
（横浜市立金沢小学校 給食試食会にて配布） 

 

 

 

 

 

☆チリコンカーン～給食で人気のだいず料理～  

【材料の目安】（４人分） 

合びき肉（牛・豚） １００ｇ 

大豆（乾）     ５０ｇ 

    （水煮なら約１００ｇ） 

たまねぎ（１ｃｍ角） 中１個 

にんじん（１ｃｍ角） 中１／２本 

パセリ（みじん）   １茎分 

にんにく（みじん）  半片 

シェルマカロニ（乾） ２０ｇ 

カットトマト缶    ３０ｇ（大さじ２） 

トマトピューレー   ２０ｇ（大さじ１強） 

トマトケチャップ   ２５ｇ（大さじ２） 

小麦粉        大さじ１ 

サラダ油       小さじ１ 

中濃ソース      大さじ１ 

しょうゆ       大さじ１ 

赤ワイン       大さじ１ 

チリパウダー     ２g～（お好みで） 

塩・こしょう     少々 

水          １００ｃｃ 

 

 

★ポイント★ 

チリパウダーは、多少多めに入れても大丈夫です。味見をしながらお好みの味に調整してみてくださいね。 

 

☆キャベツサラダ～さっぱりピクルス風～ 

【材料の目安】（４人分） 

キャベツ １／４個 

砂糖   大さじ２ 

酢    大さじ２ 

食塩  ひとつまみ 

 

★ポイント★ 

キャベツをさっと湯通しすることで、調味料のなじみもよくなりますが、電子レンジを使ってもＯＫ。 

おうちで作ってみてね！ 

＜作り方＞ 

①大豆をやわらかくゆでる。（水煮大豆を使う場合は

下ゆでする。） 

②トマト缶・ピューレ・ケチャップ・中濃ソースを

別に鍋で煮る。（酸味が飛ぶ程度に） 

③野菜を切る。 

④小麦粉をフライパンでから炒りする。（香ばしく匂

う程度に） 

⑤鍋に油を入れ、にんにくを弱火で炒め、香りが出

たら、肉を炒める。 

⑥たまねぎ・にんじんをよく炒め、水を入れて煮る。 

⑦材料が煮えたら、②の別煮をした調味料、しょう

ゆを入れ、塩・こしょうで味をととのえる。 

⑧マカロニをかためにゆでる。 

⑨大豆を入れ、煮る。（水煮大豆の場合は、最後に入

れる。） 

⑩小麦粉をふり入れ、弱火で煮る。 

⑪赤ワイン・チリパウダーを入れ、味を見て完成。 

＜作り方＞ 

①キャベツを切り、さっと湯通し、水冷する。 

②調味料をさっと火にかける。（酸味を少し飛ばすため） 

③甘酢を冷まし、キャベツとあえて完成。 



☆マーボーどうふ～ごはんがすすむ人気メニュー～ 

【材料の目安】（４人分） 

木綿豆腐（１ｃｍ角） ２丁（５００ｇ） 

豚ひき肉      １００ｇ 

にんじん（みじん） １／２本 

ねぎ（小口）    １／２本 

しょうが（みじん） １／２片 

にんにく（みじん） １／２片 

干ししいたけ（５ｍｍ角）４枚 

サラダ油  大さじ２ 

淡色みそ  大さじ１ 

赤色みそ  大さじ１／２ 

ケチャップ 大さじ１ 

しょうゆ  大さじ１.５ 

砂糖    大さじ１ 

ごま油   小さじ１ 

トウバンジャン 小さじ１／２ 

でんぷん   大さじ１ 

水     １００ｃｃ 

★ポイント★ 

豆腐を湯通しすることで、豆腐のタンパク質を固めることができ、豆腐の煮崩れを防ぐことができます。 

さらに、水気もきれるので、味がよくなじみます。 

 

