
おうちで給食をつくってみませんか

お子さんと一緒にご家庭で給食をつくってみてはいかがでしょう。
料理作りは、食べ物に興味関心をもち、食についての知識や技術
を自然に身につけることができる機会です。
ぜひご家庭で美味しく楽しく給食の人気料理を
つくってみてください。



給食レシピ紹介

（飯）
１．ツナ昆布ごはん
２．鶏そぼろ丼
（パン）
１．はちみつレモントースト
２．ピザトースト

令和２年７月現在

主菜
１．ツナチーズぎょうざ
２．魚とポテトのアーモンド
和え

副菜
１．おかか和え
２．磯香和え
３．ナムル
４．牛乳寒入りフルーツミックス

主食 主菜 副菜

朝ごはんにもオススメ！ 食べやすいお魚料理です！ 不足しがちな副菜をもう一品！



ツナ昆布ごはん

材料（中学年４人分）
米 ２合（300ｇ）
塩昆布 ８ｇ
ツナ ８０ｇ（約１缶）
生姜 ２ｇ（小さじ半分）
酒 ８ｇ（大さじ半分）
みりん ８ｇ（大さじ半分）
塩 ２ｇ（２つまみ）

作り方
１、米を研ぐ。水分は、調味料を含めて２合分にする。

おろした生姜も加えてよく混ぜる。
２、米の上に、ツナと塩昆布をのせて、炊く。
３、炊き上げたら、具をよく混ぜて、盛り付ける。

子供たちが好きなツナが入ったごはんです。昆布（海藻）は、ミネラル
が豊富な食品ですが、不足しやすい食品でもあります。上手に取り入れ
ましょう。給食では、人気料理のひとつです。



鶏そぼろ丼

材料（中学年４人分）
ごはん ２合
さやいんげん １２ｇ（２～３本）

【そぼろ】
炒め油 ４ｇ（小さじ１弱）
生姜 ３ｇ（小さじ３/４）
鶏ひき肉 ２００ｇ
人参 ８０ｇ（１/２本）
酒 ８ｇ （大さじ半分）
三温糖 ６ｇ （小さじ２）
みりん ６ｇ （小さじ１）
しょうゆ １８ｇ（大さじ１）

【炒り卵】
卵 ８０ｇ（２個）
炒め油 適量

作り方
１、さやいんげんは、茹でて水で冷やし、

斜め切りにしておく。

２、フライパンをあたためて油をひき、卵を
流し、炒り卵を作っておく。

３、フライパンをきれいにして、再びあたた
めて油をひき、生姜、鶏肉、人参の順に
炒める。

４、火が通ったら、２の炒り卵とさやいんげ
ん、調味料を入れて味を付ける。

５、お皿にごはんを盛り、４の具をかける。
家庭で盛り付ける時には、そぼ
ろ・炒り卵・さやいんげんを
別々に盛り付けると三色そぼろ
丼になり、彩りよく出来上がり
ますね。



はちみつレモントースト

材料（中学年４人分）
食パン ４枚（厚さはお好みで）

【レモンソース】
レモン汁 ４ｇ （小さじ１弱）
バター（マーガリンも可）３０ｇ
はちみつ ２４ｇ（大さじ１強）
グラニュー糖 ８ｇ （小さじ２）

作り方
１、耐熱容器にバター・はちみつ・グラニュー糖を入れ、

レンジなどで温めて溶かす。
２、その後、レモン汁を入れてよくかき混ぜる。
３、食パンに２を塗る。
４、オーブントースター等で、食パンを焼く。

パンにソースを塗る作業は、低学年のお子さんにも
できる作業なので、ぜひ親子でつくってみてください。



ピザトースト

材料（中学年４人分）
食パン ４枚（厚さはお好みで）
ピザ用チーズ ４０g

【ピザソース】
オリーブ油 ４g （小さじ１）
にんにく ４g （小さじ１・みじん切り）
ボンレスハム ２０g（２枚・短冊切り）
玉ねぎ ６０g（薄切り）
ピーマン ２０g（中半分・せん切り）
マッシュルーム ２０g（薄切り）
トマトケチャップ１２g
トマトピューレ １６g
トマトホール ４０g
上白糖 ３g （小さじ１）
塩 １g （ひとつまみ）
こしょう 少々
オレガノ 少々
バジル 少々

