
                                                 ２０２０年５月 浦郷小 栄養士 

                                                       

・給食のレシピ紹介、第 2弾です。今回は、たきこみごはん２種類と主菜、副菜を紹介します。 

 味付けはおいしいけど、好ききらいが分かれる…そんな献立を選びました！ 

・特にたきこみごはん系は、ご家庭でも積極的に作ってみてください。 

・給食のサラダの野菜はすべて加熱しています。野菜嫌いのお子さんにおすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切り干し大根でカルシウムや食物繊維を摂取しましょう 

切り干し大根のたきこみごはん 
 

 

精白米    ３合 

酒      小さじ１強 

とり肉   ９０ｇ（細切り） 

にんじん  中１/8本 

ごぼう     ２８ｇ 

切り干し大根  ２４ｇ 

油揚げ      １枚 

＊さとう     大さじ２ 

＊しょうゆ    大さじ４ 

＊酒     大さじ１ 

水       １Cup 

 

 
材料 

 
作り方 

① 米を合わせて洗い、３０分以上水につ

けてザルにあげておく。 

② 材料を切る。にんじん、油揚げは小さ

めの千切り。ごぼうは斜め薄切り。切り

干し大根は、戻した後短く切る。 

③ 鍋に水を入れ沸かし、具、＊の調味料

を入れて煮る。 

④ 炊飯器に米、酒、③と③の煮汁を入

れ、３合のメモリまで水を加え、炊く。 

鉄分が摂取できます              

ひじきごはん      

 

 

精白米       ３合 

酒       小さじ１強 

豚肉      １２０ｇ 細切り 

にんじん    中１/３本 

芽ひじき（乾燥） 大さじ３強 

油揚げ      1枚半 

＊さとう      大さじ２ 

＊しょうゆ   大さじ２弱 

水      １Cup 

 

 
材料 

 作り方 

① にんじん、油揚げは短めの千切りにしておく。 

芽ひじきは、水で戻し軽く洗う。 

② 鍋に水を入れ沸かし、具、＊の調味料を入れて煮 

る。 

③ 炊飯器に米、酒、③と③の煮汁を入れ、３合のメモ 

リまで水を加え、炊く。 

 

からあげに和えるだけの                

香味漬けのたれ（４人分） 

 

長ねぎみじん切り  １/２本弱 

一味唐辛子   少々 

しょうゆ   小さじ２弱 

さとう     小さじ４ 

酢      大さじ１強 

水      大さじ２強 

 

 

① 材料をすべて鍋にいれて、煮立た  

せる。（よく混ぜて電子レンジで加熱 

しても OK） 

② からあげが熱いうちに、からめる。 

 
作り方 

さっぱりとした風味ではしがすすみます                

とり肉のおろしポン酢がけ （４人分） 

 

さとう   小さじ１弱 

みりん   小さじ１弱 

しょうゆ  大さじ１弱 

酒      小さじ１ 

だいこん  ２０ｇ～  

酢      大さじ１/２ 

ゆず果汁  小さじ１～ 

水         適量 

 

 
作り方 

① だいこんは、すりおろしておく。 

② だいこんおろしと調味料すべてを、鍋で煮立てる。 

   水分が足りないようであれば、適量足す。 

③ 熱いうちにとりのからあげに和える。 

※生姜焼き用の豚肉を３cmの長さに切り、片栗粉をまぶ 

して揚げると、豚肉のおろしポン酢がえけになります。 

 

 

材料 

 
材料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料 

新しい献立ですが、子どもたちに人気です！   

とり肉と凍り豆腐の揚げ煮 （４人分） 

 

 

・とり肉 角切り１６０ｇ 

・しょうが   ４ｇ 

・酒     小さじ１ 

・しょうゆ 小さじ２/３ 

・凍り豆腐  ２０ｇ 

・片栗粉   大さじ６ 

・揚げ油  適量 

・長ねぎ  １/５本 

・いため油 小さじ２ 

・しょうゆ 小さじ２強 

・さとう 大さじ１/２ 

・みりん  小さじ２/３ 

・一味とうがらし 少々 

・水  大さじ１ 

・白ごま  小さじ１強 

 