☆ホワイトシチュー～おうちでも簡単に手作りルウがつくれます！～  

【材料の目安】（４人分） 

鶏肉    120ｇ 

じゃがいも（1.5ｃｍ角） 中３個 

たまねぎ（２ｃｍ角） １個 

にんじん（いちょう）   １／２本 

マッシュルーム（スライス） 40ｇ 

パセリ（みじん） 少々 

小麦粉 大さじ１ 

バター 大さじ１ 

牛乳 100ｍｌ 

豆乳 100ｍｌ 

脱脂粉乳（スキムミルク） 大さじ１ 

食塩 少々 

こしょう 少々 

水 100ｍｌ 

★ポイント★ 

ルウは小麦粉：バター＝１：１の割合でできます。また、給食のシチューは豆乳が入っているのでコクがあ

る仕上がりになります！ルウの代わりに米粉でとろみをつけてもＯＫ。 

＜作り方＞ 

①干ししいたけを戻し、切る。 

②豆腐を切り、流水にさらしておく。 

③野菜を切る。 

④フライパンに油を入れ、弱火でにんにくとしょうが

を炒め、トウバンジャン・ねぎを炒める。 

⑤ひき肉・にんじん・しいたけの順に炒める。 

⑥水・調味料を加え、ひと煮立ちさせる。 

⑦豆腐を熱湯に通し、水気を切り、⑥に加える。 

⑧水溶きでんぷんを入れ、ごま油で香りをつけ、完成。 

＜作り方＞ 

①じゃがいも・たまねぎ・にんじん・パセリを切る。 

②バターをフライパンに入れ、溶けたら小麦粉を加えてホワ

イトルウを作る。ぼそぼそとした感じにかるまで、よく混

ぜる。 

③油を熱し、鍋に鶏肉・たまねぎ・にんじん・じゃがいもの

順に炒め、水を入れて煮る。 

④材料が入れたらマッシュルームを入れ、調味し、ルーを入

れて弱火で煮込む。 

⑤牛乳・といた脱脂粉乳・豆乳を入れ、弱火で煮込む。 

⑥パセリを入れて、火を止める。 



☆牛肉と切干し大根の煮物 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆じゃがいものソテー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆大豆とじゃこの炒り煮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【材料の目安】（４人分） 

牛肉     150g 

切干し大根  1 袋(50g) 

にんじん   1/2 本(50g) 

小松菜    1 株(30g） 

炒りごま（白） 大さじ 2 

炒め油    小さじ 1 

しょうゆ   大さじ 2 

砂糖     小さじ 2 

みりん    小さじ 2 

だし汁    200 ㏄ 

《作り方》 

１ 切干し大根はぬるま湯につけてもどし、水気をしぼり、 

3cm に切る。 

２ にんじんは、せん切りにする。 

３ 小松菜は塩ゆでしてから、2cm に切る。 

４ ごまは、切りごまにする。（すりごまの場合はそのまま使用） 

５ 鍋に油を入れ、牛肉・にんじん・切干し大根を炒め、 

だし汁と調味料を入れて煮含める。 

６ ごま・小松菜を入れる。（煮汁は少し残すくらいがよい） 

うま味が濃縮された切干し大根と牛肉の 

ボリュームのあるおかずです。主菜にも 

副菜にもなります。牛肉の代わりに豚肉 

でもおいしいですよ。 

【材料の目安】（４人分） 

ゆで大豆  小袋 1袋（60g） 

ちりめんじゃこ 大さじ 3(15g) 

炒りごま（白）  大さじ 1 

炒め油     小さじ 1 

しょうゆ   小さじ 1 

砂糖     小さじ 1 

酒      小さじ 1 

水      小さじ 1 

《作り方》 

１ ちりめんじゃこは弱火でから炒りする。 

2 鍋に油を入れ、大豆を炒め、調味料と水を入れる。 

３ 調味料が煮詰まったらちりめんじゃこ・ごまを入れる。 

（やわらかめに仕上げる） 

不足しがちな大豆を使います。ゆで大豆を

使うので簡単に作ることができます。常備

菜におすすめです。 

【材料の目安】（４人分） 

じゃがいも  中 3 個(300g) 

パセリ    少々 

しらたき   小袋 1袋(120g) 

炒め油     小さじ 1 

塩      小さじ 1 

こしょう   少々 

《作り方》 

１ しらたきは 3cm に切り、ゆでてアク抜きをしておく。 

２ パセリはみじん切りにする。 

３ じゃがいもは 2cm の角切りにし、固めにゆでるか電子レンジで 

加熱しておく。 

４ 鍋に油を入れ、しらたきを炒め、ゆでたじゃがいもを入れて 

炒め、調味し、パセリを入れる。 

じゃがいもは角が少し崩れるように 

火を加えるとホクホク感が増します。 



☆ベイスターズ青星寮カレー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ポイント★ 

材料はごろっとした厚い豚肉、乱切りしたにんじん、あめ色になるまで炒めた玉ねぎです。じゃがいもは入

っていません。いつものカレーよりスパイスをきかせて、赤ワインが入っているのが味の特徴です。 

 