作り方
１、食材を切る。（切り方は材料横に記載）
２、フライパンに油をひき、にんにくを入れる。

火をつけて、弱火で香りが出るまで炒める。玉ねぎ、

ハム、ピーマン、マッシュルームの順に炒め、調味料
を加えて、味をつける。

３、食パンに２のピザソースを塗り、チーズを散りばめる。
４、オーブントースター等でチーズが溶け、少し焼き目が

つくように焼く。

給食の人気料理のひとつです。パンにソースを塗る作業は、低学年の
お子さんにもできる内容なので、ぜひ親子でつくってみてください。



ツナチーズぎょうざ

材料（中学年４人分）
ぎょうざの皮（13㎝）４枚
揚げ油 適量

【タネ】
ツナ ７０ｇ（約１缶）
玉ねぎ ８０ｇ（中半分）
ピザ用チーズ １２ｇ
（とろけるチーズを切って使用も可）
塩 １ｇ（ひとつまみ）
こしょう 少々

【のり】
薄力粉 適量
水 適量

作り方
１、ボールにみじん切りにした玉ねぎと汁を切ったツナ、チーズ、調

味料を入れ、よく混ぜる。
２、薄力粉と水を混ぜて、のりを作る。
３、ぎょうざの皮の中央に１のタネをのせ、ふちに２ののりをつけて、

タネをぎょうざの皮で包む。（ふちにヒダをつけなくてよい）
４、鍋に油を入れて熱し、１８０度の油で揚げる。

給食では直径13cmの大判のぎょうざの皮を使います。一般的な大きさの皮を使用す

る場合は、枚数を増やして調整しましょう。また、タネを作り置きすると玉ねぎから
水分が出てくるので、タネができたら早めに包み、揚げることをおすすめします。



魚とポテトのアーモンド和え

材料（中学年４人分）
かじきまぐろ １２０ｇ
じゃがいも １８０ｇ（大１個）
片栗粉 適量
揚げ油 適量
スライスアーモンド １２ｇ

【タレ】
三温糖 １２ｇ（大さじ１と1/2）
酒 ５g （小さじ１）
しょうゆ １２ｇ（小さじ２）

作り方
１、かじきまぐろを２㎝の角切りにする。
２、じゃがいもは1㎝厚のいちょう切りにする。

３、鍋に油を入れて熱し、１８０度の油でじゃがいもは素揚げにし、
切ったまぐろは片栗粉をつけて揚げる。

４、フライパンにタレを入れ、ひと煮立ちさせたら、３で揚げたじゃ
がいもとまぐろを加えて、タレと絡める。

５、仕上げにスライスアーモンドをまぶす。

給食の人気料理です。お魚が苦手な子供でも食べやすい味付けになっ
ています。アーモンドがアクセントになっており、美味しく食べられ
ます。タレは、少し多めに作って味を調節するとよいです。



おかか和え

材料（中学年４人分）
小松菜 ８０ｇ
もやし １２０ｇ
えのき茸 ２５ｇ
かつお節 ３ｇ

【タレ】
みりん ３g（小さじ半分）
しょうゆ １２ｇ（小さじ２）
塩 少々
ごま油 ５ｇ（小さじ１強）

作り方
１、小松菜・もやし・えのき茸は、それぞれ茹でて水で冷やし、水気を絞る。

小松菜とえのき茸は、３ｃｍの長さに切る。
２、小鍋にタレを合わせて、ひと煮立ちさせる。（レンジ加熱可）
３、茹でた野菜に、２のタレをかけてかつお節を加えて、よく混ぜ合わせる。

