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活用にあたって

『ごはんにあう副食集』は、毎月１回「ごはんにあう副食地場産物を使用した献立」
として、県内の学校給食関係者の皆様にお届けをしている献立紹介を集約して冊子にした
ものです。
これまで第１版を2009年（平成21年）２月、第２版を2012年（平成24年）２月に発刊し
てまいりましたが、本年度は、当センターの前身である「兵庫県学校給食組合」が昭和
22年に設立されてから70周年にあたることから、その記念として第３版を発刊させてい
ただく運びとなりました。
この第３版は、国の「食育推進基本計画」の中に「学校給食における地場産物を使用す
る割合の増加」が盛り込まれたことを受け、『地場産物を使用した献立』というサブタイ
トルをつけて、特に地場産物の活用に力を注いだ献立を中心に集約したものとなっていま
す。
各学校給食現場の献立作成において、地域の活性化や未来に向けた児童・生徒の食育の
推進にご活用いただければ幸いと考えています。
最後になりますが、本冊子の作成にあたり献立を提供していただきました皆様、ならび
に食品研究部会委員の皆様に心から感謝申し上げます。
平成30年３月
公益財団法人兵庫県体育協会
兵庫県学校給食・食育支援センター
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1人分材料

純使用量（ｇ）

組合せ献立例
ごはん
牛乳
シーフードカレー
ピーマンのソテー
ゼリー

作り方
① しょうが・にんにくはみじん切りにする。
② たまねぎは半分にして１㎝のうす切り、
にんじんはいちょう切り、じゃがいもは
一口大のいちょう切りにする。
③ グリンピースは解凍する。
④ いか・えびは解凍し、清酒をふる。
⑤ まぐろ油漬はほぐす。
⑥ 油を熱し、①④を炒める。
⑦ ⑥に②⑤を入れ炒める。
⑧ ⑦に水・Ａを加え煮る。
⑨ ⑧に③を加え仕上げる。

料理について
食欲のない夏にぴった
りのあっさりしたカレー
です。
夏が旬のピーマンと食
べることによって、さら
にパワーアップできる一
品です。

夏

主食

かじや風カレー

かじや風カレー

西播磨

まぐろ油漬 ……………20
するめいか ……………20
(1.5㎝輪切り・冷凍）
むきえび(冷凍） ………10
清酒 …………………少々
たまねぎ ………………40
じゃがいも ……………20
にんじん ………………15
グリンピース(冷凍）……5
ポークブイヨン ………10
カレールウ ………………8
A
ウスターソース …………1
カレー粉 ……………0.15
植物油 ……………………1
にんにく ………………0.2
しょうが ………………0.1
水 ………………………70

1人分材料

主食

シーフードカレー

シーフードカレー

夏

純使用量（ｇ）

組合せ献立例
麦ごはん
牛乳
かじや風カレー
たくあんのごま和え
かみかみ大豆

作り方
① たまねぎは５㎜のくし切り、
にんじんは５㎜のいちょう切り、じゃ
がいもは1.5㎝のいちょう切り、なす
は１㎝のいちょう切りにする。
② ベーコンはせん切り、まだこは２㎝に
切る。
③ 油を熱し、ベーコンを炒め、Ｂをふる。
④ ③にまだこを入れ炒め、ぶどう酒を加
える。
⑤ ④ににんじん・たまねぎ・じゃがいも
を加え炒める。さらに、水・なすを加
え煮る。
⑥ 溶いた脱脂粉乳・Ａを加え仕上げる。

北播磨

まだこ …………………20
ベーコン ………………10
じゃがいも ……………45
たまねぎ ………………40
なす ……………………20
にんじん ………………15
脱脂粉乳 …………………3
カレールウ(甘口）………6
カレールウ(辛口）………6
A
ウスターソース …………4
ケチャップ ………………4
植物油 ……………………3
ぶどう酒(白）……………1
食塩 ……………………0.5
B
こしょう ……………0.02
水 ………………………15

料理について
郷土料理「かじや鍋」を食
べやすいようにカレーにアレ
ンジしました。
夏場の疲労回復に効果のあ
るたこと体を冷やす効果のあ
るなすを入れたカレーです。
半夏生（はんげしょう）の
日や夏場に取り入れる料理の
ひとつです。
食材の状態等により、水量
を調整してください。
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主食

ルート︵根菜︶カレー
阪神

主食

野菜マーボー丼
中播磨
2

ルート
（根菜）カレー
1人分材料

純使用量（ｇ）

豚肉 ……………………30
ぶどう酒(赤）…………0.5
たまねぎ ………………30
さつまいも ……………30
ごぼう …………………15
だいこん ………………15
にんじん ………………10
りんご ……………………3
にんにく ………………0.3
植物油 ……………………1
薄力粉 ……………………2
有塩バター ………………2
A
植物油 ……………………1
カレー粉 ………………0.5
煮汁 ……………………20
カレールウ ……………13
ケチャップ ………………4
ウスターソース …………1
B
塩 ………………………0.1
こしょう ……………0.01
水 ………………………100

組合せ献立例
ごはん
牛乳
ルート（根菜）カレー
フルーツサラダ

作り方
① にんじん・だいこんはいちょう切り、た
まねぎはくし切り、さつまいもは２㎝の
角切り、ごぼうは５㎜の輪切りにする。
にんにくはみじん切り、りんごはすりお
ろす。
② 油を熱し、豚肉・ぶどう酒を入れ炒め、
にんにく・にんじん・たまねぎ・ごぼ
う・だいこん・さつまいもを炒め、水を
入れ煮る。
③ Ａでルウをつくり②の煮汁でのばす。
④ ②③・カレールウ・Ｂ・りんごを加え煮
る。

野菜マーボー丼
1人分材料

秋

料理について
総合学習「カレーを極
める」で児童から発案さ
れたカレーです。
根菜類を使ったカレー
で、さつまいもの甘みが
アクセントになっていま
す。
手作りルウを使ってい
ますが、市販のルウだけ
でもおいしいです。

通年

純使用量（ｇ）

木綿豆腐 ………………40
豚ひき肉 ………………20
たけのこ ………………10
根深ねぎ …………………5
ピーマン …………………3
赤ピーマン ………………3
乾しいたけ ……………0.5
しょうが ………………0.3
にんにく(おろし）……0.1
ごま油 …………………0.5
赤色辛みそ ………………3
上白糖 ……………………2
こいくちしょうゆ ………2
A
チキンブイヨン …………2
清酒 ……………………0.5
トウバンジャン ………0.2
でん粉 …………………0.5
水 …………………………5

組合せ献立例
ごはん
牛乳
野菜マーボー丼
煮びたし
かきたま汁

作り方
① たけのこはせん切り、しいたけはせん切
り、根深ねぎは粗みじん切り、しょうが
はすりおろす。
② ピーマン・赤ピーマンは色紙切りにして
ゆでる。
③ 豆腐は２㎝の角切りにしてゆでる。
④ 油を熱し、にんにく・しょうが・根深ね
ぎ・豚ひき肉を炒める。
⑤ ④にたけのこ・しいたけを加え炒める。
⑥ ⑤に水・②③・Ａを加え、火が通ったら
水どきでん粉でとろみをつけ仕上げる。

料理について
野菜がたっぷり入った
マーボー豆腐をごはんに
かけて食べます。いろど
りもよく、ピリッとした
辛さで、食欲がわく味付
けです。

1人分材料

主食

たこめし

たこめし

通年

純使用量（ｇ）

精白米 …………………65
たこ(冷凍） ……………18
干しだこ ………………2.5
ごぼう ……………………6
油揚げ ……………………2
うすくちしょうゆ ………4
A 清酒 ………………………2
本みりん ………………0.5

阪神南

組合せ献立例
たこめし
牛乳
かぼちゃのてんぷら
そうめん汁
笹だんご

作り方
① たこと干しだこを解凍する。
② ごぼうはささがきにし、酢水につ
ける。
③ 油揚げはせん切りにする。
④ 米・Ａ・①②③を混ぜて炊飯する。

1人分材料

通年

主食

そぼろ納豆

そぼろ納豆

料理について
兵庫県産のたこを使用して
います。干しだこも合わせる
ことで、たこのうまみがよく
しみこみます。
ごぼうを酢水につけるの
は、変色を防ぐためです。水
でも構いません。

純使用量（ｇ）

納豆(小粒） ……………20
豚ひき肉 ………………15
にんじん ………………10
ほうれんそう ……………5
清酒 ………………………1
こいくちしょうゆ ………2
三温糖 ……………………1
A
植物油 …………………0.5

阪神北

組合せ献立例
ごはん
牛乳
そぼろ納豆
きざみたくあん
手巻き用焼き海苔
豚汁

作り方
① にんじんはせん切り、ほうれんそう
は３〜４㎝に切りゆでる。
② 油を熱し、豚ひき肉を炒め清酒をふ
り、にんじん・納豆を入れ炒める。
③ ②にほうれんそう・Ａを加え仕上げ
る。

料理について
海苔にごはんとそぼろ納
豆をのせて手巻きにして食
べます。納豆を炒めるとね
ばりやにおいが少なくなり
ます。
焼き海苔は４つ切り４枚
を使います。
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主食

淡路島牛丼

淡路島牛丼
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

精白米 …………………75
牛肉 ……………………40
たまねぎ ………………30
しらたき ………………15
はくさい ………………10
糸みつば ………………10
乾しいたけ ………………1
こいくちしょうゆ ………5
三温糖 …………………2.5
A 本みりん …………………1
植物油 ……………………1

作り方

淡路

組合せ献立例
淡路島牛丼
牛乳
キャベツとみかんの酢の物
みそ汁

主食

① たまねぎは２㎝、はくさいは葉２㎝
と芯1.5㎝に分けて切る。みつばは
1.5㎝、しいたけは５㎜に切る。し
らたきは３㎝に切り、ゆでる。
② 油を熱し、牛肉を炒め、Ａを入れる。
③ ②にしらたき・たまねぎ・はくさい
の芯を加えて炒める。
④ ③にしいたけ・はくさいの葉を加え
て煮る。
⑤ ④にみつばを加え仕上げる。

料理について
組合せ献立例のそれぞれの料
理は、地産地消推進のために考
えています。
牛肉は、脂と赤身のバランス
のよい淡路島の牛肉を使用し、
糖分が多い淡路玉葱を使用する
ことで甘い丼になります。
はくさい・しいたけ・みつば
も南あわじ市で生産された野菜
を使います。水を加えないので、
野菜だけの旨みが出た煮汁です。

梅ちりごはん

梅ちりごはん
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

精白米 …………………70
梅干し ………………2/3個
しらす干し ………………3
水 ………………………91

東播磨
組合せ献立例
梅ちりごはん
牛乳
いわしの生姜煮
ごま和え
みそ汁

4

作り方
① しらす干しは熱湯をかける。
② 米を洗い、水・①・梅干しを入
れ炊く。

料理について
梅干しは体の疲れをとってくれる
クエン酸を含みます。食欲のおちる
夏に合う料理です。梅の種ごと教室
に配膳します。

1人分材料

純使用量（ｇ）

組合せ献立例
ごはん
牛乳
あんかけ丼
いりこと大豆の揚げ煮

作り方
① なるとは半月切り、キャベツは２㎝、たまねぎ
はくし切り、にんじんはせん切り、チンゲンサ
イは２㎝、ねぎは小口切り、きくらげはもどす。
② しょうがは、しぼり汁をとる。
③ 油を熱し、豚肉を炒め、にんじん・たまねぎ・
キャベツを入れ炒める。
④ ③にきくらげ・なると・もやし・チンゲンサイ
を加え炒める。
⑤ ④に②・Ａを加え煮る。
⑥ ⑤にねぎ・水どきでん粉を加え仕上げる。

料理について
野菜がたくさん
とれる料理です。
ごはんにとろみの
ある具がからんで
おいしく食べられ
ます。

通年

主食

ぼっかけどん

ぼっかけどん

淡路

豚肉 ……………………22
なると …………………10
キャベツ ………………50
たまねぎ ………………47
もやし …………………10
にんじん …………………9
チンゲンサイ ……………9
葉ねぎ ……………………5
きくらげ(カット）……0.4
しょうが ………………0.8
植物油 …………………0.3
チキンスープ(液体）……10
うすくちしょうゆ ……5.4
清酒 ………………………1
A 食塩 ……………………0.2
こしょう ……………0.03
ごま油 …………………0.5
水 ………………………35
でん粉 ……………………3

1人分材料

主食

あんかけ丼

あんかけ丼

通年

純使用量（ｇ）

牛すじ(煮込み） ………35
こんにゃく(つき）………7
食塩 ……………………0.1
こいくちしょうゆ ……2.5
A
清酒 ………………………1
かつお削り節 ……………1
水 ………………………10

神戸

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
ぼっかけどん
わかさぎのあまずづけ
みそしる

① かつお削り節でだしをとる。
② こんにゃくは塩もみしてゆでる。
③ ①に牛すじ肉・②・Aを入れ煮る。
※煮込みではない牛すじ肉を使用す
る場合はすじ肉の処理が必要とな
ります。調味料、分量も変わりま
す。

料理について
神戸市の長田区あたりで
は、牛すじとこんにゃくを
甘辛く煮込んだものを「ぼ
っかけ」と言います。
郷土料理として取り入れ
ました。
ごはんに盛り付けて食べ
る料理は人気です。
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主食

筑前煮

筑前煮
1人分材料

通年
純使用量（ｇ）

淡路

鶏もも皮付き(10gカット）20
ごぼう …………………30
にんじん ………………25
こんにゃく ……………25
れんこん(水煮・乱切り）20
さやいんげん(冷凍）……5
さつま揚げ ………………5
乾しいたけ(うす切り）…0.4
うすくちしょうゆ ………2
こいくちしょうゆ ……1.8
A 三温糖 …………………1.5
清酒 ……………………0.5
本みりん ………………0.5
水 …………………………1

組合せ献立例
ごはん
牛乳
焼きししゃも
ほうれん草ともやしのひたし
筑前煮

主食

作り方
① れんこんは水洗いし、しいたけ
はもどす。にんじんは乱切り、
ごぼうは乱切り後、水につける。
② さやいんげんは１㎝に切る。
③ さつま揚げは縦1/3に切り、
1.5㎝に切る。こんにゃくは厚
さ５㎜の２㎝に切りゆでる。
④ 鶏肉を炒め、①③・水・Ａを加
え煮る。
⑤ ④に②を加え煮る。

料理について
鶏肉と根菜類をよく煮込んだ筑
前煮は、ごはんにあう料理として
子どもたちに好評です。
筑前煮は、主に九州北部地方の
郷土料理で「がめ煮」とも言われ
ています。家庭科の教科書では
「鶏肉を炒りつけて煮る」ことか
ら「炒り鶏」と言う名前で紹介さ
れています。

マーボー豆腐

マーボー豆腐
1人分材料

純使用量（ｇ）

阪神南

豚ひき肉 ………………20
生揚げ(ミニ・冷凍）……50
にんじん ………………12
葉ねぎ ……………………7
乾しいたけ ……………0.7
しょうが ………………0.5
にんにく ………………0.2
ごま油 …………………0.5
赤色辛みそ ………………3
こいくちしょうゆ ………3
上白糖 ……………………2
A
清酒 ………………………1
チリパウダー ………0.02
でん粉 …………………0.4
水 …………………15〜20
組合せ献立例
ごはん
牛乳
マーボー豆腐
スーミータン
ゼリー

作り方
① 生揚げは、解凍しゆでる。
② にんじん・しょうが・にんにくは、みじん
切りにする。しいたけはせん切りにする。
ねぎは小口切りにする。
③ Ａをあわせる。
④ 油を熱し、にんにく・しょうがを炒め、ひ
き肉・しいたけ・にんじんを入れ炒める。
⑤ ④に①・A・水を加える。
⑥ ⑤にみそ・ねぎ・水どきでん粉を加え仕上
げる。
※生揚げはゆでてからすぐに炒めます。
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通年

料理について
このマーボー豆腐は、
豆腐の代わりに生揚げ
を使用しています。１
年中使用できる料理で
す。
水の量は各調理場で
調整してください。

1人分材料

煮物

鉄火に

鉄火に

通年
通
純使用量（ｇ）

牛肉 ……………………30
生揚げ …………………35
じゃがいも ……………30
ごぼう …………………15
にんじん ………………10
植物油 …………………0.6
淡色辛みそ ………………5
上白糖 …………………2.5
A
こいくちしょうゆ ………1
清酒 ………………………1
かつお削り節 ……………1
水 ………………………40

