
西 条 市 

『減塩なのに美味しい！！』 
 西条市の学校給食減塩レシピです。 
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生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底を図るため、平成27年4月から 
厚生労働省は一日の食塩摂取の目安を男性は8g未満、女性は7g未満と定 
めました。 

塩分を摂り過ぎると 
どうなるの 

体内で様々な症状が出てきます 
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西条市減塩レシピ集 
（学校給食編） 

 子どもの生活習慣病が増えたのは「食生活の乱れ」と「運動不足」が主な原因と
言われていますが、食事では「脂質」「糖質」「食塩」の過剰な摂取が発症に結び
つく要因です。一度身についた生活習慣や食習慣は大人になってから改善すること
が難しいので、子どものうちからバランスのよい食事を心掛けて、規則正しい生活
習慣を身につけておくことが予防にもつながっていきます。 
 学校給食の塩分摂取量は、文部科学省が学年ごとに基準を定めています。例えば、
3～４年生は１食当たり2.5グラム未満です。 
 目標達成のため、 
  ・料理のダシを利かせる。 
  ・ニンニクやショウガなど香味野菜を活用する。 
  ・汁ものは5種類以上の具材を入れてうまみを出す。 
 など、減塩してもおいしく食べられるよう工夫しています。 
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学校給食の「減塩」 薄味で将来の生活習慣病予防 
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（４人分）                                                  

① 玉ねぎはみじん切りにする。 
ひじきは戻しておく。 

② ボウルに①とひき肉、おから、卵、
塩、こしょうを入れて、よく練り
混ぜ、8等分にし、形を整える。 

③ ②に小麦粉、溶き卵、パン粉の順
に衣をつけ、170℃の油できつね
色になるまで揚げる。 

材料 作り方 

メンチカツ 

合いびき肉 160ｇ 

おから 30ｇ 

玉ねぎ 30ｇ 

塩 ひとつまみ 

こしょう 適量 

ひじき（乾燥） 0.5ｇ 

卵 1/2個 

小麦粉 30ｇ 

卵 1/2個 

パン粉 40ｇ 

揚げ油 適量 

   １人分 

エネルギー 278kcal 

塩分            0.3g 

ごはん（150ｇ） 

エネルギー  250kcal 

塩分           0g 
 

１食分の合計 

エネルギー 603kcal 

たんぱく質 19.4g  

脂質 19.5g  

塩分 1.7g  

塩ひとつまみとは？（約0.6ｇ～1ｇ） 

 
 
 
 
 
 
 

「醤油・ソースはかけるより付ける！」 
直接かけるのでななく、小皿にとって少量
ずつ付けましょう。 
「外食には内容に気をつけましょう」 
丼物は、塩分が高くなりがちです。 
なるべく定食ものを選びましょう。 
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（４人分）                                                  

菜の花 60ｇ 

白菜 150ｇ 

花かつお 2ｇ 

和がらし 少々 

醤油 小さじ1 

砂糖 小さじ1/3 

① 菜の花と白菜を食べやすい大きさに
切る。 
 

② 菜の花と白菜を茹でて、水にとり、
冷やす。 
 

③ ②をしぼって、先に混ぜておいた 
調味料（★）と花かつおで和える。 
 

材料 作り方 

菜の花のからしあえ 

春キャベツのみそ汁 

玉ねぎ 1/4個 

にんじん 1/5本 

じゃがいも 中1個 

春キャベツ 80ｇ 

牛乳 40ｃｃ 

みそ 大さじ2 

だし汁 600ｃｃ 

① 材料は食べやすい大きさに切る。 
 

② だし汁に玉ねぎ、にんじん、じゃがいも
を入れて煮る。 
 

③ 火が通ったら、キャベツを入れ、みそと
牛乳を入れ、味をととのえる。 
 

材料 （４人分）                                                  作り方 

   １人分 

エネルギー  62kcal 

塩分           1.1g 
 

   １人分 

エネルギー  13kcal 

塩分           0.3g 
 

減塩ポイント 
牛乳を使うことによって、旨味が増し、コクのある減塩
味噌汁になります。また、牛乳の味もにおいもほとんど
残らず、みそを減らしても薄味にならず、美味しく食べ
ることができます。 

★ 



（４人分）                                                  
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鶏ひき肉 160ｇ 

