
りにする。③オリーブオイルとすりおろしたにんにくでマイタケとベーコンを炒め
る。④塩、こしょうで味を調節する。
カボチャサラダ①カボチャを 1cm 角くらいに切る。②電子レンジ 600W5 分にかけ
る。③レーズン、マヨネーズ、塩こしょうを入れて粗くつぶす。

水分が少ないので水っぽくなりにくく、もちもいい。
いろどりがよい。
6 つの基礎食品群が入っている。

中・高校生の部【㈱松原米穀賞】

あ

べ

阿部

ゆ う か

優花さん

苦手克服！うまうま弁当

・トマトピラフ
・ブロッコリー
・煮込みハンバーグ
・しらすとほうれん草のバター炒め
・ポテトサラダ
・チーズ入り玉子焼き

（トマトピラフ）
・米 1 合
・ミニトマト 5 個
・コンソメ 小さじ 1 ・ササミ 1 本
・玉ねぎ 1/8
・オリーブオイル 大さじ 1/2
・ケチャップ 大さじ 1
・しょうゆ…大さじ 1/2
（煮込みハンバーグ）
・ひき肉 130g
・ソース 大さじ 1
・玉ねぎ 1/8
・ケチャップ 大さじ 1
・ピーマン 1/2
・しょうゆ 大さじ 1/2
・塩こしょう 少々
・砂糖 大さじ 1/2
（しらすとほうれん草のサラダ）
・ほうれん草 1/2 ・しらす 大さじ 1
・バター 10g ・しょうゆ 小さじ 1/2
(ポテトサラダ)
・じゃがいも 1 個 ・にんじん 1/2 個
・きゅうり 1/2 個 ・卵 1 個
・ソーセージ １本
・マヨネーズ 大さじ 4
(チーズ入り玉子焼き)
・卵 2 個 ・塩こしょう 少々
・チーズ 大さじ 1

（トマトピラフ）
1.米をといでミニトマト＆コンソメを入れてごはんをたく。
2.ササミと玉ねぎのみじん切りをオリーブオイルで炒める。
3.ケチャップとしょうゆで味付けをして、ごはんにまぜる。
（煮込みハンバーグ）
1.玉ねぎ、ピーマンをみじん切りにする。(見えなくなるくらい)
2.ひき肉、玉ねぎ、ピーマンを合わせ、塩こしょうをしてまぜる。
3.空気を抜きながら整形。
4.肉を焼き、ソース、ケチャップ、しょうゆ、砂糖、水を入れて煮込む。
（しらすとほうれん草のサラダ）
1.ほうれん草を小さじ 1 の塩でゆでる。
2.ゆであがったら、1cm の長さに切る。
3.バター10g でほうれん草としらすを炒める。
4.仕上げにしょうゆ小さじ 1/2 を入れる。
(ポテトサラダ)
1.いもとにんじんの皮をむき、やわらかくなるまで煮る。
2.きゅうりを千切りにして塩小さじ 1 をふる。5 分くらいおいて水気をきる。
3.ゆでたまごを作る。
4.いもとにんじんがやわらかくなったらきゅうりとゆでたまご、ソーセージを
マヨネーズであえる。
5.塩こしょうで味をととのえる。
(チーズ入り玉子焼き)
1.卵に塩こしょうを入れてよくまぜる。
2.焼くときに真ん中にチーズを入れてチーズを包むように焼く。
(ブロッコリー)
1.小さじ 1 の塩を入れて 3～5 分ゆでる。

・1 群から 6 群まで食材を豊富に使ったお弁当です。
・子どもの嫌いな食べ物～トマト・ピーマン・ほうれん草
を食べられるようにみじん切りにしたり、他のものとま
ぜたりしました。
・色どりをよくするために、かざりとしてレタスを使った
り、いちごをトッピングしました。
・子どもでも食べられる量にしました。

お か だ

ゆうすけ

中・高校生の部【㈱北海道日本ハムファイターズ賞】 岡田 雄輔さん

アウトドアに食べたいワイルド
男子弁当

①バーベキュー風肉巻き
②ポテトのチーズのせ
③ニンジンのグラッセ
④ピーマンとズッキーニのオリーブオ
イル焼き
⑤玄米のとろろ昆布ごはん

①豚ロースうす切り 3 枚 80g
ゴボウ 34g

ささげ 20g

ウスターソース 15g
玉ねぎ 1/4 個 40g
ジンギスカンのたれ 10g
②ジャガイモ 60g チーズ 3g
ドライパセリ・塩コショウ 少々
③ニンジン 60g

バター 5g

①2～3cm の棒状に切ったゴボウとささげをレンジにかけ、豚肉に巻
く。巻いた部分を下にして焼きこがし、全体的に焼き目がついたらす
りおろした玉ねぎとたれを入れふたをし、蒸し焼きにする。
②ジャガイモは 2cm 角に切り、600W のレンジに 2～3 分かける。塩コ
ショウを軽くふり、チーズとドライパセリをのせる。
③ニンジンは食べやすい大きさに切り、バター、水大さじ 1、さとうを
入れてラップを軽くし、600W のレンジに 3 分かける。
④ズッキーニは 1cm 幅の輪切りに、ピーマンは半分に切り、オリーブ
オイルを入れたフライパンで焼き目がつくまで焼き、塩コショウをふ

さとう 5g
④ピーマン 1 個 25g

る。
⑤玄米ごはんにとろろ昆布を広げてのせる。

ズッキーニ 40g
オリーブオイル 10g 塩コショウ
⑤玄米 200g

とろろこんぶ 2g

・アウトドアなどで、直火で温めてもこげないよう

・余った料理を 1 つのナベに入れ、トマトカンとコ

アルミホイルをしいている。

ンソメを加え、一煮立ちさせ、スープとして食べ

・洗うときの水もせつやくでき、エコ。

ることができる。

・夏野菜を使い、BBQ 風の色合いを心がけ、男
子ごのみのガッツリメニューにした。