組合せ献立例
ごはん
牛乳
鉄火に
きのこ汁
ゼリー

① かつお削り節でだしをとる。
② 生揚げは油ぬきして１口大に切る。
③ じゃがいもは大きく切る。にんじんは
8㎜のいちょう切り、ごぼうは乱切り
にする。
④ 油を熱し、牛肉を炒め清酒をふり入れ
る。さらに③を炒め、①②・Ａを加え
煮る。
⑤ ④にみそを加え仕上げる。

神戸

作り方

料理について
ごぼうが入っています
が、子どもたちが好きな
じゃがいもと牛肉を一緒
に煮ているので人気です。
みそ味なのでごはんもす
すみます。

1人分材料

煮物

クーブイリチー

クーブイリチー

通年

純使用量（ｇ）

豚肉 ………………………7
刻み昆布 …………………2
乾しいたけ ……………0.4
植物油 …………………0.5
上白糖 …………………1.5
A
黒砂糖 ……………………1
こいくちしょうゆ ………1
B
本みりん …………………1
水 …………………10〜20

作り方

ごはん
牛乳
ゴーヤチャンプル
クーブイリチー
みそ汁

※昆布の塩味によって調味料を
調整してください。

中播磨

組合せ献立例

① 昆布は、さっと洗い分量内の水
でもどす。しいたけはせん切り
にする。
② 油を熱し、豚肉を炒め、①（も
どし水ごと）・Ａを入れ、しば
らく煮る。
③ ②にＢを加え、汁気がなくなる
までゆっくりと煮込む。

料理について
クーブイリチーとは沖縄の料理
で、クーブは「昆布」、イリチー
は「炒め煮」を意味します。せん
切りした昆布を野菜感覚で食べま
す。豚肉と海藻を一緒に調理する
のでバランスがよくなり、健康長
寿の秘訣になっています。豚肉の
うまみをたっぷりとすった柔らか
い昆布がとてもおいしく、ごはん
にあう料理です。
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煮物

大豆のカレー煮

大豆のカレー煮
1人分材料

純使用量（ｇ）

だいず(乾）………………6
豚ひき肉 ………………15
たまねぎ ………………15
じゃがいも ……………15
にんじん …………………5
しょうが ………………0.3
植物油 ……………………1
ぶどう酒(白）…………0.5
カレールウ ………………5
ウスターソース ………0.5
A
食塩 ……………………0.1
こしょう ……………0.01
水 ………………………40

神戸
組合せ献立例
ごはん
牛乳
大豆のカレー煮
野菜スープ
ゼリー

煮物

① だいずは８分どおり湯がいておく。
② にんじんはいちょう切り、たまねぎは
くし形切り、しょうがはみじん切り、
じゃがいもは２㎝の角切りにする。
③ 油を熱し、しょうが・豚ひき肉を炒め
ぶどう酒を入れる。
④ ③ににんじん・たまねぎ・じゃがいも
を加え炒める。
⑤ ④にだいず・水を加え煮る。
⑥ ⑤にＡを加え仕上げる。

料理について
子どもが苦手な大豆も
好きなカレー味にすると
残さず食べてくれます。
乾燥大豆は水に浸して
豆が十分にふくれてから
湯がくとおいしい豆にな
ります。水煮の大豆を使
用する場合は、Ａを入れ
てから水煮大豆を加えま
す。

大豆のミートソース

通年

純使用量（ｇ）

だいず(水煮） …………16
豚ひき肉 …………………9
ベーコン …………………3
たまねぎ ………………12
にんじん …………………4
トマト(缶詰・ホール）…6
ガーリックパウダー …0.02
植物油 …………………0.2
デミグラスソース ……4.5
ケチャップ ………………2
A 食塩 …………………0.07
こしょう ……………0.02
………0.02
ローリエ(粉末）

但馬

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
オムレツ
大豆のミートソース
キャベツのスープ煮
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作り方

大豆のミートソース
1人分材料

通年

① ベーコンは１㎝に切る。
② たまねぎは短めの１㎝、にんじんは
５㎜の拍子切りにする。
③ 油を熱し、豚ひき肉・ベーコンにガ
ーリックパウダーを入れて炒める。
④ ③に②を加え炒める。
⑤ ④にトマト・Ａを加え少し煮込む。
⑥ ⑤にだいずを加え煮る。

料理について
淡泊な大豆が、子どもの
大好きなケチャップ味のソ
ースで食べやすくなります。
夏には旬の生のトマトを使
うこともあります。
オムレツのソースとして、
一緒に食べてもおいしく食
べられます。

1人分材料

煮物

鶏肉と大豆のうま煮

鶏肉と大豆のうま煮

通年

純使用量（ｇ）

鶏肉(10gカット) ………30
だいず(乾）………………5
たまねぎ ………………30
こんにゃく ……………12
しょうが …………………2
こいくちしょうゆ ………3
A
上白糖 …………………2.5

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
かきあげ
鶏肉と大豆のうま煮
みそ汁

西播磨

① 大豆は熱湯の中に30分つけた後、弱火でやわ
らかくなるまで煮る。
② しょうがはすり、汁をしぼる。こんにゃくは
小口切りにし、ゆでる。たまねぎは半分にし、
１㎝に切る。
③ Ａを煮立て、鶏肉を入れる。
④ ③にこんにゃく・たまねぎ・①を加え煮る。
⑤ ④にしょうが汁を加え仕上げる。

料理について

※大豆は朝から処理します。1％の塩水を煮立
て大豆を30分つけておきます。その後、30
分〜2時間かけてやわらかくなるまで煮ます。

鶏肉の旨味が大
豆に浸み込み、し
ょうがの味でいっ
そうおいしくなり
ご飯がすすみます。

1人分材料

煮物

いわしの梅に

いわしの梅に

夏

純使用量（ｇ）

いわし …………………50
清酒 ………………………1
梅ペースト ………………2
しょうが …………………1
こいくちしょうゆ ………3
A 上白糖 …………………2
清酒 ……………………1

神戸

組合せ献立例
ごはん
牛乳
いわしの梅に
みそ汁
果物

作り方
① いわしに清酒をふりかける。
② しょうがはすりおろす。
③ Ａを煮立て、梅ペースト・①②
を加え煮る。

料理について
一口サイズにカットしたいわしを
使っています。
ねり梅としょうゆで夏向きにさっ
ぱりとした味に仕上げています。
ごはんにぴったりのおかずです。
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煮物

ひじきととうもろこしのにもの

ひじきととうもろこしのにもの
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

スイートコーン ………10
(カーネル・冷凍）
ほしひじき ………………3
ベーコン …………………5
にんじん …………………8
こいくちしょうゆ ………2
A
上白糖 ……………………1
植物油 …………………0.4

神戸
作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
鉄火に
ひじきととうもろこしのにもの
みそ汁

煮物

① ひじきはもどす。
② にんじんはせん切り、コーンは塩ゆ
でにする。ベーコンは細切りにする。
③ 油を熱し、ベーコン・にんじん・ひ
じきを炒め、Ａを入れて煮る。
④ ③にコーンを加え煮る。

豚肉の角煮

豚肉の角煮
1人分材料

食物繊維・鉄分が豊富な
ひじきと、子どもたちの大
好きなとうもろこしを組み
合わせています。
とうもろこしの甘みで、
食べやすくなっています。

通年

純使用量（ｇ）

豚肉(2㎝角切り）………40
こんにゃく(つき） ……10
しょうが ………………1.5
こいくちしょうゆ ………3
A 黒砂糖 ……………………2
清酒 ………………………1
植物油 ……………………1
水 ………………………10

但馬

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
豚肉の角煮
ゴーヤチャンプルー
もずく汁

①
②
③
④
⑤
⑥

豚肉・こんにゃくは別々に下ゆでする。
しょうがはすりおろす。
油を熱し、しょうが半量・豚肉を炒める。
③にこんにゃくを加えて炒める。
④に水を加えて煮る。
⑤にＡ・残りのしょうがを加え煮つめる。
※はじめは強火、後で弱火で煮つめる。
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料理について

料理について
しっかりした味付け
で、食欲のない暑い時
期でもごはんがすすみ
ます。おろしたしょう
がは２回に分けて入れ
ますが、後半の半分を
針しょうがにしてもお
いしくできます。

1人分材料

純使用量（ｇ）

組合せ献立例
ごはん
牛乳
たけのこと鶏肉のみそ煮
おひたし
湯葉のすまし汁

作り方
① 煮干しでだしをとる。
② にんじんは厚さ７㎜のいちょう切り、
たけのこは厚さ１㎝のいちょう切り、
こんにゃくは一口大に切る。野菜天は
１㎝の短冊に切る。じゃがいもは一口
大に、さやいんげんは３㎝に切る。
③ 油を熱し、鶏肉を炒める。
④ ③に①・こんにゃく・にんじん・たけ
のこを入れ煮る。
⑤ ④にじゃがいもを加え煮る。
⑥ ⑤に野菜天・いんげん・Ａを加え煮る。

料理について
みその味付けで、いつ
もとひと味違った煮物で
す。
たけのこが苦手な子ど
もでも、じゃがいもを加
えることで、食べやすく
なります。ごはんがすす
む一品です。

通年

煮物

厚揚げとじゃがいもの煮物

厚揚げとじゃがいもの煮物

西播磨

たけのこ(水煮） ………15
鶏肉(もも皮なし） ……12
野菜天(角） ……………10
じゃがいも ……………15
こんにゃく ……………10
にんじん …………………7
さやいんげん …………3.5
淡色辛みそ ……………4.5
上白糖 …………………1.5
A
こいくちしょうゆ ………1
本みりん ………………0.5
植物油 …………………0.4
煮干し ……………………1
水 ………………………20

1人分材料

煮物

たけのこと鶏肉のみそ煮

たけのこと鶏肉のみそ煮

通年

純使用量（ｇ）

生揚げ(冷凍） …………45
じゃがいも ……………40
鶏ひき肉 ………………20
こんにゃく(つき・3㎝）…40
にんじん ………………20
さやいんげん(冷凍）……15
しょうが ………………0.8
うすくちしょうゆ ………5
A 上白糖 ……………………3
本みりん …………………1
植物油 …………………0.5
水 ………………………30

ごはん
牛乳
焼きししゃも
小松菜のアーモンド炒め
厚揚げとじゃがいもの煮物

① じゃがいもは１㎝のいちょう切り、にん
じんは５㎜のいちょう切り、さやいんげ
んは２㎝に切る。しょうがはみじん切り、
こんにゃくはゆでる。
② 油を熱し、しょうが・鶏ひき肉を炒める。
③ ②ににんじん・こんにゃくを入れ炒める。
④ ③に水を加え煮る。
⑤ ④にじゃがいもを加え煮る。
⑥ ⑤に生揚げ・さやいんげんを加え煮る。
⑦ ⑥にＡを加え煮る。

北播磨

組合せ献立例

作り方

料理について
肉じゃがをアレンジ
した料理です。肉じゃ
がのじゃがいもを半分
くらいにして、生揚げ
を使います。
しょうがを使ってい
ますので、冬の寒い時
期は、体が温まります。
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煮物

白菜のクリーム煮

白菜のクリーム煮
1人分材料

純使用量（ｇ）

はくさい ………………40
ベーコン ………………15
たまねぎ ………………20
にんじん ………………20
チンゲンサイ …………10
マッシュルーム(水煮）…10
食塩 ……………………0.6
A チキンブイヨン(粉末） …0.6
有塩バター ……………0.5
牛乳 ……………………50
B 有塩バター ………………3
薄力粉 ……………………3

但馬
組合せ献立例
ごはん
牛乳
鶏の照り焼き
カラフルサラダ
白菜のクリーム煮

煮物

① Ｂでホワイトルウを作る。
② ベーコン・はくさい・たまねぎ・チン
ゲンサイは１㎝に切り、にんじんはい
ちょう切りにする。
③ ベーコンを炒める。
④ ③ににんじん・はくさい・たまねぎを
入れ炒める。
⑤ ④にチンゲンサイ・マッシュルームを
加え炒める。
⑥ ⑤にＡを加える。
⑦ ⑥に①を加え煮る。

料理について
豊岡産の野菜を使用し
た料理です。
水を加えず、野菜の水
分で煮ます。コクを出す
ために途中でバターを加
えます。

いもこ煮

通年

純使用量（ｇ）

阪神南

牛肉(うす切り） ………30
生揚げ(冷凍・1㎝角）…20
さといも(冷凍） ………50
たまねぎ ………………50
にんじん ………………20
しらたき ………………20
さやいんげん(冷凍）……3
こいくちしょうゆ ……6.7
上白糖 …………………2.7
A
本みりん ………………0.8
食塩 ……………………0.2
かつお削り節 ……………1
水 ………………………10

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
いもこ煮
ごま和え
果物
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作り方

いもこ煮
1人分材料

通年

① かつお削り節でだしをとる。
② たまねぎは１㎝、にんじんはいちょう
切り、しらたきは３㎝、さやいんげん
は１㎝に切りゆでる。生揚げはゆでる。
③ ①・Ａに牛肉を入れ煮る。
④ ③にしらたき・にんじん・たまねぎ・
さといもを加え煮る。
⑤ ④に生揚げ・さやいんげんを加え煮る。

料理について
山形の郷土料理のひと
つです。
「いも煮」とも
「芋子煮」とも呼ばれ、
具材もさまざまですが、
煮ても崩れにくいさとい
もが入るようです。味も
しょうゆ味・みそ味があ
ります。たくさんの具材
が入ったボリューム満点
の煮物です。

1人分材料

純使用量（ｇ）

牛肉(うす切り） ………25
ごぼう …………………35
にんじん ………………20
しらたき ………………20
たけのこ(水煮） ………15
さやいんげん(冷凍）……5
乾しいたけ ……………0.5
植物油 …………………0.3
こいくちしょうゆ ……2.5
うすくちしょうゆ ……2.4
A 三温糖 …………………1.3
清酒 ……………………0.5
本みりん ………………0.5

ごはん
牛乳
はたはたのから揚げ
牛肉とごぼうのうま煮
みそ汁

作り方
① にんじん・たけのこは3㎜のいちょう切
り、ごぼうは3㎜の斜め切りにする。
② しいたけはせん切り、しらたき・さやい
んげんは２㎝に切る。
③ たけのこ・しらたきはゆでる。
④ 油を熱し牛肉を炒める。ごぼう・たけの
こを入れ炒める。
⑤ ④にしいたけ・しらたき・にんじん・Ａ
を加え煮る。
⑥ ⑤にさやいんげんを加え煮る。

煮物

作り方
① かつお削り節でだしをとる。
② にんじん・たけのこはいちょう切り、
とうがんは一口大に切り、さやいん
げんは２㎝に切りゆでる。
③ ①に鶏肉・にんじん・たけのこを入
れ、Ａを加え煮る。
④ ③にとうがん・うずら卵・さやいん
げんを加え煮る。
⑤ 水で溶いたくずでん粉を加え、仕上
げる。

中播磨

ごはん
牛乳
よしの煮
みそ汁
果物

夏

純使用量（ｇ）

鶏肉(10gカット）………20
うずら卵 ………………15
とうがん ………………35
たけのこ(水煮）…………7
にんじん …………………5
さやいんげん ……………5
うすくちしょうゆ ………4
A 上白糖 ……………………2
本みりん …………………1
くずでん粉 ………………1
かつお削り節 ……………2
水 ………………………20

組合せ献立例

料理について
牛肉のうまみがしみ
て、ごぼうが食べやす
くなります。新ごぼう
の時期に作ると、ごぼ
うの味が引き立ちます。

よしの煮

よしの煮

淡路

組合せ献立例

1人分材料

煮物

牛肉とごぼうのうま煮

牛肉とごぼうのうま煮

通年

料理について
奈良の吉野地方がくずで
ん粉の生産地として有名な
ことから、くずでん粉でと
ろみをつけた煮物をよしの
煮と言います。夏野菜のと
うがんを薄味でさっぱりと
煮るので、暑い時期にあう
料理です。
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煮物