豆腐 80ｇ 

たけのこの水煮 100ｇ 

玉ねぎ 80ｇ（小1/2個） 

きくらげ 2ｇ（1枚） 

おろししょうが 小さじ1 

麦みそ 大さじ1 1/3 

酒 小さじ1 

片栗粉 大さじ1 

揚げ油 適量 

① 豆腐は重しをして、水けを切る。 

② たけのこは短冊切り、玉ねぎはみじ
ん切りにする。きくらげは水で戻し、
刻んでおく。 

③ ボウルに鶏ひき肉、①②の材料と 
調味料（★）を加え、よく混ぜる。 

④ 4等分にし、小判型にまるめたものを
170℃の油で揚げる。 

たけのこのつくね揚げ 
   １人分 

エネルギー  222kcal 

塩分           0.6g 
 

１食分の合計 

エネルギー 589kcal 

たんぱく質 21.7g  

脂質 22.1g  

塩分 2.0g  

ごはん（150ｇ） 

エネルギー  250kcal 

塩分           0g 
 

★ 

材料 作り方 

揚げる事でコクと香ばしさが
加わり減塩の物足りなさを
補います。 

減塩ポイント 
生きくらげは、主に西条市吉田で
生産されています。施設内で菌床
栽培するため、無農薬で安心して
食べられます。肉厚で、ほんのりきの
こ特有の旨味も感じられます。 
旬の時期は５月～１１月です。 
是非、旬の頃に味わってみましょう。 
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木綿豆腐 100ｇ 

ごぼう 50ｇ 

大根 100ｇ 

にんじん 40ｇ 

干し椎茸 8ｇ（2枚） 

油揚げ 20ｇ 

青ねぎ 20ｇ 

塩 少々 

薄口しょうゆ 大さじ1 

酒 小さじ1 

だし汁 500ｍｌ 

（４人分）                                                  

① 干し椎茸は水で戻して、細く切る。 
ごぼうはささがき、大根とにんじんは 
いちょう切りにする。 

② 木綿豆腐はさいの目切り、油揚げは油抜
きをして、短冊に切る。 
ねぎは小口切りにする。 

③ だし汁を沸かし、①の野菜と油揚げを加
え、火が通るまで加熱する。 

④ 豆腐を加え、調味料（★）を加え、最後
にねぎを入れる。 

けんちん汁 

いちご 2粒 

（１人分）                                                  

   １人分 

エネルギー  10kcal 

塩分           0g 
 

★ 

   １人分 

エネルギー  45kcal 

塩分           0.6g 
 

きぬさやの卵とじ 

絹さや 80ｇ 

玉ねぎ 80ｇ（小1/2個） 

卵 1個 

砂糖 小さじ2 

薄口しょうゆ 小さじ1 1/2 

だし汁 80ｍｌ 

（４人分）                                                  
① 絹さやはすじを取り、斜め半分に切る。 

玉ねぎは薄切りにする。 

② 鍋に水と調味料（★）と玉ねぎを入れて
煮る。ひと煮立ちしたら絹さやを加え、 
加熱する。 

③ 玉ねぎに火が通ったら、絹さやを加えて
ひと煮立ちさせる。 

④ 最後に、割りほぐした卵でとじる。 

   １人分 

エネルギー  62kcal 

塩分           １.0g 
 

 塩少々とは？（約0.4ｇ～0.6ｇ） 
 
 
 
 
 
 

★ 

材料 

材料 

材料 

作り方 

作り方 
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（４人分）                                                  

鶏もも肉 240ｇ 

塩・こしょう 少々 

片栗粉 適量 

なす 80ｇ（中1本） 

ピーマン 40ｇ（小1個） 

ミニトマト 8個 

サラダ油 大さじ2 

粒マスタード 小さじ2 

マヨネーズ 大さじ1 1/2 

はちみつ 小さじ2 

薄口しょうゆ 小さじ2 

① 鶏肉を一口大に切り、塩・こしょうで 

下味をつけ、片栗粉をまぶしておく。 

② なす、ピーマンをそれぞれ一口大に切り
ミニトマトは半分に切る。 

③ フライパンに半量のサラダ油を熱し、 

鶏肉を炒めて取り出す。同じフライパン
に残りのサラダ油を入れ、なす、ピーマ
ンの順に炒めて取り出す。 

④ ボウルに調味料（★）を合わせ、トマト
と③を和える。 

 