☆塩焼きそば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【材料の目安】（４人分） 

・豚肉（厚）200ｇ 

・たまねぎ 大１個 

・にんじん 1本 

・しょうが 少々 

・にんにく 少々 

・油 少々 

・小麦粉 40ｇ 

・マーガリン 30ｇ 

・カレー粉 小さじ 1 

・クミンパウダー 少々 

・ケチャップ 小さじ 1 

・しょうゆ 小さじ 1/２ 

・砂糖 少々 

・赤ワイン 小さじ２ 

・中濃ソース 20ｇ 

・塩 小さじ 1 

・チキンブイヨン 50ｇ 

・水 400ｇ 

【作り方】 

①  にんじんは乱切り、たまねぎはうす切り、しょうが・にんにくは

みじん切りにする。 

② 鍋に油を入れ、たまねぎはあめ色になるまでよく炒めて甘みをだ

す。 

③ 小麦粉・マーガリン・２／３のカレー粉・クミンでカレールウを作

る。（フライパンにまずマーガリンを溶かし、小麦粉を入れます。

混ぜて中火でしばらくしたらカレー粉・クミンを入れ、サラサラに

なったら火を止めます。） 

④ 鍋に油を熱し、弱火でにんにく・しょうがを炒め、豚肉と残りの１

／３のカレー粉と少量の塩を入れ炒める。 

⑤ にんじんを入れ、さらに炒め、水と炒めたたまねぎを入れる。 

⑥ 材料が煮えたら調味料を入れ、ルウを加えて弱火で煮込む。 

給食では星型にんじ

んにしました☆ 

【材料の目安】（４人分） 

・中華めん 200ｇ 

・豚肉 80ｇ 

・冷凍いか（短冊）60ｇ 

・酒 大さじ１ 

・キャベツ 1/4個 

・もやし 160ｇ 

・ねぎ 1/3本 

・にら 40ｇ 

・セロリー 1/4本 

・しょうが 一かけ 

・にんにく 一かけ 

・ごま油 少々 

・しょうゆ 小さじ 1 

・塩 小さじ 1 

・こしょう 少々 

【作り方】 

１ キャベツは短冊、にらは２cm、ねぎはななめ、にんじんは 

せん、セロリーはうす、にんにく・しょうがはみじんに切る。 

２ 冷凍のいかは解凍し、酒につける。 

３ ホットプレートもしくはフライパンにごま油を入れ、弱火で 

にんにく・しょうが・ねぎ・セロリーを炒め、豚肉・にんじん・ 

いか・もやし・キャベツ・にらをよく炒め、調味する。 

４ 中華めんはお湯をかけてほぐしておく。 

５ めんを入れてよく混ぜる。 

ソース焼きそばの

ときは、中濃ソース

とウスターソース

で味つけします！ 



☆ゴーヤチャンプルー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆クーブイリチー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【材料の目安】（４人分） 

・ゴーヤ 1/2 本 

・鶏卵 ２コ 

・豚肉 20ｇ 

・もやし 150ｇ 

・にんじん 1/2本 

・たまねぎ 1/2コ 

・にんにく 1片 

・小町ふ 15ｇ 

・削り節 少々 

・油 少々 

・しょうゆ 小さじ 1 

・酒 少々 

・塩 少々 

【作り方】 

⑦ ゴーヤは半分に切り、スプーンでわたをとる。うす切りにしてから

塩で軽くもみ、お湯でサッとゆでる。 

※ゴーヤの苦味を楽しみたい場合はゆでなくてよい。 

⑧ にんじんはせん切り、たまねぎはうす切り、にんにくはみじん切り

にする。 

⑨ 削り節はフライパンでから炒りし、粉にしておく。 

⑩ 小町ふは水でもどしておく。 

⑪ フライパンに油を熱し、にんにく・豚肉・ゴーヤ・たまねぎ・にん

じんの順に炒める。 

⑫ もやしを加え調味し、卵を流しいれて水分をとじる。 

⑬ 火を止め、削り節をちらす。 

 

 

チャンプルーとは、野菜と豆腐などを炒めた沖縄

料理です。給食では豆腐の代わりに小町ふを入れ

ています。ご家庭では豆腐を入れてつくっても 

いいですよね！ 

【材料の目安】（４人分） 

・豚角肉 240ｇ 

・糸昆布（乾）10ｇ 

・しょうが 1片 

・しょうゆ 大さじ 1 

・黒砂糖 大さじ 1 

・水（もどし汁） 50ｇ 

【作り方】 

① 糸昆布を水でもどし、２～３ｃｍに切る。（もどし汁も使用する） 

② 豚角肉は熱湯にサッと通す。 

③ 水と調味料を鍋に入れ、黒砂糖が解けたらしょうが汁を加え、豚肉

と昆布を入れ、煮含める。（煮汁が少なくなったら水をたす） 

 

「クーブ」＝昆布、「イリチー」＝炒め物、のこと

をさす沖縄料理です。食物繊維やミネラルが豊富

な糸昆布をたっぷり使います。他にも、にんじん

や油揚げ、こんにゃくなどを入れて具だくさんに

してもおすすめです。 



☆たっぷり野菜の担々スープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆キャベツの塩こんぶ炒め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：よこはま学校食育財団） 