大豆と野菜の炒め煮

大豆と野菜の炒め煮
1人分材料

純使用量（ｇ）

北播磨

だいず(水煮） …………15
……………25
生揚げ(冷凍）
鶏肉(10gカット）………20
こんにゃく ……………25
にんじん ………………15
ごぼう …………………15
たけのこ(水煮） ………15
さやいんげん(冷凍）……10
うすくちしょうゆ ………5
A 上白糖 ……………………3
清酒 ………………………1
植物油 ……………………1
水 ………………………30

組合せ献立例
ごはん
牛乳
大豆と野菜の炒め煮
ほうれんそうとたくあんの和え物
ヨーグルト

煮物

作り方
① にんじんはいちょう切り、ごぼうは輪
切り、たけのこは短冊切り、さやいん
げんは２㎝、こんにゃくは５㎜に切る。
② 油を熱し、鶏肉を炒める。
③ ②ににんじん・ごぼう・たけのこ・こ
んにゃくを入れ炒める。
④ ③に大豆・水を加え煮る。
⑤ ④に生揚げ・さやいんげんを加え煮る。
⑥ ⑤にＡを加え煮る。

豚肉の黒糖に

豚肉の黒糖に
1人分材料

通年

料理について
大豆・大豆製品をた
っぷりと使った料理で
す。根菜類は少し大き
めに切り、噛む料理に
しています。

通年
通

純使用量（ｇ）

豚肉(角切り） …………60
清酒 ……………………0.5
植物油 …………………0.4
黒砂糖 ……………………5
こいくちしょうゆ ………3
A
本みりん …………………3
淡色辛みそ ……………1.5
でん粉 …………………0.5

神戸
組合せ献立例
ごはん
牛乳
豚肉の黒糖に
ごまあえ
きのこじる
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作り方
① 豚肉に清酒をふりかける。
② Ａを合わせる。
③ 油を熱し、豚肉を炒め、Ａを入れ煮
る。
④ ③に水どきでん粉を加える。

料理について
角切りの豚肉を黒砂糖と
みそで煮た、こくのある味
付けの料理です。でん粉で
とろみをつけているので、
食べやすいです。

1人分材料

純使用量（ｇ）

組合せ献立例
ごはん
牛乳
あじの塩焼き
じゃが豚キムチ
ごま酢和え

作り方
① 煮干しでだしをとる。
② しらたきは５㎝に切りゆでる。
③ じゃがいもは３㎝の角切り、たまねぎはくし形
切り、にんじんは５㎜のいちょう切り、にらは
２㎝に切る。
④ 油を熱し、豚肉・にんじんを炒める。
⑤ ④に①・じゃがいも・たまねぎ・Ａを加え煮る。
⑥ ⑤に②・キムチを加え、うすくちしょうゆで調
味する。
⑦ ⑥ににらを加え仕上げる。
※キムチによっては辛さが異なるので、汁をき
る等して調整して下さい。

料理について
キムチが入った
煮ものです。キム
チ味は子どもに人
気があり、一般的
な煮もの料理より
良く食べています。
キムチの量で辛さ
を調節することが
できます。

通年

煮物

肉どうふ

肉どうふ

西播磨

豚肉 ……………………10
じゃがいも ……………45
たまねぎ ………………40
しらたき ………………35
にんじん ………………15
はくさいキムチ ………15
にら ………………………3
植物油 …………………0.5
うすくちしょうゆ ………5
清酒 ………………………3
A
上白糖 ……………………2
本みりん …………………1
煮干し ……………………1
水 ………………………120

1人分材料

煮物

じゃが豚キムチ

じゃが豚キムチ

通年

純使用量（ｇ）

牛肉 ……………………35
焼き豆腐(冷凍） ………35
しらたき ………………20
根深ねぎ ………………10
しょうが ………………0.3
植物油 …………………0.4
こいくちしょうゆ ………4
A
上白糖 ……………………3
清酒 ………………………1
かつお削り節 ……………1
水 ………………………10

作り方

ごはん
牛乳
肉どうふ
みそ汁

神戸

組合せ献立例

① かつお削り節でだしをとる。
② 白ねぎは１〜２㎝に切る。しょうがはす
りおろす。しらたきは塩もみをし、５㎝
に切りゆでる。焼き豆腐はゆで、水気を
切る。
③ 油を熱し、しょうが・牛肉を炒め、清酒
をふりいれる。さらに、しらたきを炒め、
①・1/2量のＡを加えて煮る。
④ ③に焼き豆腐・白ねぎを加え、残りのＡ
で味をととのえる。

料理について
牛肉と焼き豆腐を
使った、たんぱく質
がしっかりとれる料
理です。
冷凍の焼き豆腐を
使うことで、煮崩れ
しにくくきれいに仕
上がります。
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煮物

さばのレモンみそに

さばのレモンみそに
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

さば ……………………40
しょうが ………………0.8
にんにく ………………0.2
甘みそ ……………………8
A 上白糖 ……………………3
清酒 ……………………0.6
レモン汁 …………………1
水 ………………………24

阪神南
組合せ献立例
ごはん
牛乳
さばのレモンみそに
たくあんのかおりあえ
すまし汁

煮物

① しょうが・にんにくはすりお
ろす。
② Ａ・水を煮立て、①・さばを
入れ煮る。
③ ②にレモン汁を加え仕上げる。

秋の野山煮

秋の野山煮
1人分材料

料理について
西宮市学校給食展で児童生徒か
ら応募された料理です。
レモン汁が入ることによってさ
っぱりした味になります。
※さば（焼き）を使用すると大量
調理でも煮くずれしにくいです。

秋

純使用量（ｇ）

阪神北

鶏肉(もも・10gカット）…30
生揚げ(冷凍・角） ……20
だいこん ………………30
にんじん ………………20
ごぼう …………………20
ぶなしめじ ……………15
ぎんなん(水煮）…………5
乾しいたけ ………………1
植物油 ……………………1
こいくちしょうゆ ………5
A 上白糖 …………………2.5
本みりん ………………0.5
かつお削り節 …………0.5
水 ………………………15

組合せ献立例
セルフおむすび
（もち玄米入りごはん・大判のり）
牛乳
秋の野山煮
ほうれん草のくるみ和え
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作り方

作り方
① かつお削り節でだしをとる。
② ごぼうは厚めの輪切りにして水にさ
らし、だいこん・にんじんは厚めの
いちょう切りにする。しめじは小房
に分け、しいたけは６つ割りにする。
ぎんなんは さっと水で洗い、生揚
げは油ぬきをする。
③ 油を熱し、鶏肉を炒める。ごぼう・
しいたけを入れ炒める。
④ ③に①・だいこん・にんじん・ぎん
なん・生揚げ・しめじを加え煮る。
⑤ ④にＡを加え煮る。

料理について
秋が旬の銀杏やしめじを
使った、季節を感じる煮物
です。子どもたちが食べや
すいよう、甘めの味付けに
仕上げています。
都市部でも、秋の野山の
風味を感じて欲しいという
思いで作った献立です。

1人分材料

通年

肉みそビーンズ

肉みそビーンズ

煮物

純使用量（ｇ）

豚ひき肉 ………………15
だいず(水煮） …………20
葉ねぎ ……………………2
植物油 …………………0.2
上白糖 …………………2.5
淡色辛みそ ………………2
A
八丁みそ …………………1
清酒 ………………………1
でん粉 …………………0.5
水 …………………………5

神戸

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
肉みそビーンズ
キャベツとツナのいためもの
いかだんごのスープ

①
②
③
④

ねぎは小口切りにする。
油を熱し、豚ひき肉を炒める。
②に大豆・水を入れ煮る。
③にＡを加え、①・水どきで
ん粉を加え仕上げる。

1人分材料

煮物

純使用量（ｇ）

鶏肉(もも・10gカット）…25
焼き竹輪 ………………15
じゃがいも ……………45
たまねぎ ………………30
にんじん ………………15
たけのこ ………………15
さやいんげん(冷凍）……10
乾しいたけ ……………0.8
うすくちしょうゆ ………5
A 上白糖 …………………2.5
本みりん …………………2
水 ………………………50

作り方
① 竹輪は５㎜の輪切りにする。じゃがいもは
角切り、にんじんはいちょう切り、たまね
ぎはくし切り、しいたけはせん切り、たけ
のこは短冊切り、さやいんげんは２㎝に切
る。
② 水を沸騰させ、鶏肉を煮る。
③ ②にたまねぎ・にんじん・しいたけ・たけ
のこを入れ煮る。
④ ③にじゃがいもを加え煮る。
⑤ ④に竹輪・さやいんげん・Ａを加え煮る。

北播磨

組合せ献立例
ごはん
牛乳
じゃこまめ
野菜のうま煮
果物

通年

野菜のうま煮

野菜のうま煮

料理について
豚ひき肉と水煮大豆を、み
そで濃いめに味付けした料理
です。
二種類のみそを混ぜ合わせ、
まろやかで食べやすく仕上げ
ています。

料理について
じゃがいもがたっぷり
入った煮物です。新じゃ
がいもや新たまねぎの採
れる時期であれば、野菜
の甘みもでます。
あっさりとした味つけ
で、煮物の苦手な子ども
にも食べやすい料理です。
さやいんげんの替わり
にさやえんどうを使って
も彩りよく仕上がります。
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煮物

若竹煮

若竹煮
1人分材料

春
純使用量（ｇ）

たけのこ(水煮） ………15
…1.5
わかめ(カット・乾燥）
うすくちしょうゆ ………2
A 上白糖 ……………………1
本みりん …………………1
かつお削り節 …………0.6
水 ………………………50

北播磨
組合せ献立例
まめごはん
牛乳
さわらのごま香味焼き
若竹煮
のっぺい汁

煮物

① かつお削り節でだしをとる。
② たけのこはいちょう切り、
わかめはもどす。
③ ①にたけのこを入れ煮る。
④ ③にAを加え煮る。
⑤ ④にわかめを加え煮る。

ゆばと野菜の煮浸し

ゆばと野菜の煮浸し
1人分材料

料理について
たけのこは春先であれば生のもの
を使用します。レトルトのたけのこ
とは食感が異なり、たけのこ本来の
風味がわかります。
魚料理の添えに合う料理です。

通年

純使用量（ｇ）

湯葉(乾）…………………2
こまつな ………………15
にんじん …………………3
うすくちしょうゆ ………1
A
本みりん ………………0.5
花かつお ………………0.3
水 …………………………5

中播磨

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
はたはたのからあげ
ゆばと野菜の煮浸し
根菜のごま汁
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作り方

① こまつなは２㎝に切りゆでる。
② にんじんはせん切りにする。
③ 水・Ａを煮立て、①②・湯葉を加
え煮る。
④ ③に花かつおを加え仕上げる。
※にんじんは下ゆでしてもよい。
その場合は水の量を調整してく
ださい。

料理について
姫路市産の小松菜を使用し
た料理です。
大豆製品の湯葉がどのよう
な食品かを知り、味を楽しむ
こともできます。
季節によりチンゲンサイで
もおいしくつくることができ
ます。

1人分材料

煮物

ツナじゃが

ツナじゃが

通年

純使用量（ｇ）

まぐろ油漬 ……………25
じゃがいも ……………60
たまねぎ ………………55
にんじん ………………20
グリンピース ……………3
うすくちしょうゆ ………4
A 上白糖 ……………………2
ブイヨン(粉）…………0.5
水 …………………10〜15

作り方

ごはん
牛乳
ツナじゃが
小松菜とエリンギのソテー
味つけのり

※まぐろは野菜が柔らかくなる前に入
れてください。
※フレークタイプでない場合は、ほぐ
してから使用してください。

北播磨

組合せ献立例

① じゃがいもは1.5㎝のいちょう切り、
にんじんは５㎜のいちょう切り、た
まねぎはくし切りにする。
② 水に①を入れ、煮る。
③ ②にまぐろ・Aを加え、煮る。
④ ③にグリンピースを加え、仕上げる。

料理について
肉じゃがといえば牛肉を
使用することが多いです。
豚肉を使った豚じゃがの
メニューもあります。肉
じゃがを少しアレンジし、
まぐろ（油漬け）を使っ
てみました。冷めても油
っぽい食感はありません。
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焼き物

いかのねぎみそ焼き

いかのねぎみそ焼き
1人分材料

純使用量（ｇ）

あかいか(かのこ） ……40
岩津ねぎ …………………5
しょうが ………………0.3
にんにく ……………0.3
淡色辛みそ ………………2
A こいくちしょうゆ ……1.5
本みりん ………………0.6

但馬
組合せ献立例
麦ごはん
牛乳
いかのねぎみそ焼き
厚揚げと野菜のごまあえ
豚汁

作り方
① しょうが・にんにくはすりおろす。
ねぎはみじん切りにする。
② Ａ・①を合わせ、いかをつけ込む。
③ １８０℃のオーブンで１０分焼く。
※オーブンによっては温度、焼き
時間を調整してください。

焼き物

料理について
岩津ねぎは、江戸時代に生野
銀山で働く人たちの冬の栄養源
として栽培が始まりました。雪
や霜をかぶるとうま味を増して
甘く美味しくなります。
岩津ねぎの甘みと調味料のバ
ランスが良く、香ばしく焼くと
とても食欲をそそります。

鶏肉のメキシカンソース

鶏肉のメキシカンソース
1人分材料

夏

純使用量（ｇ）

西播磨

…2個
鶏肉(もも・30gカット）
食塩 ……………………0.3
A
こしょう ……………0.01
米粉 ………………………6
トマト(ダイス） ………40
たまねぎ ………………20
にんじん ………………12
ピーマン ………………10
にんにく ……………0.25
チキンスープの素 ……0.6
食塩 ……………………0.2
B チリパウダー ………0.05
こしょう ……………0.02
植物油 …………………0.2

組合せ献立例
ごはん
牛乳
鶏肉のメキシカンソース
三色あえ
卵とレタスのスープ
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冬

作り方
① たまねぎ・ピーマン・にんにくはみじん切りにする。
② にんじんはみじん切りにし、ゆでる。
③ 油を熱し、にんにく・にんじん・ピーマン・たまね
ぎを炒める。
④ ③にトマト・チキンスープの素を加え、煮えたらＢ
を加えソースを作る。
⑤ 鶏肉にＡで下味をつける。米粉をつけ、オーブンで
焼く。
⑥ ⑤に④をかける。
※オーブン温度と目安時間
２３０℃
１４分

料理について
チリパウダー
を使用するので
スパイシーに仕
上がります。鶏
肉に米粉をつけ
て焼くことで、
カリッとした歯
ごたえになりま
す。
夏の暑い時期
にぴったりです。

1人分材料

焼き物

きつねのかくれんぼ

きつねのかくれんぼ

通年

純使用量（ｇ）

油揚げ …………………1枚
チーズ(ダイス）…………10
ぶなしめじ ……………10
にんじん …………………5
れんこん …………………5
うすくちしょうゆ ………2
A 本みりん …………………2
水 …………………………3

組合せ献立例
ごはん
牛乳
きつねのかくれんぼ
千草和え
みそ汁

① 油揚げは切り目を入れる。
② しめじはほぐす。にんじん・れん
こんはみじん切りにする。
③ ②をＡで調味し、チーズを混ぜる。
④ ①に③をつめる。
⑤ オーブンで焼く。

阪神南

作り方
料理について
「きんちゃく」を洋風バー
ジョンにアレンジしました。
焼くことで香ばしくなります。
チーズもまろやかなうまみを
出します。

※オーブン温度と目安時間
２５０℃
１０分

1人分材料

焼き物

さばの香味焼き

さばの香味焼き

通年

純使用量（ｇ）

さば(１切） ……………50
しょうが …………………1
にんにく ………………0.2
ごま(いり）………………2
こいくちしょうゆ ……3.2
上白糖 ……………………1
A
ごま油 …………………0.1
とうがらし(一味） …0.02

ごはん
牛乳
さばの香味焼き
ひじき豆腐
白玉もち汁

作り方
① しょうが・にんにくはみじん切り
にする。
② Ａをあわせ、①・ごまを加える。
③ ②にさばを漬け込み焼く。

但馬

組合せ献立例

料理について
しょうがとにんにくの香りで
さばのにおいが抑えられ、魚が
苦手な子どももおいしく食べる
ことができます。
さばは調味液に３０分以上漬
け込むと味がよくしみこみます。

※オーブン温度と目安時間
１８０℃
１５分
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焼き物

春野菜のオムレツ

春野菜のオムレツ
1人分材料

純使用量（ｇ）

鶏卵 ……………………35
マヨネーズ ……………2.5
上白糖 …………………0.8
A
穀物酢 …………………0.5
食塩 ……………………0.2
たまねぎ ………………25
キャベツ ………………10
まぐろ油漬 ……………10
スイートコーン(冷凍）…3
有塩バター ……………0.2
アルミカップ(9号）…１個