他にほうれん草や人参、キャベツなど、冷蔵庫にある野菜でも作ることが
できます。タレを入れて時間をおいてしまうと、野菜から水分が出てくる
ので、食べる直前に混ぜることをオススメします。またタレは、少し多め
に作って味を調節するとよいです。



磯香和え

材料（中学年４人分）
小松菜 ８０ｇ
もやし １２０ｇ
えのき茸 ４０ｇ
のり ２g

【タレ】
酒 ４g（小さじ１弱）
みりん ４g（小さじ１弱）
しょうゆ ８g（大さじ半分）

作り方
１、小松菜・もやし・えのき茸は、それぞれ茹でて水で冷やし、水気を

絞る。小松菜とえのき茸は、３ｃｍの長さに切る。
２、小鍋でタレを合わせて、ひと煮立ちさせる。（レンジ加熱可）
３、茹でた野菜に、２のタレと刻んだのりを加えて、よく混ぜ合わせる。

他にほうれん草や人参、キャベツなど、冷蔵庫にある野菜で作ることがで
きます。タレを入れて時間をおいてしまうと、野菜から水分が出てくるの
で、食べる直前に混ぜ合わせるようにしましょう。またタレは、少し多め
に作って味を調節するとよいです。



ナムル

材料（中学年４人分）
小松菜 ８０ｇ
もやし １２０ｇ
人参 ２０ｇ

【タレ】
三温糖 ４g（小さじ１強）
しょうゆ １２ｇ（小さじ２）
ごま油 ５ｇ（小さじ１強）
にんにく ２ｇ（小さじ1/２）

ラー油 少々

作り方
１、人参を千切りにし、小松菜・もやし・人参は、それぞれ茹でて水で冷

やし、水気を絞る。小松菜は３ｃｍの長さに切る。

２、小鍋にごま油とみじん切りのにんにくを加え、油となじませる。火を
つけ、弱火で炒めて香りが強くなったら全ての調味料を入れ、ひと煮
立ちさせ、冷ましておく。

３、茹でた野菜に、２のタレを加えて、よく混ぜ合わせる。

他に小松菜や大根（切干大根も可）、きゅうりなど、冷蔵庫にある野菜でも
作ることができます。給食では、人気のナムルです。にんにくを効かせると、
暑い日でも食欲をそそります。ラー油は、お好みで加減しましょう。



牛乳寒天入りフルーツミックス

材料（中学年４人分）
【牛乳寒天】
粉寒天 ２ｇ
水 １００ｍｌ
上白糖（白砂糖） １０ｇ（大さじ１強）
牛乳 １００ｍｌ
ラム酒（又は白ワイン）３ｇ（なくてもよい）

【シロップ】
上白糖（白砂糖） １２ｇ

（大さじ１と小さじ１）
水 １２０ｇ
ラム酒（又は白ワイン）４ｇ（なくてもよい）

【フルーツ】
パイン缶 ６０ｇ
黄桃缶 ６０ｇ
みかん缶 ６０ｇ

作り方
１、鍋に水と粉寒天を入れ寒天をふやかす。寒天がふやけたら砂糖を

加えて、弱火で砂糖と寒天を溶かす。
２、溶けたら牛乳とラム酒を入れて火を止める。
３、バット等の容器に２を流し入れ、粗熱をとって冷蔵庫で固まるまで

冷やす。固まったら、さいの目切りやひし型など食べやすい大きさ
に切る。

４、別の鍋にシロップの材料の砂糖と水を入れ、よく溶かす。
砂糖が溶けたらラム酒を入れる。冷蔵庫でよく冷やしておく。

５、フルーツを食べやすい大きさに切る。
６、器に牛乳寒天、フルーツ、シロップを入れ、盛り付ける。

ラム酒や白ワインは、小鍋に入れて火をつけ、アルコールを飛ばしてから
使いましょう。またフルーツは、すいかやキウイフルーツなど季節の果物
を使ったり、シロップも市販のサイダーを使っても美味しくできます。