材料 作り方 

鶏肉と夏野菜の 
ハニーマスタードあえ 

   １人分 

エネルギー  266kcal 

塩分           0.9g 
 

★ 

１食分の合計 

エネルギー 615kcal 

たんぱく質 19.9g  

脂質 24.9g  

塩分 2.2g  

減塩ポイント 
マスタードは辛み、旨味、酸味のバランスが良いので味に
深みが出て減塩につながります。ピリッとした辛みや酸味
などを適度にプラスすることで、薄味で美味しく食べるこ
とができます。 

ごはん（150ｇ） 

エネルギー  250kcal 

塩分           0g 
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（４人分）                                                  

① きくらげは水で戻し、千切りにする。 

 

② にんじん、キャベツ、ベーコンは 

短冊切り、オクラと玉ねぎは薄切り
にする。 

③ ガラスープを煮立たせ、オクラ以外
の具材を入れる。最後にオクラを 

入れ、火が通れば調味料（★）を入
れ味を整える。 

材料 作り方 

春雨スープ 

いんげんソテー 
材料 （４人分）                                                  

さやいんげん 80ｇ（8本） 

もやし 100ｇ 

サラダ油 小さじ2 

塩 ひとつまみ 

こしょう 少々 

薄口しょうゆ 小さじ1/3 

作り方 

① さやいんげんはスジをとり、三等分に
切る。 

 

② フライパンにサラダ油を熱し、さやい
んげん、もやしの順に炒め、調味料で
（★）で味付けする。 

   １人分 

エネルギー  28kcal 

塩分           0.4g 
 

   １人分 

エネルギー  71kcal 

塩分           0.9g 
 

★ 

ベーコン 20ｇ 

にんじん 30ｇ（１/5本） 

オクラ ２本 

玉ねぎ 100ｇ（中1/2個） 

キャベツ 80ｇ 

きくらげ 4ｇ（2枚） 

春雨（乾燥） 20ｇ 

ホールコーン 40ｇ 

薄口しょうゆ 大さじ1 

塩 ひとつまみ 

こしょう 少々 

ガラスープ 600ｃｃ 

★ 

「麺類の汁物は残す！」 
 塩分量のほとんどが汁によるものなので、汁を残すことで３割減塩できます。
「おつまみには気をつける！」 
 加工食品には塩分が多く含まれているので、摂り過ぎには注意しましょう。 
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（４人分）                                                  

里芋 250ｇ 

鶏もも肉 60ｇ 

厚揚げ 120ｇ 

にんじん 50ｇ 

ごぼう 60ｇ 

もやし 100ｇ 

こんにゃく 120ｇ 

しめじ 60ｇ 

青ねぎ 50ｇ 

砂糖 小さじ1 

しょうゆ 大さじ1 1/2 

みりん 小さじ1 1/2 

だし汁 240ｃｃ 

① 里芋は皮をむき、一口大に切る。 
 

② 鶏肉も一口大に切る。 
 

③ 他の材料は食べやすい大きさに 

切っておく。 

④ だし汁に調味料を入れて沸かし、 

鶏肉、里芋、その他の野菜の順に 

入れて煮る。 
 

⑤ 仕上げに青ねぎを入れる。 

材料 作り方 

芋炊き 
   １人分 

エネルギー  141kcal 

塩分           0.9g 
 

１食分の合計 

エネルギー 591kcal 

たんぱく質 25.1g  

脂質 14.8g  

塩分 2.0g  

愛宕柿は、昔から西条市の東予・丹原・
小松地区で生産が行われている西条特
産の渋柿です。 
「パリッ」とした食感が特徴です。 
旬の時期は12月上旬～1月上旬です。 
是非、旬の頃に味わってみましょう。 

ごはん（150ｇ） 

エネルギー  249kcal 

塩分           0g 
 

減塩ポイント 
果物に含まれる水溶性食
物繊維が塩分の排出を促
してくれます。 



        

       

      

     

  

              

8 

（４人分）                                                  
① 豆腐は、重しをして水を切り、手で細か

く砕く。 

② 干し椎茸は、水で戻し千切り、たけのこ
も千切り、ねぎは小口切りにしておく。 

③ 油を熱し、ひき肉から炒め、色が変わっ
たら、たけのこ、干し椎茸を入れてさっ
と炒め、調味料を入れて混ぜる。 

④ 卵を割りほぐし、①③とねぎを入れ、 

耐熱容器に流し、150℃で焼き、１人分
に切り分ける。（電子レンジで専用の容
器に入れると短時間でできます。また、
フライパンで卵焼きのようにして作って
も良いです。） 