但馬

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
春野菜のオムレツ
アーモンド和え
わかめスープ

焼き物

① たまねぎはうす切り、キャベツはせ
ん切りにする。
② 鶏卵にＡを入れ、合わせる。
③ まぐろは油をきる。
④ バターをとかし、①・コーンを炒め、
③を入れる。
⑤ アルミカップに④を加え、②をそそ
ぎオーブンで焼く。

ハンバーグ和風ソース

ハンバーグ和風ソース
1人分材料

料理について
春の野菜を使った料理
です。
マヨネーズを入れると
ふわっとした口当りにな
り子どもたちに人気です。

通年

純使用量（ｇ）

豆腐入りハンバーグ（1個）…60
たまねぎ ………………10
ぶなしめじ ………………8
こいくちしょうゆ ………2
上白糖 ……………………1
A 清酒 ………………………1
本みりん …………………1
水 …………………………3
でん粉 …………………0.5

阪神南

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
ハンバーグ和風ソース
ごまあえ
かきたま汁

① たまねぎは１㎝に切り、しめじは小房に分
ける。
② Ａをひと煮立ちさせ、①を加える。
③ ②に水どきでん粉を入れ、ソースを作る。
④ 鉄板にハンバーグを並べ、オーブンで焼く。
⑤ ④に③をかける。
※オーブン温度と目安時間
２２０℃
１５分
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春

料理について
豆腐入りハンバー
グをオーブンでふっ
くら焼きます。
しょうゆを効かせ
たあまからい和風ソ
ースに、たまねぎと
しめじの旨みが加わ
り、ごはんがすすみ
ます。

1人分材料

焼き物

鶏肉の照り焼き

鶏肉の照り焼き

通年
通

純使用量（ｇ）

…2個
鶏肉(もも・30gカット）
こいくちしょうゆ ………5
本みりん …………………3
A
上白糖 ……………………2
水 ………………………1.3
でん粉 …………………0.4

淡路

組合せ献立例
ごはん
牛乳
鶏肉の照り焼き
おひたし
たまねぎのみそ汁
みかん

作り方
① 鶏肉を焼く。
② Ａを煮詰めて、水どきでん粉でと
ろみをつける。
③ ①に②をかける。

料理について
鶏肉に下味をつけずに素焼き
した後にたれをかけることで、
焦げ過ぎず鶏肉のジューシーさ
が残って、おいしく仕上がりま
す。

1人分材料

焼き物

ますの香草パン粉焼き

ますの香草パン粉焼き

通年
通

純使用量（ｇ）

ます(１切） ……………50
食塩 ……………………0.3
A
こしょう ……………0.03
バジルペースト(冷凍）…4
パン粉 ……………………3

ごはん
牛乳
ますの香草パン粉焼き
小松菜としめじの和風サラダ
カレースープ

作り方
① ますはAで下味をつける。
② バジルペーストは解凍し、①にかける。
③ ②にパン粉をふり、オーブンで焼く。
※オーブン温度と目安時間
２２０℃〜２３０℃ １５分

阪神南

組合せ献立例

料理について
兵庫県産のバジルペー
ストを使っています。ま
す以外の白身魚でもよく
合います。
バジルの香りにパン粉
の香ばしさが加わり、淡
白な白身魚をおいしく食
べることができます。
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焼き物

さわらの塩麹焼き

さわらの塩麹焼き
1人分材料

純使用量（ｇ）

さわら(１切） …………50
塩麹 ………………………4
A 淡色辛みそ ………………2
本みりん …………………1
植物油 …………………0.5

北播磨

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
さわらの塩麹焼き
小松菜の煮びたし
豆腐のみそ汁

焼き物

① Ａを混ぜる。
② ①でさわらに下味をつける。
③ 鉄板に油をひき②を並べ、オー
ブンで焼く。
※オーブン温度と目安時間
１７０〜１８０℃ ２０分

魚の朝倉山椒焼き

魚の朝倉山椒焼き
1人分材料

料理について
さわらの西京焼きを手作り風に
アレンジしてみました。
塩焼きとは違い、みそと塩麹で
少し甘みのある焼き物になります。
身がやわらかいので、配食する
時は慎重にする必要があります。

通年

純使用量（ｇ）

ホキ(１切） ……………40
食塩 ……………………0.2
A
こしょう ……………0.02
たまねぎ ………………20
朝倉山椒佃煮 …………1.5
マヨネーズ ………………6
B
淡色辛みそ ………………2
アルミカップ …………1個

但馬
組合せ献立例
ごはん
牛乳
魚の朝倉山椒焼き
おかか和え
高野豆腐の卵とじ
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通年

作り方
① ホキはＡで下味をつける。
② たまねぎはみじん切り、朝倉山椒
佃煮は刻む。
③ ②とＢを合わせる。
④ ①をアルミカップに入れ、③をか
けてオーブンで焼く。

料理について
朝倉山椒は養父市八鹿町朝
倉原産の山椒です。他の品種
と比べ、とげがなく収穫がし
やすいという特徴があります。
山椒にマヨネーズを加える
ことで、辛味がまろやかにな
り子どもでも食べやすくなり
ます。

1人分材料

焼き物

ひじき卵

ひじき卵

通年

純使用量（ｇ）

鶏卵 ……………………30
鶏ひき肉 ………………10
にんじん …………………5
さやいんげん(冷凍）……5
ほしひじき ……………0.5
うすくちしょうゆ ………2
A
上白糖 ……………………2
植物油 …………………0.5
アルミカップ(９号）…1個

作り方

ごはん
牛乳
ひじき卵
切り干し大根の煮物
すりごまみそ汁

※オーブン温度と目安時間
２００℃
１０〜１２分程度

1人分材料

料理について
甘めのひじき煮が卵
と合わさって、ひじき
の苦手な子どもでも食
べやすいようです。一
手間かかりますが、見
た目も鮮やかで、人気
の料理です。

通年

焼き物

マヨみそ焼きチキン

マヨみそ焼きチキン

西播磨

組合せ献立例

① 鶏卵は割りほぐす。
② ひじきはもどす。
③ さやいんげんは５㎜に切り、ゆでさます。
にんじんはみじん切りにする。
④ 油を熱し、鶏ひき肉を炒め、②③を加え
Ａで調味する。
⑤ ①④を合わせ、アルミカップに入れオー
ブンで焼く。

純使用量（ｇ）

鶏肉(もも皮付き） ……50
食塩 …………………0.15
A
こしょう ……………0.01
マヨネーズ ………………3
B 甘みそ ……………………3
清酒 ………………………2

阪神南

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
マヨみそ焼きチキン
野菜のソテー
ゆばのすまし汁

① 鶏肉はAで下味をつける。
② Bでソースを作る。
③ ①に②をかけて、オーブンで焼く。
※オーブン温度と目安時間
１８０℃で１５分、
さらに２２０℃で２〜３分

料理について
マヨネーズ風味のソースを使
った子どもたちに人気の焼き物
です。黄金色に色付く程度に焼
くとおいしくいただけますが、
焦げやすいので注意してくださ
い。
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焼き物

アーモンドごまめ

アーモンドごまめ
1人分材料

純使用量（ｇ）

かたくちいわし(田作り）…5
アーモンド ………………5
(皮なし・ロースト・ダイスカット）
上白糖 ……………………2
A 清酒 ……………………1.5
こいくちしょうゆ ……1.1

丹波

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
雑煮
アーモンドごまめ
紅白なます

焼き物

① かたくちいわしを１８０
℃のオーブンでパリっ
とするまで焼く。
② アーモンドを１７０℃の
オーブンで色づくまで
焼く。
③ Aを煮立て、①②をあえ
る。

料理について
お正月の献立として１２月か１月の給食に
出す料理です。
おせち料理の田作り（ごまめ）には、田畑
の肥料としていわしが使われていたことから、
豊作を願う気持ちがこめられています。
ムラなく焼くために、田作りとアーモンド
はそれぞれ重ならないようにオーブン皿に広
げます。
オーブンがない調理場では、田作りを油で
揚げ、アーモンドをからいりしてください。

かなぎちりめんの揚げ煮

かなぎちりめんの揚げ煮
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

………10
いかなご（煮干し）
植物油 ……………………1
上白糖 …………………2.2
本みりん ………………1.1
A
清酒 ……………………0.9
こいくちしょうゆ ……0.8
しょうが ………………0.3

丹波

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
黒豆のいりどり
ゆばのあえ物
かなぎちりめんの揚げ煮
すだちゼリー
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冬

①
②
③
④

しょうがはすりおろす。
いかなごに油をからめて焼く。
①・Ａを煮て、たれを作る。
②に③をからめる。
※オーブン温度と目安時間
17０℃
１1分

料理について
いかなごの煮干しである
かなぎちりめんを使ったカ
ルシウムが豊富で、かみご
たえのある料理です。
オーブンのない調理場で
は、かなぎちりめんを油で
揚げてください。

1人分材料

炒め物

にらじゃが

にらじゃが

通年

純使用量（ｇ）

にら ……………………15
じゃがいも ……………50
植物油 …………………3.5
豚肉(ももうす切り） …15
植物油 …………………0.5
こいくちしょうゆ ……2.5
A 上白糖 …………………0.8
本みりん ………………0.5

丹波

作り方

組合せ献立例

① じゃがいもは２㎝角、にらは２㎝
に切る。
② じゃがいもは油で揚げる。
③ 油を熱し、豚肉を炒め、Ａで調味
する。さらに、にらを入れ炒める。
④ ③に②を加え仕上げる。

ごはん
牛乳
にらじゃが
つみれ汁
梨

1人分材料

通年

炒め物

いかのねぎ塩炒め

いかのねぎ塩炒め

料理について
ビタミンＢ₁が豊富な豚肉
と、ビタミンＢ₁の作用効率
を高めるアリシンが豊富なに
らを使った料理です。
素揚げしたじゃがいもに甘
辛味や豚肉のうまみがしみ、
ごはんがすすみます。

純使用量（ｇ）

するめいか ……………55
(1.5㎝輪切り・冷凍）
しょうが ………………0.6
にんにく ………………0.4
ごま油 …………………0.2
うすくちしょうゆ ……2.2
清酒 ……………………0.8
A 上白糖 …………………0.5
食塩 ……………………0.3
こしょう………………0.05
葉ねぎ ……………………5

西播磨

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
いかのねぎ塩炒め
鶏ごぼうサラダ
みそ汁

①
②
③
④
⑤

しょうが・にんにくはすりおろす。
ねぎは小口切りにする。
油を熱し、①・いかを炒める。
③にAを加え、炒める。
④に②を加え仕上げる。

料理について
あっさりとしていますが意
外と人気の料理です。
かみごたえがあるので、よ
くかまずに食べてしまいがち
な子どもたちにぴったりの料
理です。
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炒め物

ほうれんそうのガーリック炒め

ほうれんそうのガーリック炒め
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

ほうれんそう …………35
(冷凍・カット）
ベーコン ………………15
こしょう ……………0.02
A
ガーリックパウダー …0.02
植物油 …………………0.4

神戸
組合せ献立例
ごはん
牛乳
ビーフカレー
ほうれんそうのガーリック炒め
ゼリー

炒め物

① ベーコンは細切りにする。
② ほうれんそうはゆでる。
③ 油を熱し、ベーコンを炒める。さ
らにほうれんそうを加えて炒め、
Ａで調味し仕上げる。

アスパラと豚肉の中華炒め

アスパラと豚肉の中華炒め
1人分材料

料理について
ほうれんそうとベーコンがよ
く合い、ほうれんそうが苦手な
子どもにも人気の料理です。
生のほうれんそうを使用する
と、いっそうおいしく仕上がり
ます。

春

純使用量（ｇ）

中播磨

アスパラガス …………18
豚肉 ……………………15
清酒 ………………………2
たまねぎ ………………20
たけのこ(水煮） ………10
根深ねぎ …………………5
しょうが ………………0.3
にんにく(おろし）……0.1
こいくちしょうゆ ………2
かき油 ……………………2
A
上白糖 ……………………1
トウバンジャン ………0.1
でん粉 ……………………1
ごま油 ……………………1

組合せ献立例
ごはん
牛乳
アスパラと豚肉の中華炒め
おかひじきのごまあえ
わかめスープ
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作り方

作り方
① 豚肉に清酒をふる。
② アスパラガスは斜め切りにし下ゆ
でをする。たまねぎは５㎜のう
す切り、たけのこはせん切り、
ねぎは小口切り、しょうがはす
りおろす。
③ 油を熱し、しょうが・にんにくを
炒める。香りが出たら、ねぎ・
①・たけのこ・たまねぎを入れ
炒める。
④ ③にアスパラガスを加えＡで調味
し、水どきでん粉を加え仕上げ
る。

料理について
アスパラガス・豚肉を中華
風の炒め物にしました。トウ
バンジャンのピリ辛味がごは
んとよく合います。
アスパラガスには、栄養ド
リンクにも含まれている「ア
スパラギン酸」という体の疲
れをとる成分が含まれていま
す。春、新しい環境にちょっ
と疲れたな・・・という時に
オススメです。

1人分材料

炒め物

いんげんのそぼろあえ

いんげんのそぼろあえ

通年

純使用量（ｇ）

さやいんげん …………25
鶏卵 ……………………25
上白糖 ……………………2
A
食塩 ……………………0.2
植物油 …………………0.3
まぐろ油漬 ……………18
しょうが …………………1
こいくちしょうゆ ………3
B 上白糖 ……………………2
清酒 ………………………1

但馬

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
さばの塩焼き
いんげんのそぼろあえ
若竹汁

① さやいんげんは１㎝に切り、ゆでさま
す。しょうがはみじん切りにする。
② 油を熱し、鶏卵・Ａで炒り卵を作り、
しょうが・まぐろを入れ炒め、Ｂで
調味する。
③ ②にさやいんげんを加え仕上げる。

1人分材料

卵の黄色、いんげんの
緑色で色合いもよく、そ
ぼろご飯のようにして、
ご飯にかけて食べるとお
いしいです。残食ゼロの
料理です。

夏

炒め物

ピーマンの炒め煮

ピーマンの炒め煮

料理について

純使用量（ｇ）

ピーマン ………………30
焼き竹輪 ………………10
うすくちしょうゆ ………2
本みりん …………………1
A
清酒 ………………………1
上白糖 …………………0.5
ごま油 ……………………1

北播磨

組合せ献立例
ごはん
牛乳
和風煮込みハンバーグ
ピーマンの炒め煮
みそ汁

作り方
① 竹輪は輪切りにする。
② ピーマンはせん切りにする。
③ 油を熱し、②を炒め、火が通った
ら①を入れる。
④ ③にＡを加え仕上げる。

料理について
ピーマンを苦手にしている
子どもも多いですが、竹輪と
一緒に炒めることで、食べや
すくご飯もすすみます。
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炒め物

プルコギ風

プルコギ風
1人分材料

純使用量（ｇ）

阪神南

牛肉 ……………………35
はるさめ …………………8
キャベツ ………………50
たまねぎ ………………50
にんじん ………………15
えのきたけ ………………8
にら ………………………8
にんにく ………………0.2
こいくちしょうゆ ……3.2
赤色辛みそ ……………3.2
上白糖 …………………3.2
A
清酒 ……………………0.8
チリパウダー …………0.7
にんにく ………………0.2
食塩 …………………0.02
植物油 …………………0.5
組合せ献立例
ごはん
牛乳
プルコギ風
ナムル
わかめスープ

炒め物

作り方
① はるさめはもどして５㎝に切る。
キャベツは短冊切り、たまねぎは半分にし１㎝に
切る。にんじんはいちょう切り、えのきたけ・に
らは３㎝に切る。にんにくはすりおろす。
② 油を熱し、牛肉・にんにくを炒め、にんじん・た
まねぎを加え炒める。
③ ②にキャベツ・Ａを加え炒める。
④ ③にえのきたけ・にら・はるさめを加え仕上げる。
※チリパウダーの代わりに一味とうがらしを使用
してもおいしいです。

