忙しいあなたの

かんたん！スピード
クッキング

健康には、主食（ごはん・パン・麺）主菜（肉・魚・卵・大豆製品）副菜（野菜・
海藻・きのこ）がそろったバランスの良い食事をすることが大切です。
わかってはいても、子育て中の忙しい毎日の中で実践するのは、なかなか難しい
ものですね。
「ていね食育ネットワーク」では、日頃不足しがちな野菜を使用
した簡単に短時間でできる副菜メニューをご紹介します。

ていね食育ネットワーク

さっぽろ市
02-Ｑ03-17-2103
29-2-1309

手稲保健センターおすすめレシピ
野菜の塩昆布炒め

＜材料＞4 人分
キャベツ
ピーマン
ごま油
塩昆布

240g
40g
小さじ 1
10ｇ

白菜やきのこ
などでもおいしく
できます。

＜作り方＞
① キャベツ、ピーマンは千切りにする。
② 熱したフライパンにごま油を入れ、キャベツ、ピーマンを炒める。
③ 塩昆布を加えてさらに炒める。

切干大根とわかめのポン酢和え
＜材料＞4 人分
切干大根（乾燥） 30ｇ
わかめ（戻したもの）40ｇ
きゅうり
１本
ツナ缶
１缶
ごま油
小さじ 1
ポン酢
大さじ 2
＜作り方＞
① 切干大根は水で戻し、ざく切りにする。わかめもざく切りにする。
② きゅうりは千切りにする。
③ ①②と汁を切ったツナ缶、ごま油、ポン酢を入れてよく混ぜる。

さっぱりトマト

＜材料＞4 人分
トマト
２個
すし酢
大さじ 2
パセリ少々（あれば）

（作り方）
①トマトは洗ってヘタをとり、ひとくち大に切る。
②すし酢をかけてひと混ぜし、冷蔵庫で冷やす。

青しそを
混ぜても
おいしいです

手稲区食生活改善推進員協議会おすすめレシピ
いんげんのゆかり和え
＜材料＞4 人分

A

いんげん
ゆかり
ごま油
こぶ茶

150ｇ
小さじ 1
小さじ 2
少々

もやし、キャベツ
などでもおいしく
できます。

＜作り方＞
① いんげんを一口大に切り、さっとゆでる。
② いんげんをボールに入れて A の調味料を加え、さっと混ぜ合わせ
て味を調える。

白菜サラダ
＜材料＞4 人分
白菜の茎 250ｇ
塩
少々
りんご
1個
フレンチドレッシング 適量

お好みのドレッシング
でどうぞ

＜作り方＞
① 白菜の茎は千切りにして塩をふっておく。
② りんごは太めのせん切りにして塩水につける。
③ ドレッシングで和える。

ほうれん草のじゃこのり和え
＜材料＞4 人分
ほうれん草 1 把
焼のり
1枚
じゃこ
20ｇ
めんつゆ 大さじ 1

小松菜でも
おいしく
できます

＜作り方＞
① ほうれん草はゆでて水にとり、3cm 程度の長さに切る。
② 焼のりはちぎっておく。
③ ほうれん草にじゃこ、めんつゆを加えて和え、焼のりを混ぜる。

手稲区食生活改善推進員協議会の食育
★親子料理教室
料理をすることの楽しさや、食
べることの大切さを地域の小学
生に伝えています。子どもたちの
笑顔や「美味しいね！」の声がと
ても嬉しく、私たちの日々の活動
意欲につながります。
★食改善展
減塩や野菜摂取の大切さをテー
マにし、推進員が協力して作り上
げた手作りのパネルや展示物を
用いて、区民の皆さんへ食の大切
さをお伝えしています。

ていね食育ネットワーク とは？
手稲区では、次世代を担う子どもたちや、近い将来に親になる若い世代の健康
的な食生活を実践する力を育てることを目的に「ていね食育ネットワーク」を構
成し、連携・協働して食育をすすめています。
中学校
高校

小学校

幼稚園

家庭
区民

大学

食生活改善推進
員協議会

保育園
保健センター

（平成 29 年度ていね食育ネットワーク構成員）
手稲区健康・子ども課（手稲保健センター）/手稲区食生活改善推進員協議会/手稲区保育・
子育て支援センター/ていねあすなろ保育園/札幌市立手稲中央幼稚園/松葉幼稚園
/手稲区学校給食ブロック会/北海道札幌あすかぜ高等学校/北海道科学大学

手稲区保育・子育て支援センターおすすめレシピ
ごま人参（給食レシピ）

＜材料＞4 人分
人参
ごま油
水
砂糖
醤油
すりごま

340ｇ
5ｇ
少々
3ｇ
10ｇ
25ｇ

＜作り方＞
① にんじんは 1.5～2 ㎝程度の太めのせん切りにする。
② ごま油で人参を炒め、水少々を加えて煮る。（煮崩れるほど柔らかくならないように注意する）
③ ②に砂糖、醤油を加え、すりごまを振り混ぜる。