【材料の目安】（４人分） 

・豚ひき肉 60ｇ 

・キャベツ 80ｇ 

・こまつな 40ｇ 

・ねぎ 40ｇ 

・にんじん 40ｇ 

・しめじ 20ｇ 

・しょうが １かけ 

・にんにく １かけ 

・はるさめ ８ｇ 

・ごま油 少々 

・トウバンジャン １g 

◆練り白ごま 小さじ２ 

◆しょうゆ 小さじ１ 

◆みそ 大さじ１ 

・塩 少々 

・鶏ガラスープの素 小さじ 1 

・水 500ｃｃ 

 

【作り方】 

⑭ キャベツは短冊、こまつなは２cm、ねぎは小口、にんじんはいち

ょう、しめじはほぐし、にんにく・しょうがはみじんに切る。 

⑮ 調味料（◆）は混ぜ合わせておく。 

⑯ はるさめは水でもどし、３ｃｍに切る。 

⑰ 鍋にごま油を入れ、弱火でにんにく・しょうがを炒め、トウバンジ

ャンを炒める。 

⑱ 豚ひき肉とねぎを炒め、スープを入れて煮立ったらにんじんを入れ

る。 

⑲ しめじ・キャベツを入れ、煮えたら調味し、はるさめ・こまつなを

入れる。 

 

 

【材料の目安】（４人分） 

・キャベツ 180ｇ 

・塩昆布 5ｇ 

・ごま油 少々 

・塩 少々 

【作り方】 

④ キャベツを短冊に切り、さっと下ゆでする。 

（耐熱ボウルに入れラップをして電子レンジにかけてもよい） 

⑤ フライパンにごま油を熱し、水をきったキャベツ、塩こんぶを入れ、

調味する。 

 

ごま油の香ばしいにおいと、塩こんぶの適度

な塩味で、キャベツがたくさん食べられます。

下ゆですることで、キャベツに調味料が 

なじみやすくなります。 

担々麺の麺の代わりにはるさめ

が入ったスープです。名前の通

り、いろいろな種類の野菜がたっ

ぷり入っています！ 



☆ツナそぼろ            （よこはま学校食育財団 HP より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆白身魚の野菜あんかけ        （よこはま学校食育財団HPより） 

 

 

 

 

 

 

【材料の目安】（４人分） 

・ツナ油漬缶 

・ツナ水煮缶 

・凍り豆腐 1枚 

 （細切り凍り豆腐があれば 

          12g） 

・にんじん 20g 

・しょうが 少々 

（チューブでよい） 

・炒りごま（白） 小さじ 1 

 （すりごまでもよい） 

・しょうゆ 小さじ 1 

・砂糖 小さじ 1/2 

・みりん 小さじ 1 

・酒 小さじ 1 

・水 大さじ２ 

【作り方】 

① ツナ油漬缶をザルにあけて油をきる。 

② ツナ水煮缶はボールにあける。（汁も使う） 

③ にんじん・しょうがをみじん切りにする。 

④ 凍り豆腐を水でもどし、しぼり、みじん切りにする。 

 （細切りの場合は、切らなくてよい） 

⑤ 鍋に水・調味料・しょうが・にんじんを入れ、火にかける。 

  煮立ったらツナ・凍り豆腐を入れ、汁がなくなるまで炒りつける。 

⑥ ごまをすり、切りごまにして入れる。 

【材料の目安】（４人分） 

・たら ４切 

・でんぷん 適量 

・炒め油 適量 

（あんかけ） 

・たまねぎ 1/2個 

・にんじん 1/3個 

・ピーマン 小 1 個 

・赤ピーマン 小 1個 

・しょうが 少々 

・にんにく 少々 

・砂糖 大さじ１ 

・しょうゆ 大さじ 1.5 

・でんぷん 大さじ１ 

・水 300ml 

 

【作り方】 

① たまねぎ・にんじん・ピーマン・赤ピーマンはせん切りにする。 

  しょうが・にんにくはみじん切りにする。（チューブでもよい） 

② たらの切り身に軽く塩をふり、でんぷんをまぶす。 

③ フライパンに多めの油を入れて、揚げ焼きにする。 

  焼けたらお皿に取り出す。 

④ 魚を取り出したフライパンの油をペーパーでさっとふき取り、 

  弱火でにんにく・しょうがを炒め、せん切りにした野菜を入れて 

  よく炒める。 

⑤ 水・砂糖・しょうゆを入れ、煮立ったら水溶きでんぷんを入れて 

  とろみをつける。 

⑥ 魚にできたあんをかける。 

ツナ水煮缶の汁も使う

ことでしっとり仕上が

ります。ツナ油漬けだけ

の場合は水を少々加え

てもよいでしょう。 

給食ではたらが角切りだ

ったので、野菜も合わせ

て小さめの角切りにしま

した。魚はお好みのお魚

でもよいでしょう。 