料理について
韓国料理プルコ
ギのアレンジで、
野菜がしっかりと
れます。暑い季節、
赤みそとチリパウ
ダーが食欲を増し
てくれます。

アスパラガスのバーベキューソース炒め 西播磨

アスパラガスのバーベキューソース炒め
1人分材料

春

純使用量（ｇ）

アスパラガス …………20
…30
豚肉(もも・2㎝カット）
食塩 ……………………0.1
A
こしょう………………0.02
たまねぎ ………………30
にんじん ………………10
にんにく ………………0.8
りんご果汁 ………………8
トマトケチャップ ………4
B こいくちしょうゆ ………2
中濃ソース ………………1
上白糖 …………………0.3
植物油 …………………0.5

組合せ献立例
ごはん
牛乳
鰆の照り焼き
アスパラガスのバーベキューソース炒め
新じゃがの味噌汁
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夏

作り方
① たまねぎはくし切り、にんじんはいちょ
う切り、にんにくはみじん切りにする。
② アスパラガスは２㎝の斜め切りにし、ゆ
でる。
③ Ｂを合わせ、バーベキューソースを作る。
④ 油を熱し、にんにく・豚肉を炒め、Ａを
入れ炒める。
⑤ ④ににんじん・たまねぎ・アスパラガス
を加え炒める。
⑥ ⑤に③を加え仕上げる。

料理について
子どもが苦手なア
スパラガスですが、
バーベキューソース
で味付けすることで
食べやすくなります。
春を迎える頃に登
場する料理です。

1人分材料

炒め物

チンジャオロースー

チンジャオロースー

通年

純使用量（ｇ）

牛肉 ……………………30
ピーマン ………………20
ぶなしめじ ……………10
根深ねぎ …………………1
しょうが ………………0.5
清酒 ………………………2
こいくちしょうゆ ………3
A
三温糖 …………………1.2
オリーブ油 ……………0.5

東播磨

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
チンジャオロースー
中華スープ
果物

① しめじは小房に分け、根深ねぎは
小口切り、しょうがはみじん切
りにする。
② ピーマンはせん切りにし、ゆでる。
③ 油を熱し、しょうが・牛肉を炒め、
清酒をふり入れる。
④ ③に根深ねぎ・しめじを加える。
⑤ ④にＡ・②を加え仕上げる。

料理について
ピーマンをさっとゆでる
ことで、きれいな緑色に仕
上がります。ピーマンの苦
手な子どもも牛肉と一緒に
炒めることで、おいしく食
べることができます。

1人分材料

炒め物

轟大根と春雨のピリ辛炒め

轟大根と春雨のピリ辛炒め

夏

純使用量（ｇ）

組合せ献立例
ごはん
牛乳
巣ごもり卵
轟大根と春雨のピリ辛炒め
けんちん汁

作り方
① はるさめは水でもどし、５㎝に切
る。にらは２㎝に切り、だいこ
ん・にんじんは短冊切り、根深
ねぎは小口切りにする。
② にんにく・しょうがはみじん切り
にする。
③ 油を熱し、②・トウバンジャン・
豚ひき肉・にんじん・だいこん
の順に炒める。
④ ③にＡ・にら・はるさめ・根深ね
ぎを加え炒める。
⑤ ④にＢ・ごま油を加え仕上げる。

但馬

轟大根 …………………30
はるさめ ………………10
豚ひき肉 ………………30
にら ……………………10
にんじん …………………5
根深ねぎ …………………3
にんにく ………………0.5
しょうが ………………0.5
植物油 …………………0.5
トウバンジャン ………0.2
うすくちしょうゆ ……2.5
A 上白糖 ……………………1
水 ………………………15
食塩 ……………………0.2
B
こしょう ………………0.1
ごま油 …………………0.5

料理について
養父市特産の轟大根（夏大根）
を使った料理です。ピリ辛味な
ので暑い時期にも食べやすいで
す。
養父市のイメージキャラクタ
ーの やっぷー の名をとった
「やっぷーメニュー」として、
子どもたちに人気があります。

31

炒め物

ゴーヤチャンプル

ゴーヤチャンプル
1人分材料

夏

純使用量（ｇ）

にがうり ………………10
生揚げ …………………25
鶏卵 ……………………15
にんじん …………………5
きくらげ ………………0.3
糸かつお ………………0.3
こいくちしょうゆ ……2.2
A
食塩 ……………………0.3
植物油 …………………0.3

作り方

阪神南
組合せ献立例
ごはん
牛乳
蒸ししゅうまい
ゴーヤチャンプル
もずくスープ

炒め物

料理について
沖縄の郷土料理です。
阪神地域に移住者が多
い鹿児島県奄美群島産の
きくらげを使い、地域交
流を図っています。
にがうりは苦みを減ら
すためにわたの部分をき
れいに取り除き、塩ゆで
します。

豚肉と小松菜の香味炒め

豚肉と小松菜の香味炒め
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

豚肉 ……………………35
(かたうす切り3×4㎝）
こまつな ………………20
にんにく ………………0.2
こいくちしょうゆ ……2.4
A 上白糖 ……………………1
清酒 ……………………0.5
植物油 …………………0.5
ごま油 …………………0.5

阪神南

組合せ献立例
ごはん
牛乳
豚肉と小松菜の香味炒め
ごまあえ
みそ汁
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① にんじんはせん切り、きくらげはもど
してうす切りにし、塩ゆでする。
② にがうりはうす切りにし、塩ゆでする。
③ 生揚げは２㎝角に切り、ゆでる。
④ 鶏卵は割りほぐす。
⑤ 油を熱し、にんじん・きくらげ・生揚
げ・にがうりを加え炒める。
⑥ ⑤をＡで調味する。
⑦鶏卵を入れて混ぜ合わせ、糸かつおを
加え仕上げる。

作り方
① こまつなは４㎝に切り、にん
にくはみじん切りにする。
② 油を熱し、にんにく・豚肉を
炒め、こまつなを加え炒め
る。
③ ②にＡ・ごま油を加え仕上げ
る。

料理について
西宮市学校給食展で児童・生徒から
「あったらいいなぁこんなこんだて」
に応募された料理です。西宮で収穫さ
れるこまつなを使った料理を考えてく
れました。にんにくとごま油の香りで
食欲がわいてきます。
こまつなから水分が出やすいので余
分な油・水分をすくい取ってください。

1人分材料

炒め物

小松菜とレンコンのソテー

小松菜とレンコンのソテー

冬

純使用量（ｇ）

こまつな ………………30
れんこん ………………20
エリンギ ………………10
オイスターソース ………2
チキンブイヨン(粉末）…0.5
A
食塩 ……………………0.1
こしょう ……………0.02
植物油 …………………0.5

作り方

ごはん
牛乳
さわらの塩焼き
小松菜とレンコンのソテー
みそ汁

料理について
かむことを意識させるために、メイ
ンのこまつなの食感と異なる食材と組
み合わせてみました。オイスターソー
スだけではなく、少しブイヨンを加え
ているので、食べやすいです。
こまつなを炒めて出た水分の取り方
により、使用する調味料の調整をして
ください。

冬

炒め物

豚肉のアップルソース

豚肉のアップルソース
1人分材料

北播磨

組合せ献立例

① こまつなは２㎝に切り、れ
んこんは３㎜のいちょう
切り、エリンギは短冊に
切る。
② 油を熱し、れんこん・エリ
ンギを炒める。
③ ②にこまつなを入れて炒め
る。
④炒めて出た水分を取り、③
にＡを加え調味する。

純使用量（ｇ）

豚肉(うす切り） ………60
りんご ……………………8
たまねぎ ………………7.5
トマトケチャップ ………7
ウスターソース ………2.9
A
こいくちしょうゆ ……1.2
上白糖 ………………0.35
植物油 …………………0.3

淡路

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
豚肉のアップルソース
こふきいも
野菜スープ

① たまねぎ・りんごはすりおろす。
② Ａ・①を入れアップルソースを作る。
③ 油を熱し、豚肉を炒める。
（余分な油は除く）
④ ③に②をからめる。

料理について
りんごのおいしい時期
に作ります。じっくり煮
込んだソースをからめる
と、豚肉の臭みが消えて、
食べやすくなります。

※アップルソースは、たまねぎの臭み
がなくなるまで、じっくり煮込む。
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炒め物

こまつなとぶた肉のいためもの

こまつなとぶた肉のいためもの
1人分材料

純使用量（ｇ）

こまつな(冷凍） ………30
豚肉 ……………………15
清酒 ………………………1
A
こいくちしょうゆ ……0.5
根深ねぎ ………………10
しょうが ………………0.4
こいくちしょうゆ ……1.5
清酒 ……………………0.5
こしょう ……………0.01
植物油 …………………0.4

神戸

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
やまとに
こまつなとぶた肉のいためもの

炒め物

① 豚肉はＡで下味をつける。
② こまつなは１〜２㎝に切り、塩ゆで
する。ねぎは小口切りにする。し
ょうがはすりおろす。
③ 油を熱し、しょうが・豚肉・こしょ
うで炒め、清酒をふり入れる。
④ ③にこまつな・ねぎを加え、しょう
ゆで味をととのえる。

料理について
生のこまつなを使うと、よ
りシャキシャキした感じが出
ます。豚肉と炒めることで、
小松菜が苦手な子でも食べや
すくなります。

和風そぼろ

和風そぼろ
1人分材料

中播磨

木綿豆腐 ………………25
鶏ひき肉 ………………15
葉ねぎ …………………5
切干しだいこん …………2
ほしひじき ………………1
乾しいたけ ……………0.6
しょうが ………………0.6
ごま(いり）………………1
こいくちしょうゆ ………3
上白糖 ……………………2
A 赤色辛みそ ………………1
清酒 ………………………1
本みりん …………………1
植物油 ……………………1

ごはん
牛乳
和風そぼろ
ばち汁
果物

通年

純使用量（ｇ）

組合せ献立例
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通年

作り方
① ひじきは、水でもどす。切干しだいこん
は２㎝に切る。しいたけは、せん切り
にする。
② しょうがは、すりおろす。ねぎは小口切
りにする。
③ 豆腐は、２㎝の角切りにしてゆでる。
④ 油を熱し、しょうが・鶏ひき肉を炒める。
⑤ ④に①を入れ炒める。
⑥ ⑤に③を加え炒める。
⑦ Ａで調味し、ねぎ・ごまを加え仕上げる。

料理について
不足しがちな鉄分、
食物繊維が豊富なひじ
きや切干しだいこんを
使った料理です。
みそやごまの風味が
よく、食べやすい味つ
けなので、切干しだい
こんやしいたけが苦手
な子どもにも好評です。

1人分材料

純使用量（ｇ）

組合せ献立例
ごはん
牛乳
冬瓜と豚肉のみそ炒め
切干大根の甘酢煮
すまし汁

作り方
① かつお削り節でだしをとる。
② とうがんは一口大に切り、ゆでる。
にんじんはせん切り、さやいんげんは小
口切りにする。
③ しょうがはすりおろし、しぼり汁をとる。
④ 油を熱し、豚肉を炒め、③・にんじんを
入れ炒める。
⑤ ④にＡ・①・生揚げを加え煮る。
⑥ とうがん・さやいんげんを加え煮込み、
水どきでん粉で仕上げる。

料理について
夏が旬のとうがんは
96％が水分で体を冷
やす効果があります。
夏バテを予防するビ
タミンＢ₁が豊富な豚
肉と炒めます。また、
みその風味がつき、ご
はんがすすむ料理です。

通年

炒め物

チンゲンサイとしらすの炒め物 北播磨

チンゲンサイとしらすの炒め物

東播磨

とうがん ………………40
豚肉 ……………………10
生揚げ(２㎝角） ………20
にんじん …………………7
さやいんげん(冷凍）……2
しょうが …………………1
淡色辛みそ ………………5
A 上白糖 ……………………1
清酒 ……………………0.5
ごま油 …………………0.3
でん粉 …………………0.5
かつお削り節 …………0.3
水 ………………………15

1人分材料

炒め物

冬瓜と豚肉のみそ炒め

冬瓜と豚肉のみそ炒め

夏

純使用量（ｇ）

チンゲンサイ …………40
しらす干し ………………6
にんじん …………………5
ごま(いり）………………1
うすくちしょうゆ ………1
A
清酒 ……………………0.5
植物油 …………………0.5
ごま油 …………………0.5

組合せ献立例
ごはん
牛乳
和風煮込みハンバーグ
チンゲンサイとしらすの炒め物
じゃがいものみそ汁

作り方
① チンゲンサイはざく切り、にんじ
んはせん切りにする。
② 油を熱し、にんじんを炒める。
③ ②にチンゲンサイを入れ炒める。
④ ③にしらすを加え炒める。
⑤ ④にＡ・ごまを加え炒める。
⑥ ごま油を加え仕上げる。

料理について
しらすを使った炒め物なの
で、塩味がきいていて食欲が
低下する暑い時期に食べると、
ごはんがすすみます。
しらすの塩分で、規定量の
しょうゆを使うとからい場合
がありますので、調整してく
ださい。
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炒め物

野菜のさっぱり炒め

野菜のさっぱり炒め
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

鶏肉 ……………………10
キャベツ ………………30
にんじん …………………5
食塩 ……………………0.2
上白糖 ……………………2
A こいくちしょうゆ ………2
米酢 ……………………1.5
ごま油 …………………0.1

阪神南
組合せ献立例
ごはん
牛乳
さばのしょうが煮
野菜のさっぱり炒め
すまし汁

炒め物

① キャベツは短冊切り、にんじんはせん
切りにする
② 鶏肉をから炒りし、塩をふり炒める。
③ ②ににんじん・キャベツを入れ炒める。
④ ③にＡ・ごま油を加え仕上げる。

こまつなのボリューム炒め

こまつなのボリューム炒め
1人分材料

料理について
野菜の摂取量を増や
す取組みをしています。
酢を加えることで、味
に変化をつけ、食べや
すくしています。

通年

純使用量（ｇ）

こまつな ………………25
豚ひき肉 ………………15
生揚げ(ミニ冷凍）………40
にんにく ………………0.2
淡色辛みそ ……………2.1
こいくちしょうゆ ……2.1
A 上白糖 …………………1.1
清酒 ………………………1
トウバンジャン ………0.1
でん粉 …………………0.5
ごま油 …………………0.5

阪神南

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
魚のからあげ
こまつなのボリューム炒め
すまし汁
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作り方

① こまつなは２〜３㎝に切る。にん
にくはみじん切りにする。生揚
げはゆでる。
② 油を熱し、にんにくを炒める。
③ ②に豚ひき肉・こまつなを加え炒
め、余分な水分をすくい取る。
④ ③にＡ・生揚げを加え炒める。
⑤ ④に水どきでん粉を加え仕上げる。

料理について
地産地消の取り組みの中で、
西宮市学校給食展で児童生徒
から応募された料理です。
こまつなは炒めると量が減
ってしまいますが、生揚げを
入れてボリュームを出しまし
た。トウバンジャンの辛味が
きいてます。

1人分材料

純使用量（ｇ）

組合せ献立例
ごはん
牛乳
かにと豆腐の炒め物
きゅうりの酢の物
ビーフンスープ

作り方
① かにはほぐす。
② きくらげは、せん切りにする。
③ はくさいは１㎝に切り、固いところとやわ
らかいところに分ける。たけのこはせん
切り、ねぎは小口切りにする。
④ 豆腐は２㎝のさいの目切りにし、ゆでる。
⑤ 油を熱し、たけのこ・きくらげ・はくさい
の固いところを炒め、塩で調味する。
⑥⑤にかに・豆腐・はくさいのやわらかいと
ころを加え炒め、Ａで調味する。
⑦⑥にねぎを加え煮る。
⑧⑦に水どきでん粉を加え仕上げる。

料理について
豆腐をたくさん食べ
られる料理です。かに
や野菜のうまみを生か
して、うす味で食べや
すくしています。

冬

炒め物

れんこんのきんぴら

れんこんのきんぴら

阪神南

木綿豆腐 ………………50
かに(棒肉冷凍） ………20
はくさい ………………20
たけのこ(水煮）…………5
葉ねぎ …………………1.5
きくらげ(乾）…………0.3
食塩 ……………………0.2
上白糖 …………………0.5
オイスターソース ……0.5
A
うすくちしょうゆ ……0.4
清酒 ……………………0.3
でん粉 …………………0.5
植物油 ……………………1