⑤ Ａの調味料で上にかける餡を作り、④に
かける。 

材料 作り方 

擬製豆腐のあんかけ 
   １人分 

エネルギー  151kcal 

塩分           0.8g 
 

卵 4個 

豆腐 100ｇ 

干し椎茸 1枚 

たけのこ 50ｇ 

豚ひき肉 40ｇ 

ねぎ 20ｇ 

油 小さじ1 

砂糖 小さじ1 

しょうゆ 小さじ1 

塩 少々 

 しょうゆ 小さじ1 1/2 

 みりん 小さじ1 

 かつお節 少々 

 水 80ｃｃ 

 片栗粉 少々 

Ａ 

白菜 200ｇ 

小松菜 100ｇ 

えのき茸 1/2袋 

かつお節 2ｇ 

しょうゆ 小さじ1 1/2 

砂糖 少々 

   １人分 

エネルギー  17kcal 

塩分           0.3g 
 

おかかあえ 

材料 （４人分）                                                  作り方 

① 白菜、小松菜は１㎝幅に切り、えのき茸
は石づきを切り落とし、３等分に切って
おく。 

② 熱湯で①をさっとゆで、水にとって冷ま
し、水けを切る。 

③ しょうゆ、砂糖、かつお節で②を和える。 

材料 （４人分）                                                  

柿 1個 

   １人分 

エネルギー  33kcal 

塩分           0g 
 

減塩ポイント 
表面をこんがり焼いて風味を豊かにし、 
片栗粉のとろみの餡で味を絡めて減塩に♪ 

減塩ポイント 
かつお節を入れて、旨味を 
加えて減塩に♪ 
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（４人分）                                                  

ぶり（60ｇ） 4切れ 

塩 少々 

 白みそ 大さじ1 

 おろししょうが 小さじ2 

 酒 小さじ1 

 みりん 小さじ1/2 

 砂糖 小さじ2 

 ゆず果汁 小さじ1 

材料 作り方 

① ぶりに塩をふり、下味をつける。 

② Ａの材料を混ぜ合わせる。 

③ ①に②を塗り、魚焼きグリルで焼く。 

魚のゆずみそ焼き 

ほうれん草のごま和え 

Ａ 

   １人分 

エネルギー  175kcal 

塩分           0.8g 
 

   １人分 

エネルギー  31kcal 

塩分           0.4g 
 

ほうれん草 1/2束 

もやし 1/2袋 

薄口しょうゆ 小さじ2 

砂糖 小さじ1/2 

すりごま 大さじ1 

材料 

① ほうれん草を茹でて、冷水にとり、 
2ｃｍ幅に切り、水気を絞る。 

② もやしも茹でて、冷水にとり、水気を
絞る。 

③ ①②にすりごまと調味料を加え和える。 

１食分の合計 

エネルギー 561kcal 

たんぱく質 28.4g  

脂質 14.1g  

塩分 2.1g  

（４人分）                                                  

麦ごはん（150ｇ） 

エネルギー  248kcal 

塩分           0g 
 

作り方 
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（４人分）                                                  

① 大根は皮をむき、厚めのいちょう切
りにし、下茹でする。 

② じゃがいもは食べやすい大きさに切
り、にんじんはいちょう切りにする。 

③ さやいんげんは斜めに切る。 

④ 鍋に油を熱し、鶏ミンチを炒める。 

⑤ ④に①②、だし汁、調味料を入れて
煮る。 

⑥ 具材が柔らかくなったら、いんげん
を加える。 

材料 作り方 

大根とじゃがいもの 
そぼろ煮 

鶏ミンチ 100ｇ 

油 小さじ1 

大根 320ｇ（1/3本） 

じゃがいも 120ｇ（中1個） 

にんじん 60ｇ（1/2本） 

さやいんげん 20ｇ（5本） 

砂糖 大さじ1 

濃口しょうゆ 大さじ1と1/3 

みりん 小さじ1 

酒 小さじ1 

だし汁 150ｃｃ 

減塩ポイント 
じゃがいもには過剰に摂取したナトリウムを 
排出するカリウムが豊富にあります。 

   １人分 

エネルギー  127kcal 

塩分           0.9g 
 

「だしをしっかりとる」 
料理に使うだしを利かせると、薄味
でも満足の味わいになります。 
「酸味や香り、香辛料を利かせる」 
料理の味を引き締めたり、風味を引
き立ててくれます。 
「新鮮な食材を使う」 
食材そのものがおいしければ調味料
は抑えられます。 
「焼く・揚げるなどの工夫」 
香ばしい香りや食感も、料理のおい
しいアクセントになります。 

