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・ ・ をそろえよう！主食
しゅしょく

主菜 副菜

毎日、元気に過ごすためには、主食・主菜・副菜がそろった食事をとることが大切です。

それぞれのはたらきを知って、栄養バランスのよい食事を選べるようになろう！
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肉や魚、たまご、大豆などが入った

メインになるおかず ハンバーグ 魚の塩焼き 目玉焼き 納豆
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骨や歯を丈夫にするカルシウムをとることが

できます

季節の果物をおいしくいただきましょう果物

板橋区食育キャラクター　いたばちぃ

副菜が足りていない人が多いよ。

好き嫌いをしないで残さず食べて、元気なからだを

つくるっちぃ！
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な　すな　す

参考資料：北陸農政局web サイト（https://www.maff.go.jp/hokuriku/seisan/engei/tokusan201809.html）
JAグループ　旬をみつける　とれたて大百科　(https://life.ja-group.jp/food/shun/detail?id=7&parity=1)
「野菜ブック」独立行政法人　農畜産業振興機構（https://www.alic.go.jp/y-suishin/yajukyu01_000313.html）
農林水産省（https://www.maff.go.jp/j/kids/crops/index.html）

お い し い 季 節

夏から秋

選 び 方

●皮にハリとツヤがある

●傷がない

●紫色が濃く、変色がない

●ヘタが黒い

●トゲがとがっている

種 類

小なす、長なす、丸なすなど

様々な大きさがあるよ。

黒紫色がほとんどだけれど、

白色や緑色もあるよ。

大きさ

色

保 存 方 法

白色や緑色もあるよ。

●寒さや乾燥に弱いので、常温で保存しましょう。

（冷蔵庫に入れると種が黒くなり、痛みやすくなるよ。）

●冷蔵庫（野菜室）に入れる場合は、新聞紙などに包んで

冷えすぎないようにしましょう。

なすはインドで生まれ、世界中で食べられています。

日本でも、昔から料理に使われている野菜です。

味がしみこみやすいので、出汁で煮たり、油で炒めたり、いろいろな料理に使われています。

みんなもおいしく食べるっちぃ！

特 徴

90％以上が水分

なすに含まれる水分はどれくらい？

60％ 90％以上30％
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①　たまねぎはみじん切り、トマトは１cmの角切りにする。

②　トッピング用の野菜は好きな形に切って、オーブンまたはグリルで焼き

色がつくまで焼く。または、ゆでてもよい。

③　フライパンにサラダ油を入れ、たまねぎを炒める。豚ひき肉、にんにく、

しょうがを加え、肉の色が変わるまで炒める。

④　水とトマトを加えて弱火で10 分くらい煮る。

⑤　一度火を止め、カレールウを入れて溶かし、混ぜる。

⑥　こげないように混ぜながら、弱火で５分くらい煮こむ。

⑦　とろみがついたら火を止め、お皿にごはん、ドライカレー、②の野菜を盛

りつける。

豚ひき肉・・・・・・・・・・・・・・・・300ｇ

たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・１個

トマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個

にんにく（チューブタイプ）・・・小さじ１

しょうが（チューブタイプ）・・・小さじ１

サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１

水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150ml

カレールウ・・・・・・・・・・・・・・３かけ

ごはん・・・・・・・・・・・・・・・・・・４人分

トッピング用野菜・・・・・・・・適量

（パプリカ、なすなど）

簡単ドライカレー簡単ドライカレー
（４人分）材 料 作 り 方

夏休みおうちで親子クッキング
なつ やす おや こ

　健康福祉センターでは、親子で楽しく、簡単に作ることができる料理を板橋区ホームペー

ジに掲載しています。その中から、夏野菜のトマトを使った簡単ドライカレーを紹介します。

お好みの野菜をトッピングして、オリジナルの１品をつくってみませんか？

作り方動画公開中

材料を炒め、味をつけて煮る

↑区ホームページは

こちら

野菜を切る 完成！野菜をトッピング

区ホームページには他にも、トマトビスケットの作り方と動画、

食育ワークシート、旬の野菜クイズも一緒に載っているので、

見てね！

今年はかぼちゃを使った料理を区ホームページで紹介するっちぃ！

おうちで作ってほしいっちぃ！

詳しい作り方は区ホームページに掲載しています。

資料提供：健康福祉センター
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小学校の給食ができるまで
しょう きゅうしょくがっ こう

　板橋区立小学校では、家庭と学校、地域などが連携して「安心・安全・おいしく・

楽しい」給食を提供しています。給食は学校の調理室で手作りしています。

　給食の献立は、栄養面、衛生面、季節感、行事、調理手順、配膳のしやす

さなど様々なことを考えて作成しています。

　今回は、給食で人気のカレーライスができるまでを紹介します。

野菜や肉などの数量や

温度を確認します。

資料提供：学務課学校給食係

　板橋区立小学校では、家庭と学校、地域などが連携して「安心・安全・おいしく・

楽しい」給食を提供しています。給食は学校の調理室で手作りしています。

　給食の献立は、栄養面、衛生面、季節感、行事、調理手順、配膳のしやす

さなど様々なことを考えて作成しています。

　今回は、給食で人気のカレーライスができるまでを紹介します。

①　材料の確認①　材料の確認
ざいりょうざいりょう かくにんかくにん

小麦粉、バター、油、カレー粉でルウも手作りしています。

材料を大きな釜に入れ、火にかけてルウを作ります。
③　ルウを作る③　ルウを作る

大きなシンクを使って、野菜を流水でしっかり洗います。

じゃがいもは機械で皮をむき、手作業で芽を取りのぞき

ます。

②　野菜を洗う・切る②　野菜を洗う・切る

おいしく作るコツは、玉ねぎを

しっかりいためることです。

大きなへらを使い、釜で肉や野菜などをいためます。

別の釜で鶏のガラを煮出してとったスープや調味料を加え煮込みます。

学校給食のレシピは板橋区ホームページで紹介しているっちぃ。
がっこうきゅうしょく いたばし しょうかいく

④　具をいためる・煮込む④　具をいためる・煮込む ⑤　できあがり⑤　できあがり
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