1人分材料

炒め物

かにと豆腐の炒め物

かにと豆腐の炒め物

通年

純使用量（ｇ）

れんこん ………………20
牛肉 ……………………20
にんじん ………………20
ごぼう …………………20
しらたき ………………20
さつまあげ ……………10
さやいんげん(冷凍） …10
こいくちしょうゆ ………7
A 上白糖 ……………………4
清酒 ………………………2
ごま(いり）………………1
植物油 …………………0.5

ごはん
牛乳
焼きししゃも
小松菜のアーモンドあえ
れんこんのきんぴら

① れんこんはいちょう切り、ごぼうはさ
さがきにする。
② にんじんはせん切り、しらたきは２㎝、
さやいんげんは解凍し２㎝に切る。
③ さつまあげは５㎜に切る。
④ 油を熱し、牛肉を炒める。
⑤ ④に①・にんじん・しらたきを入れ炒
める。
⑥ ⑤にさやいんげん・③を加え炒める。
⑦ ⑥にＡ・ごまを加え仕上げる。

北播磨

組合せ献立例

作り方
料理について
ごぼうとれんこんを使用し
たカミカミメニューです。し
らたきはこんにゃく（つき）
で代用したり、牛肉を豚肉で
代用してもおいしくいただけ
ます。
旬の時期のれんこんを使う
と、甘みとやわらかさがあり、
おいしくいただけます。
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炒め物

豚肉の黒酢炒め

豚肉の黒酢炒め
1人分材料

純使用量（ｇ）

東播磨

豚肉(もも・拍子切り）…40
こいくちしょうゆ ………2
A
清酒 ……………………0.5
しょうが …………………1
でん粉 ……………………7
植物油 ……………………4
にんじん ………………10
さやいんげん ……………5
きくらげ(乾）……………1
にんにく ………………0.3
黒酢 ………………………2
こいくちしょうゆ ………2
B
三温糖 ……………………2
オイスターソース ……0.1
ごま油 …………………0.2

組合せ献立例
ごはん
牛乳
豚肉の黒酢炒め
けんちん汁
果物

炒め物

① にんじんはせん切り、さやいんげんは１
㎝に切り、きくらげはせん切り、にん
にくはみじん切りにする。
② しょうがはすりおろし、しぼり汁をとる。
③ 豚肉は②・Aで下味をつける。
でん粉をつけて揚げる。
④ ごま油を熱し、にんにくを入れ炒め、に
んじん・きくらげを加え炒める。
⑤ ④にさやいんげん・Bを加え炒める。
⑥ 火がとおったら③を加え仕上げる。

料理について
豚肉のもも肉とき
くらげを使用したか
みごたえのある料理
です。また、健康効
果が話題の黒酢を使
用し、こくのある甘
酸っぱい料理です。

じゃがいものきんぴら

通年

純使用量（ｇ）

じゃがいも ……………25
牛肉 ………………………5
ごぼう(ささがき） ……15
こんにゃく(つき） ……10
赤ピーマン ………………5
ごま(いり）………………1
うすくちしょうゆ ……2.5
A 三温糖 ……………………1
本みりん ………………0.5
ごま油 …………………0.5

中播磨

組合せ献立例
ごはん
牛乳
高野の五色煮
じゃがいものきんぴら
果物
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作り方

じゃがいものきんぴら
1人分材料

通年

作り方
① じゃがいも・赤ピーマンはせん切りに
してゆでる。ごぼう・こんにゃくも
ゆでる。
② 油を熱し、牛肉・ごぼう・こんにゃく
を炒めＡを入れる。
③ ②にじゃがいも・赤ピーマンを加える。
④ ごまを加え仕上げる。

料理について
しっかりとした味つ
けなので、ごはんがす
すむメニューです。彩
りよくするために、赤
ピーマンを使っていま
す。じゃがいもは炒め
るので、固めにゆでて
ください。

1人分材料

純使用量（ｇ）

茎わかめ(塩蔵） ………30
豚肉 ……………………30
たまねぎ ………………30
にんじん ………………10
しょうが ………………0.3
清酒 ………………………2
こいくちしょうゆ ………3
A
三温糖 ……………………2
ごま油 ……………………1
食塩 …………………0.05
こしょう ……………0.02
植物油 …………………0.1

ごはん
牛乳
茎わかめのチンジャオロースー
そうめん汁
果物

作り方
① 茎わかめは塩抜きし、ゆでる。
② たまねぎは７㎜のうす切り、に
んじんはせん切り、しょうが
はすりおろす。
③ 油を熱し、豚肉を炒め、清酒・
こしょうを入れる。
④ ③ににんじん・茎わかめ・たま
ねぎ・塩を加える。
⑤ ④にしょうが・A・ごま油を加
え仕上げる。

淡路

組合せ献立例

料理について
食物繊維が豊富な茎わかめをピー
マンに見立てています。
ビタミンB₁が豊富な豚肉とたま
ねぎが入ることで、疲労回復に効果
があります。
※茎わかめ（乾燥）を使用する場合
には、塩蔵品の1/4程度の分量を
目安に、戻して使用して下さい。

夏

炒め物

なすとピーマンのみそ炒め

なすとピーマンのみそ炒め
1人分材料

炒め物

茎わかめのチンジャオロースー

茎わかめのチンジャオロースー

通年

純使用量（ｇ）

豚肉 ……………………15
清酒 ………………………1
A
こいくちしょうゆ ……0.4
しょうが …………………1
なす ……………………25
植物油 ……………………3
ピーマン ………………10
淡色辛みそ ………………3
上白糖 …………………1.5
B
清酒 ……………………0.5
本みりん ………………0.3
ごま(いり）……………0.5
植物油 …………………0.2

ごはん
牛乳
焼きししゃも
なすとピーマンのみそ炒め
とうがん汁

① 豚肉はAをまぶして、下味をつける。
② しょうがはみじん切りにする。ピーマ
ンは２㎝角に切る。
③ なすは２㎝のいちょう切りにし、素揚
げする。
④ 油を熱し、しょうがを炒めて、①を加
え炒める。
⑤ ④にピーマンを加え炒める。
⑥ ⑤に③・Ｂ・ごまを加え仕上げる。

丹波

組合せ献立例

作り方

料理について
なすやピーマンは子ど
もの苦手な野菜ですが、
豚肉とみそを炒めてしっ
かりした味付けにすると、
ごはんも食べやすくなり
ます。
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炒め物

豚肉と ズ ッ キ ー ニ の み そ 炒 め

豚肉とズッキーニのみそ炒め
1人分材料

純使用量（ｇ）

ズッキーニ ……………30
豚肉(スライス） ………15
しょうが ………………1.5
葉ねぎ …………………1.5
米酢 ……………………1.4
うすくちしょうゆ ……1.3
本みりん ………………1.3
A
上白糖 …………………0.7
淡色辛みそ ……………0.7
八丁みそ ………………0.6
植物油 …………………0.3

丹波
組合せ献立例
ごはん
牛乳
豚肉とズッキーニのみそ炒め
はんぺんのごまだれ
さわ煮わん
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夏

作り方
① ねぎは小口切り、しょうがはみじん切
り、ズッキーニは半月切りにする。
② 油を熱し、しょうがを炒め、豚肉を入
れる。
③ ②にズッキーニを加えて火がとおれば、
Ａを加える。
④ ③にねぎを加え仕上げる。

料理について
夏野菜のズッキーニは、
どんな味付けでも使いや
すい食材です。調味料に、
みそや酢を加えることで、
さっぱりとした味付けに
なります。さっと炒めて
一気に仕上げると彩りも
きれいです。

1人分材料

汁物

かぼちゃの和風スープ

かぼちゃの和風スープ

夏

純使用量（ｇ）

かぼちゃ ………………20
かぼちゃペースト ……10
ベーコン …………………7
じゃがいも ……………20
たまねぎ ………………15
ズッキーニ ………………5
うすくちしょうゆ ………3
A
食塩 ……………………0.1
かつお削り節 ……………3
水 ………………………100

作り方

ごはん
牛乳
鶏肉の黒酢あん
コーンサラダ
かぼちゃの和風スープ
ぶどう

1人分材料

料理について
かぼちゃは、栄養豊富でビタ
ミンＡ・Ｃ・Ｅを多く含み、子
どもたちに積極的に食べてほし
い食材の一つです。
かぼちゃとたまねぎでほんの
り甘いスープですが、削り節の
だしなので、ごはんによく合い
ます。ズッキーニがないときに
は、オクラを使用します。

秋〜冬

汁物

とろろ汁

とろろ汁

中播磨

組合せ献立例

① かつお削り節でだしをとる。
② かぼちゃ・じゃがいもは1.5㎝の
角切り、たまねぎはうす切り、
ズッキーニは５㎜の半月切りま
たは１㎝のいちょう切りにする。
③ ①にベーコン・たまねぎ・じゃが
いも・かぼちゃを入れ煮る。
④ ③にかぼちゃペーストを加え、Ａ
で調味する。
⑤ ④にズッキーニを加え仕上げる。

純使用量（ｇ）

ながいも ………………18
鶏卵 ……………………17
かまぼこ ………………10
たまねぎ ………………21
にんじん …………………9
葉ねぎ ……………………5
植物油 …………………0.3
うすくちしょうゆ ………3
A
食塩 ……………………0.3
煮干し(だしパック）……2
水 ………………………120

ごはん
牛乳
いわしのしょうが煮
ほうれん草のごま和え
とろろ汁

① 煮干しでだしをとる。
② にんじんはいちょう切りにする。た
まねぎは半分に切ってから、６㎜
幅に切る。ながいもはすりおろす。
ねぎは小口切りにする。
③ かまぼこは、いちょう切りにする。
④ 油を熱し、鶏卵はぽろぽろになるま
で炒める。
⑤ ①ににんじん・たまねぎ・③・Ａを
入れ煮る。
⑥ ⑤にながいもと④を混ぜ合わせたも
のを加え煮る。
⑦ ⑥にねぎを加え仕上げる。

丹波

組合せ献立例

作り方

料理について
ながいもが旬を迎える１１
月〜１２月頃にだす料理です。
ながいもは水分が多く粘り
が少ないので、生ではサクサ
ク、煮物や焼き物ではホクホ
クした食感を楽しめます。
この料理は、ながいもをす
りおろしてふんわりとやさし
い食感に仕上げています。
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汁物

豆乳汁

豆乳汁
1人分材料

秋〜
秋〜冬
純使用量（ｇ）

中播磨

豚肉(スライス） ………10
だいこん ………………20
さといも ………………20
ごぼう（ささがき）……10
にんじん …………………5
葉ねぎ ……………………5
ごま油 ……………………1
淡色辛みそ ………………5
A
白みそ ……………………4
豆乳 ……………………25
B
うすくちしょうゆ ……0.3
かつお削り節 ……………3
水 ………………………100

組合せ献立例
ごはん
牛乳
さんまのかば焼き風
白菜の煮びたし
豆乳汁

汁物

作り方
① かつお削り節でだしをとる。
② だいこん・にんじん・さといもは
いちょう切り、ねぎは小口切り
にする。
③ 油を熱し、豚肉・にんじん・ごぼ
うを炒める。
④ ③に①・だいこん・さといもを加
え煮る。
⑤ ④にＡを加える。
⑥ ⑤にＢ・ねぎを加え仕上げる。

あわ神七福汁

あわ神七福汁
1人分材料

料理について
豆乳は、大豆の栄養を効率
よく吸収することができます。
また、根菜も多く入ってい
るので食物繊維も多く摂取で
きます。
豆乳を入れた後、あまり煮
立たせすぎないほうが良いで
す。

冬

純使用量（ｇ）

牛肉もも(スライス）……8
はくさい ………………20
たまねぎ ………………15
だいこん ………………10
にんじん ………………10
葉ねぎ ……………………4
淡色辛みそ ……………6.8
煮干し ……………………4
水 ………………………140

作り方

淡路

組合せ献立例
ごはん
牛乳
鮭のタルタルソース焼き
ブロッコリーのおかか和え
あわ神七福汁
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① 煮干しでだしをとる。
② だいこん・にんじんはいちょう切
りにする。
③ はくさいは１㎝に切り、たまねぎ
は1/2に切り、うす切りにする。
④ ねぎは小口切りにする。
⑤ 牛肉はゆでる。
⑥ ①に②③を入れて煮る。
⑦ ⑥にみそ・④⑤を加え仕上げる。

料理について
あわ神七福汁は、淡路市の
シンボルキャラクター「あわ
神」から名付けています。地
場産のみそを含めた七品目の
具材を使用したお汁です。淡
路牛の旨みと、淡路産たまね
ぎの甘みが冬野菜とあいまっ
て、人気の一品になっていま
す。

1人分材料

汁物

だごじる

だごじる

通年

純使用量（ｇ）

餅(煮込み用） …………30
豚肉(スライス） ………15
清酒 ……………………0.5
油揚げ ……………………5
さといも ………………25
ごぼう …………………15
にんじん ………………10
葉ねぎ ……………………3
乾しいたけ ……………0.3
淡色辛みそ ……………11
煮干し ……………………3
水 ………………………110

阪神北

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
ぶりの照り煮
だごじる
ゼリー

① 煮干しでだしをとる。
② 油揚げを油ぬきし、短冊に切る。にんじ
ん・ごぼうはいちょう切り、さといも
は一口大に切る。しいたけはもどして
細切り、ねぎは小口切りにする。
③ ①に豚肉・酒・にんじん・ごぼう・さと
いも・しいたけ・油揚げを入れ煮る。
④ ③に餅・みそを加え煮、ねぎを加え仕上
げる。

1人分材料

全国各地に伝わるだ
んご汁です。煮ても崩
れない煮込み用の餅を
使うのがポイントです。
使用するみその塩分
に気をつけて、量を加
減します。

夏

汁物

にらたまスープ

にらたまスープ

料理について

純使用量（ｇ）

にら ……………………10
鶏卵 ……………………10
豚ひき肉 ………………10
にんじん ………………10
ポークブイヨン …………5
うすくちしょうゆ ………3
清酒 ………………………1
植物油 …………………0.4
食塩 ……………………0.3
A
こしょう ……………0.01
水 ………………………140

組合せ献立例
ごはん
牛乳
はるまき
プルコギトッパプ
にらたまスープ

① 鶏卵は割りほぐす。
② にんじんはせん切り、にらは１〜２㎝に
切る。
③ 油を熱し、豚ひき肉を炒め、Ａ・清酒を
入れる。
④ ③ににんじんを加え炒める。
⑤ ④に水・ポークブイヨンを加え煮る。
⑥ ⑤ににら・うすくちしょうゆを加える。
⑦ ⑥に鶏卵を流し入れ煮る。

神戸

作り方

料理について
あっさり味で暑い
夏でも食べやすい料
理です。
神戸旬菜のにらを
使ったスープです。

43

汁物

カムジャタン

カムジャタン
1人分材料

純使用量（ｇ）

阪神北

豚肉(スライス） ………35
清酒 ……………………0.5
じゃがいも ……………45
たまねぎ ………………30
にんじん ………………15
えのきたけ ………………7
にら ………………………2
うすくちしょうゆ ……3.5
コチュジャン ……………1
A こいくちしょうゆ ……0.5
三温糖 …………………0.5
食塩 ……………………0.1
にんにく ………………0.1
しょうが ………………0.1
かつお削り節 ……………1
水 ………………………80

組合せ献立例
ごはん
牛乳
カムジャタン
ナムル
韓国味付け海苔

汁物

作り方
① かつお削り節でだしをとる。
② たまねぎはうす切り、じゃがいも・にん
じんはいちょう切り、えのきたけ・に
らは２㎝に切る。
③ にんにく・しょうがはすりおろす。
④ ①に豚肉・②を入れ煮る。
⑤ ④に③・Ａを加え仕上げる。
※にんにく・しょうがはみじん切りでも
いいです。

豆乳入りみそ汁

豆乳入りみそ汁
1人分材料

料理について
ピリッと辛味のき
いたスープでごはん
がすすみます。辛み
はコチュジャンの量
で調整します。

秋〜冬

純使用量（ｇ）

豆乳 ……………………20
さつまいも ……………20
だいこん ………………20
にんじん ………………10
葉ねぎ ……………………5
油揚げ ……………………3
しょうが …………………1
かつお削り節 ……………3
淡色辛みそ ……………11
水 ………………………100

阪神南

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
さわらの煮付け
たくあんの香りあえ
豆乳入りみそ汁
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通
通年