大根カレーマヨネーズ（給食レシピ）
＜材料＞4 人分
大根
マヨネーズ
カレー粉

360ｇ
40ｇ
小さじ 1/6

＜作り方＞
① 大根は厚さ 2 ㎜のいちょう切りにし、湯通しして冷水にとり、水を切る。
② マヨネーズとカレー粉をよく混ぜる。
③ ①を②で和える。

小松菜ツナ和え（給食レシピ）
＜材料＞4 人分
小松菜
ツナ缶
醤油

340ｇ
60ｇ
小さじ 1 弱

苦手な野菜もツナ
で和えると食べやす
くなります

＜作り方＞
① ツナは汁を切っておく。
② 小松菜は 1.5 ㎝程度に切って茹で、冷水にとり水を切る。
③ ①、②を醤油で和える。

手稲区学校給食栄養士ブロック会おすすめレシピ
きゅうりのからし漬け（給食レシピ）
＜材料＞4 人分
きゅうり
2本
砂糖 小さじ 1 と 1/2
小さじ 1/2
A 塩
からし粉 小さじ 1/4
白いりごま 大さじ 1/2

もう一品ほしい時におすす
め！ビニール袋で手軽に調理でき
ます。きゅうりをサッとゆでるこ
とで、味がしみこみやすく
なります。

＜作り方＞
① きゅうりは、乱切りにし、サッとゆでて水で冷ます。
② 水気をきったきゅうりをビニール袋に入れ、A の調味料を加える。
③ ビニール袋の上からもんで味をなじませる。仕上げに白いりごまを加える。

かぼちゃのチーズ焼き
＜材料＞4 人分

レンジで手軽に調理
できます。
じゃがいもとアン
チョビの組み合わせでも

かぼちゃ 1/4 個
ウィンナーソーセージ 8 本
とろけるチーズ 50ｇ
黒こしょう（粗びき） 少々

おいしいです。

＜作り方＞
① かぼちゃは種とわたをとり、サッとレンジで加熱して薄く切る。
② ウィンナーは、5 ミリ位の厚さの斜めスライスにする。
③ 耐熱皿に①と②をきれいにならべ、レンジで加熱する。途中でチーズをか
け、更に加熱し、チーズがとけたら黒こしょうをふる。

ストローポテトサラダ（給食レシピをアレンジ）

カリカリの食感がいつも
＜材料＞4 人分
のサラダとひと味違うおいしさ
ハム 2 枚、レタス 100ｇ
です。学校給食では、レタスの
ホールコーン缶 30ｇ、きゅうり１/２本 かわりにキャベツを使用し、衛
白炒りごま 大さじ 1/2
生面に配慮して食材を全てゆで
ポテトチップ（塩味）20 枚
ています。また、トッピングの
★ドレッシング
ポテトは、千切りにして油で
揚げています。
（酢 小さじ 1 と 1/2、砂糖 小さじ 2/3、

醤油 小さじ 1、塩 少々、こしょう 少々）
＜作り方＞
① ハム、レタス、きゅうりは千切りにする。ホールコーンは水分をきっておく。
② ボールにドレッシングを作っておく。
③ ①と白炒りごまを②のドレッシングで和えて器に盛りつける。
④ 細かく砕いたポテトチップをトッピングする。

みんなでつなぐ
「一粒の大豆から」
昨年の大豆を育てて収穫し、み
そ仕込みをして、今年、みそ開き
の日を迎えました。大豆の収穫時
には畑で栽培した野菜を入れて
「豚汁」を味わいました。
今年も大豆をたくさん収穫しま
した。冬にみそを仕込み、繋げて
いきます。

手稲中央幼稚園の食育
春に畑に植えたじゃがいもと
にんじんを使って、年長さんが
カレー作りをしました。今年は
寒かったからか小さい出来でし
たが、みんなで一生懸命つくっ
たカレーはとってもおいしく
て、何度もおかわりをしました。

手稲区の小中学校では、大浜み
やこ南瓜をはじめとした地場産
物を献立に活用し、給食を教材と
した食育を展開しています。
子ども達は単に食べるだけで
なく、地域の歴史や産業、健康づ
くりなどについて食を通して学
びます。

食育の輪
食育情報を掲示する「しょくいくボ
ード」を設置しています。季節の行事
の「いわれ」や、ジュースに含まれる
糖分など栄養について知らせていま
す。また、とうきびの皮むきやクッキ
ングの様子、保育士・栄養士の食育指
導の様子を知らせる「食育だより」を
掲示しています。

まつば幼稚園の食育
園では、園庭にある畑で食物の栽培
をして、身近に体感できるようにして
います。
収穫時期には全園児で収穫をして、
その食材を使ったカレーライス作り
体験や給食での提供をしています。

北海道科学大学の食育
手稲保健センターと協働で、「お食
事ミーティング～朝ごはんって必
要！？」を実施しました。学生が日ご
ろの食生活について振り返り、どのよ
うにしたら良い食生活を実践できる
かなどについて話合いました。
また、試食を通して 1 日に必要な
野菜の量を確認する良い機会となり
ました。