ほうれん草は、「うちぬき水」にて栽培
され、「石鎚おろし」と言われる冬場の
風をうけて育つため、葉に厚みがあり、
濃緑色でしっかりとしています。 
旬の時期は主に11月～５月です。 
是非、旬の頃に味わってみましょう。 
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（４人分）                                                  材料 作り方 

① 米を洗う。 

② 鶏肉はこま切れ、玉ねぎ、にんじ
んは1㎝角に切り、油で炒める。 
 

③ 米と②、グリンピース、調味料、
水を入れ、炊飯する。 

チキンピラフ   １人分（150ｇ） 

エネルギー  268kcal 

塩分           0.6g 
 

米 240ｇ 

水 300ｃｃ 

鶏もも肉 60ｇ 

にんじん 20ｇ（1/6本） 

玉ねぎ 60ｇ（1/3個） 

グリンピース 20ｇ 

塩 小さじ1/2 

チキンコンソメ 小さじ1/2 

こしょう 少々 

油 小さじ1 

白ワイン 小さじ1 

ブロッコリーのアーモンド和え 
   １人分 

エネルギー  21kcal 

塩分           0.2g 
 

ブロッコリー 160ｇ（3/4個） 

ダイスアーモンド 4ｇ（大さじ1） 

薄口しょうゆ 6ｇ（小さじ1） 

みりん 2ｇ（小さじ1/2） 

材料 （４人分）                                                  

① ブロッコリーを小房に分け、茹でる。 

② アーモンドと調味料で和える。 

作り方 

１食分の合計 

エネルギー 561kcal 

たんぱく質 28.4g  

脂質 14.1g  

塩分 2.1g  
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（４人分）                                                  

ベーコン 20ｇ 

押し麦 20ｇ 

にんじん 20ｇ（1/6本） 

キャベツ 120ｇ（大2枚） 

もやし 60ｇ（1/4袋） 

しめじ 50ｇ（1/2袋） 

油 2ｇ（小さじ1/2） 

トマトケチャップ 24ｇ（大さじ1 1/2） 

塩 ひとつまみ 

こしょう 少々 

鶏がらだし 2ｇ（小さじ1） 

水 600ｃｃ 

① 押し麦を水に30分浸し、水を切って
おく。 

② にんじん、キャベツは食べやすい大
きさに切る。しめじは小房に分ける。 

③ 油でベーコンを炒め、水、鶏がらだ
し、①、②、もやしを入れて煮る。
トマトケチャップ、塩、こしょうで
味を調える。 
 

材料 作り方 

ファイバースープ 

長ねぎと鮭のグラタン 

長ねぎ 80ｇ（1本） 

鮭 200ｇ 

 塩 ひとつまみ 

 こしょう 少々 

絹ごし豆腐 80ｇ 

クリームシチューの素 20ｇ 

牛乳 200ｃｃ 

白みそ 8ｇ（大さじ1/2） 

こしょう 少々 

パセリ 少々 

パン粉 6ｇ（大さじ2） 

グラタン用チーズ 24ｇ 

油 小さじ1 

カップ（容器） 4枚 

材料 （４人分）                                                  作り方 

みかん １個 

材料 （１人分）                                                  

   １人分 

エネルギー  61kcal 

塩分           0.5g 
 

   １人分 

エネルギー  173kcal 

塩分           0.8g 
 

   １人分 

エネルギー  38kcal 

塩分           0g 
 

① 長ねぎは1㎝幅の小口切り、鮭は角切
りにし、塩・こしょうをする。 

② 油で長ねぎを炒め、くずした絹ごし 

豆腐、牛乳、クリームシチューの素 

を入れて、とろみがつくまで煮る。 

みそ、こしょうで味を調える。 

③ カップに鮭を入れ、②をかける。 
チーズとパン粉、みじん切りのパセリ
をふりかけて焼く。 
 

減塩ポイント 
みそから摂取する塩分は、
血圧の上昇を抑えることが
でき、塩より減塩になります。 

減塩ポイント 
トマトケチャップを加えることで、ト
マトの旨味（グルタミン酸）がでて、
調味料が少なくても美味しく食
べることができます。 



西条市役所 健康医療推進課 
中央保健センター ☎0897-52-1215 
東予保健センター ☎0898-64-5333 
丹原保健センター ☎0898-68-7300 
小松保健センター ☎0898-72-6363 