① かつお削り節でだしをとる。
② 油揚げはせん切り、さつまいもは角切り、
だいこん・にんじんはいちょう切り、
ねぎは小口切りにする。しょうがはす
りおろし、汁をとる。
③ ①に、にんじん・だいこん・油揚げ・さ
つまいもを入れ煮る。
④ ③にみそ・豆乳を加える。
⑤ ④にねぎ・しょうが汁を加え仕上げる。

料理について
不足しがちな大豆・
大豆製品をとるための
料理です。
みそ汁に豆乳を入れ
ると、豆乳のにおいも
みその香りで食べやす
くなります。

1人分材料

純使用量（ｇ）

組合せ献立例
麦ごはん
牛乳
魚のチーズ焼き
ごぼうサラダ
キムチ豆腐

作り方
① Ａでだしをとる。
② たまねぎはうす切り、にんじんはいちょう
切り、しょうが・にんにくはみじん切り、
ねぎは小口切りにする。白菜キムチは１
㎝に切る。豆腐は２㎝角に切る。
③ しいたけはもどしてせん切りにする。
④ 油を熱し、しょうが・にんにく・豚肉を炒
める。
⑤ ④ににんじん・たまねぎ・①を加え煮る。
⑥ ⑤に白菜キムチ・③・豆腐・Ｂを加え煮る。
⑦ ⑥にねぎ・水どきでん粉を加え仕上げる。

料理について
だしの量は、具
がかぶるくらいに
します。だしの量
が少ないと、豆腐
がくずれやすくな
ります。使用する
キムチの味によっ
て、調味料を調節
します。

通年

汁物

手作りいわし団子のみそ汁

手作りいわし団子のみそ汁

但馬

白菜キムチ ……………12
豆腐(水切り） …………50
豚肉(スライス） ………15
たまねぎ ………………40
にんじん ………………15
葉ねぎ ……………………6
乾しいたけ ……………0.5
しょうが ………………0.3
にんにく ………………0.3
削り節 ……………………2
A
水 ………………………30
うすくちしょうゆ ……3.5
B 清酒 ………………………1
食塩 ……………………0.2
でん粉 ……………………1
植物油 ……………………1

1人分材料

汁物

キムチ豆腐

キムチ豆腐

通年

純使用量（ｇ）

＜いわし団子＞
いわし(すり身)…………10
鶏ひき肉 ………………10
豚ひき肉 …………………5
たまねぎ …………………5
A しょうが …………………1
パン粉 …………………1.5
でん粉 …………………0.5
こいくちしょうゆ ……0.5
清酒 ……………………0.5

組合せ献立例
ごはん
牛乳
さわらの照り焼き
キャベツの赤しそ和え
いわし団子のみそ汁

作り方
＜いわし団子＞
① たまねぎはみじん切り、
しょうがはすりおろす。
② Ａをあわせて１個10ｇのいわし団子を作る。
＜汁＞
① 煮干しでだしをとる。
② たまねぎはうす切り、にんじんはいちょう切
り、しめじは小房に分け、ねぎは小口切り
にする。
③ ①ににんじん・たまねぎ・しめじを入れ煮る。
④ ③にいわし団子を加え煮る。
⑤ ④にみそ・ねぎを加え仕上げる。

但馬

＜汁＞
たまねぎ ………………30
にんじん ………………15
葉ねぎ ……………………9
ぶなしめじ ………………8
煮干し ……………………3
淡色辛みそ ………………6
水 ………………………130

料理について
いわし団 子に、
鶏肉と豚肉のひき
肉を入れることで、
いわしが苦手な子
どもも食べやすく
なります。みそ汁、
すまし汁 のどちら
でも合います。
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汁物

フォーガー

フォーガー
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

鶏肉(５〜７gカット）…25
キャベツ ………………15
ほうれんそう …………10
ビーフン(平めん） ……10
根深ねぎ …………………3
チキンブイヨン ………10
ニョクマム(魚醤）………3
食塩 ……………………0.4
A
上白糖 …………………0.1
こしょう ……………0.01
水 ………………………100

神戸
組合せ献立例
ごはん
牛乳
豚肉のなんばんづけ
フォーガー

作り方
① キャベツはせん切り、ねぎは小口切りにする。
ほうれんそうは２〜３㎝に切りゆでる。
② ビーフンは水でもどしておく。
③ 水・チキンブイヨンを煮立て、鶏肉を入れ煮
料理について
る。
ニョクマム（魚醤）
で味をつけたベトナ
④ ③にキャベツを加え、Ａで味をととのえる。
ムの料理です。
⑤ ④に②を加え煮る。
フォーは米麺、ガ
⑥ ⑤にほうれんそう・ねぎを加え仕上げる。
ーは鶏肉のことです。
※ビーフンは必ず水に30分つけてもどして
おく。

汁物

たぬき汁

たぬき汁
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

こんにゃく ……………15
焼き竹輪 …………………8
生しいたけ ………………8
にんじん …………………8
葉ねぎ ……………………3
うすくちしょうゆ ………5
A
本みりん ………………0.5
煮干し ……………………3
水 ………………………150

但馬

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
鶏肉と野菜の煮物
れんこんチップ
たぬき汁
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あっさりしたスー
プで、ごはん・パン
どちらにもあいます。

① 煮干しでだしをとる。
② こんにゃくは３㎜の短冊切り、竹
輪は３㎜の半月切り、しいたけ
は３㎜のうす切り、にんじんは
３㎜のいちょう切り、ねぎは小
口切りにする。
③ ①にこんにゃく・竹輪・しいたけ・
にんじんを入れ煮る。
④ ③にねぎ・Ａを加え煮る。

料理について
たぬき汁の名前の由来は、昔
のお寺のお坊さんは肉を食べる
ことができないので、たぬきの
かわりに食感の似ているこんに
ゃくを汁に入れて食べていたか
らだそうです。
そんなお坊さんの工夫からで
きた料理だと言われています。

1人分材料

純使用量（ｇ）

組合せ献立例
ごはん
牛乳
タッティギム
ソコギク
果物

作り方
① だいこんは短冊切り、しいたけはもどして
せん切り、たまねぎはうす切り、にらは
２㎝に切る。にんにくはすりおろす。
② 鶏卵は割りほぐす。
③ 油を熱し、にんにく・牛肉を炒め、水・チ
キンブイヨンを入れる。
④ ③にだいこん・しいたけ・たまねぎを加え
煮る。
⑤ ④にＡを加える。
⑥ ⑤に②・にら・塩を加える。
⑦ ⑥にごま・ごま油を加え仕上げる。

料理について
ソコギクは韓国の料
理で牛肉と大根のスー
プです。ソコギは牛肉、
クは汁という意味です。
牛肉は一口大のスライ
スを使います。甘辛い
味のコチジャンを使っ
た韓国料理は、子ども
たちに人気です。

冬

汁物

かにと水菜のスープ

かにと水菜のスープ

中播磨

牛肉(スライス） ………25
鶏卵 ……………………20
だいこん ………………25
たまねぎ ………………10
にら ………………………5
乾しいたけ ……………0.6
にんにく ………………0.1
植物油 …………………0.2
チキンブイヨン ………10
うすくちしょうゆ ………4
A コチジャン ……………0.5
上白糖 …………………0.3
ごま(いり）……………0.5
ごま油 …………………0.5
食塩 ……………………0.1
水 ………………………100

1人分材料

汁物

ソコギク

ソコギク

通年

純使用量（ｇ）

……………20
かに(むき身）
みずな …………………15
たまねぎ ………………20
にんじん ………………10
中華だし …………………2
うすくちしょうゆ ………2
A 清酒 ………………………1
食塩 ……………………0.2
こしょう ……………0.02
でん粉 …………………0.6
水 ………………………120

組合せ献立例
ごはん
牛乳
肉団子の甘酢あんかけ
キャベツのゆかり和え
かにと水菜のスープ

① みずなは３㎝に切り、にんじん・たま
ねぎはせん切りにする。
② 水に、にんじん・たまねぎを入れ煮る。
③ ②にＡ・かにを加え煮る。
④ ③にみずなを加え煮る。
⑤ ④に水どきでん粉を加え仕上げる。
※かにと中華だしの塩分で、しょうゆ
・食塩は調整して下さい。

但馬

作り方

料理について
かにのうま味が効いた
人気の料理です。かに漁
が解禁となる冬の時期に
出しており、山陰沖で獲
れたかにのむき身と但馬
産の水菜を使用していま
す。
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汁物

レタススープ

レタススープ
1人分材料

純使用量（ｇ）

レタス …………………30
豚肉(うす切り） ………15
にんじん ………………10
葉ねぎ ……………………5
はるさめ …………………3
ごま(いり）………………1
チキンブイヨン ………10
A ポークブイヨン …………4
うすくちしょうゆ ………4
水 ………………………150

北播磨

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
フィッシュフライ
ボイルキャベツ
レタススープ

汁物

① レタスはざく切り、にんじんはい
ちょう切り、ねぎは小口切りに
する。
② はるさめはもどし、５㎝に切る。
③ 水を煮立て、豚肉を入れる。
④ ③ににんじん・Aを加え煮る。
⑤ ④に②・ねぎ・レタス・ごまを加
え煮る。

いかだんごのスープ

いかだんごのスープ
1人分材料

料理について
スープにレタスを入れてみ
ました。レタスのシャキシャ
キ感が残る程度に加熱すると
生とは違った食感を感じます。
豚肉の代わりに、肉団子を使
ってもおいしいです。

通年

純使用量（ｇ）

いかだんご ……………30
にんじん ………………10
チンゲンサイ …………10
えのきたけ ………………5
しょうが ………………0.4
乾しいたけ ……………0.3
チキンブイヨン ………20
うすくちしょうゆ ……2.5
A 清酒 ………………………1
食塩 ……………………0.5
水 ………………………125

神戸

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
豚肉のなんばんづけ
いかだんごのスープ
みかん
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通年

① にんじんはせん切り、チンゲンサイは１
〜２㎝に切る。しいたけはせん切り、
えのきたけは２〜３㎝に切る。しょう
がはすりおろし、しぼり汁をとる
② 水・チキンブイヨンを煮立て、にんじん
・しいたけ・チンゲンサイを入れ煮る。
③ いかだんご・えのきたけ・しょうがのし
ぼり汁を加え、Ａで味をととのえる。

料理について
どんな料理にも合う、
あっさりした味のスー
プです。
チキンブイヨンは少
し多めの方がおいしい
ので、味を見て調整し
てください。

1人分材料

汁物

ゆずか汁

ゆずか汁

通年
通

純使用量（ｇ）

はんぺん ………………10
だいこん ………………20
にんじん …………………5
えのきたけ ………………5
みずな ……………………5
油揚げ ……………………3
白みそ …………………10
A
うすくちしょうゆ ………1
ゆず果汁 ………………0.5
かつお削り節 ……………3
水 ………………………130

中播磨

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
れんこんと鶏肉の甘辛煮
ゆずか汁
果物

① かつお削り節でだしをとる。
② はんぺん・だいこん・にんじんは短冊切
り、えのきたけ・みずなは２㎝に切る。
③ 油揚げはせん切りにし、油ぬきをする。
④ ①にだいこん・にんじんを入れ煮る。
⑤ ④に油揚げ・えのきたけ・はんぺんを加
え煮る。
⑥ Ａ・みずな・ゆず果汁を加え仕上げる。

1人分材料

姫路市特産のゆず果
汁を最後に入れること
で、さわやかな香りと
酸味を味わえるみそ汁
です。風味を生かすた
めに、ゆず果汁を入れ
た後は、煮すぎないよ
うにしてください。

通年

汁物

淡路栄養たっぷりみそ汁

淡路栄養たっぷりみそ汁

料理について

純使用量（ｇ）

はも竹輪 ………………10
たまねぎ ………………20
葉ねぎ ……………………6
カットわかめ …………0.5
淡色辛みそ ………………8
煮干し ……………………3
さば削り節 ……………1.8
水 ………………………150
そうめん ………………10

作り方

ごはん
牛乳
魚の南蛮漬け
ゆかりあえ
淡路栄養たっぷりみそ汁

※そうめんを別配缶にしない場合は、みそと
そうめんの量を減らしてください。

淡路

組合せ献立例

① 煮干しと削り節でだしをとる。
② たまねぎはうす切り、竹輪は輪切り、ねぎ
は小口切りにする。
③ わかめはもどす。
④ ①にたまねぎ・竹輪を入れ、みそを加える。
⑤ ④に③・ねぎを加え仕上げる。
⑥ そうめんはゆでて別配缶にする。

料理について
小学５年生の児童
が家庭科の授業で考
えたみそ汁です。
「たまねぎ」「そう
めん」「はも」と、
淡路島の特産品をた
っぷり使った料理で
す。たまねぎと竹輪
の甘さがよく出たや
さしい味です。
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汁物

スープカレー

スープカレー
1人分材料

純使用量（ｇ）

中播磨

鶏肉 ……………………30
たまねぎ ………………30
白いんげん豆 …………20
(ペースト・冷凍）
じゃがいも ……………15
にんじん ………………10
かぼちゃ ………………10
オクラ ……………………5
うすくちしょうゆ ………4
本みりん …………………2
A こいくちしょうゆ ………1
カレー粉 ………………0.6
食塩 ……………………0.2
かつお削り節 ……………3
水 ………………………100

組合せ献立例
ごはん
牛乳
スープカレー
ツナサラダ
ゼリー

汁物

作り方
① かつお削り節でだしをとる。
② たまねぎは大きめの短冊切り、じゃがい
もは一口大、にんじんはいちょう切り、
かぼちゃは角切り、オクラは１㎝に切
る。いんげん豆を解凍する。
③ ①に鶏肉・にんじんを入れ煮る。
④ ③にたまねぎ・じゃがいも・かぼちゃを
加え煮る。
⑤ ④にいんげん豆・Ａ・オクラを加え煮る。

料理について
スープカレーは、北
海道発祥の料理です。
夏の野菜を使って、あ
っさりとしたカレーに
仕上げます。ルウを使
わないので、いんげん
豆のペーストでコクを
出しています。

モロヘイヤの卵スープ

モロヘイヤの卵スープ
1人分材料

夏

純使用量（ｇ）

モロヘイヤ ……………20
鶏卵 ……………………20
ぶなしめじ ……………15
にんじん …………………8
うすくちしょうゆ ………4
A 清酒 ………………………2
本みりん …………………1
煮干し ……………………3
水 ………………………150

但馬
組合せ献立例
ごはん
牛乳
鶏肉と野菜の煮物
大豆のかりんとう
モロヘイヤの卵スープ
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通年

作り方
① 煮干しでだしをとる。
② モロヘイヤ・にんじんはせん切り、
しめじはほぐす。
③ ①ににんじん・しめじを入れ、Ａ
で調味する。
④ ③にモロヘイヤ・鶏卵を加え仕上
げる。

料理について
モロヘイヤは青菜が少ない夏に
旬をむかえる野菜です。栄養価も
高く、暑い夏を乗り切るためにも、
子どもたちに食べてもらいたい食
材の一つです。
モロヘイヤをスープに入れるこ
とで、その成分であるムチンによ
りとろみのあるスープになります。

1人分材料

汁物

もちむぎめんのふし汁

もちむぎめんのふし汁

通年
通

純使用量（ｇ）

もちむぎめんのふし ……7
たまねぎ ………………16
にんじん ………………10
葉ねぎ ……………………5
油揚げ ……………………3
乾しいたけ ……………0.6
うすくちしょうゆ ………3
A
こいくちしょうゆ ………1
かつお削り節 ……………3
水 ………………………150

作り方

ごはん
牛乳
野菜のうま煮
もちむぎめんのふし汁
みかん

1人分材料

料理について
神崎郡福崎町特産の
もちむぎめんのふしを
使った汁です。もちむ
ぎめんのふしはゆでず
にそのまま汁に入れる
ことができます。
もちもちした食感が
楽しめます。

通年

汁物

おこげスープ

おこげスープ

中播磨

組合せ献立例

① かつお削り節でだしをとる。
② たまねぎはうす切り、にんじんはせん切
り、ねぎは小口切り、しいたけはせん
切りにする。
③ 油揚げは５㎜に切り、油ぬきをする。
④ ①にたまねぎ・にんじん・しいたけを入
れ煮る。
⑤ ④に③・A・もちむぎめんのふしを加え
煮る。
⑥ ⑤にねぎを加え仕上げる。