 
材料 

 
作り方 

① からあげを作る。とり肉にすりおろしたしょう

がと調味料で下味をつけておく。 

② 凍り豆腐は水で戻し、１．５cm角に切る。水 

気はよくきっておく。 

③ まず凍り豆腐にうっすら片栗粉をまぶし、油 

で揚げる。その次に、とり肉に片栗粉をまぶ 

し、同様に揚げる。 

④ 長ねぎをみじん切りにし、油でいためる。香り 

が出てきたら、しょうゆ～水の調味料をすべ 

て入れ煮立てる。 

⑤ たれができたら、③のからあげと和える。仕 

上げに白ごまをまぶして出来上がり。 

中華料理の付け合わせに。人気献立です。 

春雨サラダ （４人分） 

 

 

・春雨      ２０ｇ  

・にんじん   中 1/８本 

・キャベツ    １/６個 

・ゆで塩    ひとつまみ 

・さとう     小さじ１弱  

・しょうゆ    小さじ２弱 

・酢       大さじ１弱 

・ごま油    小さじ１／２ 

・からし    小さじ１／４） 

・サラダ油     小さじ２ 

 

横須賀に昔からあるサラダ 

大根サラダ （４人分） 

 

 

・大根    １/８ 千切り   ・しょうゆ  小さじ２ 

・きゅうり  １／２本ぐらい  ・さとう   小さじ１強 

・ゆで塩    小さじ１弱   ・サラダ油  小さじ１ 

・コーン缶（ホール）４０g    ・白すりごま 小さじ１ 

・酢         小さじ２  

 
材料 

 
作り方 

① 大根はいちょう切りか千切り、

きゅうりは輪切りにしておく。 

② 大根、きゅうりをさっとゆでる。 

③ 調味料を合わせ、よく混ぜて 

おく。 

④ 水気を切って、冷ましておい 

た野菜と和える。ごまは最後に

和える。 

 
材料 

 
作り方 

① きゅうりは乱切りまたは、厚めの輪切り。 

   しょうがは短めの千切りにする。 

② きゅうり、しょうがをさっとゆでる。 

③ 調味料を合わせ、よく混ぜておく。 

④ 水気を切って、冷ましておいた野菜と和える。 

   冷蔵庫で 30分以上漬けましょう。 

※タレは多めに作っておくと扱いやすいです。   

  きゅうりを大根に変えてもおいしいです。 

これからの季節にぴったり  

ピリ辛きゅうり  

 

・きゅうり  ２本   

・ゆで塩 ふたつまみ   

・酢 小さじ２強 

・しょうが  ４ｇ    

・しょうゆ 小さじ２     

・ごま油 小さじ１/４強 

・一味とうがらし  少々 

お弁当のおかずにも   

ほうれん草のサラダ  

 

 

・ほうれん草 １/２束  ・塩 少々    

・ゆで塩   小さじ１  ・しょうゆ 小さじ１ 

・コーン缶   ８０ｇ   ・酢 小さじ１弱 

               ・ごま油 小さじ１ 

 
材料 

 
作り方 

① ほうれん草はゆでて食べやすい大きさ 

に切り、しっかりと冷ます。コーン缶は 

開けておく。 

② 調味料を合わせ、ドレッシングを作り 

野菜と和える。 

 
材料 

 
作り方 

①春雨はもどして３cm くらいに切っておく。にんじん、

キャベツは短い千切りにする。 

② にんじん、キャベツをゆでる。 

③ 調味料を合わせ、よく混ぜてドレッシングを作って 

おく。 

④ 水気を切って、冷ましておいた野菜と和える。 

 

※からしはチューブでも、粉をといたものでもよいで

す。 