純使用量（ｇ）

おこげ(2枚入り）………14
むきえび(冷凍） ………20
清酒 ………………………1
チンゲンサイ …………15
たまねぎ ………………15
にんじん ………………10
えのきたけ ………………8
うすくちしょうゆ ………3
A 食塩 ……………………0.5
こしょう ……………0.02
こんぶ …………………0.5
水 ………………………155

ごはん
牛乳
豚肉のしょうが炒め
野菜のごま酢あえ
おこげスープ

① こんぶでだしをとる。
② えびは水洗いし、酒をふりかける。
③ にんじん・たまねぎはせん切り、チンゲン
サイは１㎝に切り、白い部分と葉の部分
に分ける。えのきたけは、３㎝に切る。
④ ①ににんじん・たまねぎ・えび・チンゲン
サイの白い部分を入れ煮る。
⑤ ④にえのきたけ・チンゲンサイの葉の部分
を加え、Aで調味し仕上げる。
⑥ 食べるときにおこげを入れる。

阪神南

組合せ献立例

作り方

料理について
もち米でできたお
こげを自分でスープ
に入れて食べます。
ごはんとサクサクし
たおこげとの食感の
違いを味わう事がで
きます。
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汁物

キムチ入りかす汁

キムチ入りかす汁
1人分材料

冬

純使用量（ｇ）

白菜キムチ ……………25
豚肉(うす切り・2×3）…20
だいこん ………………25
にんじん ………………10
油揚げ ……………………3
葉ねぎ ……………………3
酒かす …………………10
淡色辛みそ ………………9
かつお削り節 …………2.5
水 ………………………120

作り方

阪神北

組合せ献立例
ごはん
牛乳
蓮根の五目きんぴら
キムチ入りかす汁
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① かつお削り節でだしをとる。だしの一
部で酒かす・みそを別々に溶く。
② だいこん・にんじんはいちょう切り、
ねぎは小口切りにする。
③ 油揚げは短冊切りにし、油ぬきをする。
④ ①に豚肉・だいこん・にんじん・③を
入れ煮る。
⑤ ④に白菜キムチ・酒かすを加え、ひと
煮立ちさせる。
⑥ ⑤にみそ・ねぎを加え仕上げる。

料理について
酒かすは清酒発祥の地
でよく親しまれている食
材です。
子どもたちにも食べや
すいよう、キムチを加え
て仕上げた一品です。
寒い季節におすすめの
料理です。

1人分材料

揚げ物

魚のチリソース

魚のチリソース

夏

純使用量（ｇ）

東播磨

ホキ(2㎝角）……………60
食塩 ……………………0.1
A
こしょう ……………0.02
でん粉 ……………………6
植物油 ……………………6
…15
トマト(缶詰・角切り）
しょうが ………………0.6
にんにく ………………0.1
植物油 …………………0.5
上白糖 ……………………2
ケチャップ ………………1
B うすくちしょうゆ ……0.2
清酒 ……………………0.2
チリパウダー ………0.01

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
魚のチリソース
枝豆
ビーフンスープ

① しょうが・にんにくはみじん切り
にする。
② ホキはＡで下味をつけ、でん粉を
つけて揚げる。
③ 油を熱し、①を炒め、トマト・Ｂ
を入れて煮る。
④ ②に③をからめる。

料理について
チリソースのトマトは、ピ
リッと辛いので夏場に食欲が
そそります。味付けに砂糖を
使っているので、低学年でも
食べることができる辛さです。
ホキはカリッと揚がるよう
に、１７０℃の油で揚げます。

1人分材料

揚げ物

ごぼうチップ

ごぼうチップ

通年

純使用量（ｇ）

ごぼう……………………40
薄力粉 ……………………3
植物油 ……………………4
上白糖 ……………………2
こいくちしょうゆ ……1.8
A
本みりん ………………1.5
水 …………………………3

西播磨

組合せ献立例
ごはん
牛乳
厚揚げのカレー煮
ごぼうチップ
三色あえ

作り方
① ごぼうは２〜３㎜の斜め切りに
し水にさらす。
② ①に薄力粉をまぶして揚げる。
③ Aを煮立たせ、②とからめる。

料理について
摂取しにくい食物繊維がとれる
人気の料理です。カラッと揚げる
ことでかみごたえも増します。
色どりの良い料理と組み合わせ
ると食欲のそそる献立となります。
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揚げ物

まぐろのあげに

まぐろのあげに
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

まぐろ(2㎝角・冷凍）…40
しょうが ………………0.4
こいくちしょうゆ ……1.2
A
清酒 ……………………0.4
でん粉 ……………………4
植物油 ……………………4
ごま(いり）……………0.8
上白糖 ………………1.65
こいくちしょうゆ ………2
B 清酒 ……………………0.8
本みりん ………………0.4
水 ………………………1.2

神戸
作り方

組合せ献立例

①
②
③
④
⑤
⑥

ごはん
牛乳
まぐろのあげに
おひたし
かす汁

揚げ物

鯖のピリ辛あえ

鯖のピリ辛あえ
1人分材料

料理について
揚げたまぐろを甘辛く味付
けしています。まぐろを揚げ
ることで臭みも気にならず、
子どもたちもよく食べてくれ
ます。
甘辛味とごまの香りが、ま
ぐろによく合います。

通年

純使用量（ｇ）

まさば(1切）……………60
清酒 ……………………1.5
しょうが ………………0.6
にんにく ………………0.5
でん粉 ……………………7
植物油 ……………………6
こいくちしょうゆ ………3
上白糖 ……………………2
A
トウバンジャン ………0.2
水 …………………………2
穀物酢 ……………………2

東播磨

組合せ献立例
ごはん
牛乳
鯖のピリ辛あえ
小松菜のおひたし
たまねぎのみそ汁
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ごまは煎ってあらずりをする。
しょうがはすりおろす。
まぐろは②・Ａにつける。
Ｂを煮立て、たれをつくる。
③にでん粉をつけて揚げる。
⑤に④をからめ、ごまをふる。

作り方
① しょうが・にんにくはみじん切り
にする。
② さばに清酒・①で下味をつける。
③ Aを煮立て、荒熱がとれたら酢を
入れる。
④ ②にでん粉をつけて揚げる。
⑤ ④に③をからめる。

料理について
下味に、にんにくとしょう
がを使い、さばの臭みを消し
ます。また、たれに使ってい
るピリ辛味のトウバンジャン
と隠し味の酢があいまって味
を深め、ごはんもすすみます。

1人分材料

揚げ物

さけの香りあえ

さけの香りあえ

通年

純使用量（ｇ）

紅鮭(角切り） …………50
食塩 ……………………0.2
こしょう ……………0.05
でん粉 ……………………7
植物油 ……………………5
たまねぎ ………………12
パセリ …………………0.5
上白糖 ……………………4
A こいくちしょうゆ ……2.8
米酢 ………………………2

阪神南

組合せ献立例

作り方
① たまねぎ・パセリはみじん切りに
する。
② 紅鮭に塩・こしょうをし、でん粉
をつけて揚げる。
③ Ａを煮立て、①を入れる。
④ ②と③をからめる。

ごはん
牛乳
さけの香りあえ
ゆで野菜
みそ汁

1人分材料

春

揚げ物

かつおの新玉ソース

かつおの新玉ソース

料理について
鮭だけでなく、他の魚や鶏
肉でもおいしくできます。パ
セリの香りと酢の味でさっぱ
りしています。子どもたちに
人気の料理です。

純使用量（ｇ）

かつお(角切り） ………50
こいくちしょうゆ ………2
A
しょうが …………………1
でん粉 ……………………6
植物油 ……………………5
たまねぎ ………………15
うすくちしょうゆ ………2
穀物酢 ……………………2
B 上白糖 ……………………2
清酒 ………………………1
にんにく(おろし） ……0.4

西播磨

組合せ献立例
ごはん
牛乳
かつおの新玉ソース
アスパラの梅肉あえ
いもだんご汁

作り方
① しょうがはすりおろす。
② たまねぎはみじん切りにする。
③ かつおはＡで下味をつけ、でん粉
をつけて揚げる。
④ ②・Ｂを煮立たせ、たれをつくる。
⑤ ③に④を加えからめる。

料理について
５月に必ず登場する人気の
料理です。かつおと新たまね
ぎの季節には欠かせない料理
です。また、かみごたえもあ
り、不足しがちな鉄分も積極
的に取り入れることができま
す。
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揚げ物

かつおとじゃがいもの味噌がらめ 東播磨

かつおとじゃがいもの味噌がらめ
1人分材料

純使用量（ｇ）

かつお(2㎝角）…………40
しょうが …………………2
こいくちしょうゆ ………2
A
清酒 ……………………0.5
でん粉 ……………………5
じゃがいも ……………40
植物油 ……………………8
枝豆(むきみ）……………4
ケチャップ ………………5
淡色辛みそ ………………4
上白糖 ……………………3
B
本みりん …………………1
水 …………………………1
ごま(いり）………………1

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
かつおとじゃがいもの味噌がらめ
たくあんの香りあえ
すまし汁

揚げ物

① じゃがいもは１㎝の短冊切りにする。
② かつおはしょうがのしぼり汁とＡで下味を
つける。
③ 枝豆はゆでさます。
④ じゃがいもは素揚げ、②はでん粉をつけて
揚げる。
⑤ Ｂを煮立てたれを作り、③④をからめる。

夏野菜と豚肉のみそあえ

夏野菜と豚肉のみそあえ
1人分材料

料理について
かつおは鉄分が多
く子どもたちに食べ
させたい食材です。
みそにケチャップ
を加えた変わりみそ
のたれで食欲が増し、
ごはんがすすみます。

夏

純使用量（ｇ）

豚肉 ……………………40
こいくちしょうゆ ………1
でん粉 ……………………6
かぼちゃ ………………15
なす ……………………10
ピーマン …………………5
植物油 ……………………7
淡色辛みそ ………………3
本みりん …………………1
A
上白糖 ……………………1
水 …………………………2

中播磨

組合せ献立例
ごはん
牛乳
夏野菜と豚肉のみそあえ
梅あえ
すまし汁
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春

作り方
① 豚肉はこいくちしょうゆで下味をつける。
② かぼちゃは２㎝の角切り、なすは１㎝の
いちょう切り、ピーマンは色紙切りに
し素揚げする。
③ ①にでん粉をつけて揚げる。
④ Ａを煮立て、たれを作る。
⑤ ②③を④であえる。

料理について
子どもたちが苦手
ななすも、おいしく
食べられます。
甘辛いみそ味で暑
い時期にもごはんが
すすみます。

1人分材料

揚げ物

夏野菜のかきあげ

夏野菜のかきあげ

夏

純使用量（ｇ）

いか(短冊） ……………15
でん粉 …………………0.8
かぼちゃ ………………15
たまねぎ ………………10
ピーマン …………………5
赤ピーマン ………………5
スイートコーン …………5
薄力粉 …………………15
鶏卵 ………………………5
A
食塩 ……………………0.5
水 …………………………8
植物油 ……………………5

阪神南

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
夏野菜のかきあげ
つけもの
すまし汁

① いかにでん粉をまぶす。
② たまねぎはうす切り、かぼちゃ・ピー
マン・赤ピーマンは細切りにする。
③ Ａで衣を作り、①②・スイートコーン
を入れて混ぜ、１人１個になるよう
に揚げる。
※160℃から170℃の油で揚げる。

1人分材料

通
通年

揚げ物

純使用量（ｇ）

組合せ献立例

作り方
① しょうがはすりおろす。鶏肉はしょう
が・Ａでつけこむ。
② にんじんはいちょう切り、じゃがいも
は角切り、ピーマンは色紙切りにする。
③ にんじん・ピーマンはゆでる。じゃが
いもは素揚げする。
④ ①にでん粉をつけて揚げる。
⑤ Ｂを煮立て、水どきでん粉でとろみを
つける。
⑥ ③④⑤をあわせる。

中播磨

鶏肉 ……………………40
清酒 ………………………1
A
こいくちしょうゆ ………1
しょうが ………………0.4
でん粉 …………………10
じゃがいも ……………20
植物油 ……………………6
にんじん …………………5
ピーマン …………………3
黒酢 ………………………3
黒砂糖 ……………………2
B
こいくちしょうゆ ………1
水 …………………………3
でん粉 …………………0.5

ごはん
牛乳
鶏肉の黒酢あん
きんぴらごぼう
みそ汁

夏野菜のかぼちゃ・
ピーマン・赤ピーマ
ン・とうもろこしを使
ったかきあげです。カ
ラフルなので、食欲が
増します。いかの水分
で油がはねないように
でん粉をまぶします。

鶏肉の黒酢あん

鶏肉の黒酢あん

料理について

料理について
甘酸っぱいたれが、
鶏肉と野菜にからんで、
人気の料理です。冬場
は、じゃがいもの代わ
りに、れんこんを使っ
てもおいしいです。

57

揚げ物

とり肉のひかみねぎソース

とり肉のひかみねぎソース
1人分材料

純使用量（ｇ）

鶏肉 ……………………50
(もも皮なし・10g〜15gカット）
食塩 ……………………0.1
A
こしょう………………0.01
でん粉 …………………6.5
植物油 ……………………5
丹波ひかみねぎ …………8
しょうが ………………0.3
うすくちしょうゆ ………4
B 上白糖 ……………………3
水 …………………………4
穀物酢 ……………………3

丹波

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
とり肉のひかみねぎソース
ゆでブロッコリー
ノンエッグマヨネーズ
ゆばのすまし汁

揚げ物

① 鶏肉はＡで下味をつける。
② ①にでん粉をつけて揚げる。
③ 丹波ひかみねぎは１㎝、し
ょうがはみじん切りにす
る。
④ Ｂに③を入れて煮る。ねぎ
の甘みが出たら、酢を加
え、火を止める。
⑤ ②を④でからめる。

料理について
丹波ひかみねぎが旬を迎える12月〜1
月頃に出す料理です。
日本三大ねぎのひとつ「下仁田ねぎ」
を丹波市で栽培した物が、丹波ひかみね
ぎです。加熱すると甘みが増してとろけ
るような食感になります。
ひかみねぎソースを作る時、煮汁と比
べてねぎの量が多いですが、やがてかさ
が減り、甘みととろみが出てきます。

サモサ春巻

サモサ春巻
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

鶏ひき肉 ………………15
たまねぎ ………………15
じゃがいも ……………10
にんじん …………………5
トマト(ダイス缶）………5
にんにく ………………0.4
植物油 …………………0.4
カレー粉 ………………0.2
A 食塩 …………………0.17
こしょう ……………0.02
春巻の皮 ………………1枚
植物油 ……………………5

阪神南

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
サモサ春巻
冬瓜の酢の物
もずくスープ
果物

58

冬

① たまねぎ・にんじん・にんにくはみ
じん切りにする。
② じゃがいもは、蒸すかゆでてつぶす。
③ 油を熱し、にんにくを炒め、鶏ひき
肉・たまねぎ・にんじん・トマト
を入れ、Ａで調味する。
④ ②③を混ぜあわせ、春巻の皮でまく。
⑤ ④を油で揚げる。

料理について
サモサはインド料理の軽食
の一つです。ゆでてつぶした
じゃがいもと野菜の具を炒め
て香辛料で味付けをし、薄力
粉で作った薄い皮で三角形に
包み、油で揚げたものです。
インド料理のサモサを春巻
の形で味わいます。
世界の食文化を知るのによ
い料理です。

1人分材料

揚げ物

ホタルイカのかき揚げ

ホタルイカのかき揚げ

春

純使用量（ｇ）

ほたるいか(ゆで） ……35
たまねぎ …………………8
キャベツ …………………8
にんじん …………………5
葉ねぎ ……………………3
鶏卵 ………………………4
薄力粉 ……………………8
A でん粉 ……………………3
水 …………………………5
植物油 ……………………6

ごはん
牛乳
ホタルイカのかき揚げ
わかめの酢の物
豆腐のみそ汁

作り方

料理について

① たまねぎはうす切り、キャベツ・にんじ
んはせん切り、ねぎは小口切りにする。
② 鶏卵は割って、Ａと混ぜる。
③ ほたるいか・①を②に入れ混ぜる。
④ １人１個になるように油で揚げる。
※揚げ油温度

ほたるいかは山陰
地方でたくさん水揚
げされます。苦手な
子どもも、野菜と一
緒に揚げることでと
ても食べやすくなり
ます。

160〜170℃

春

揚げ物

かつおのたたき風唐揚げ

かつおのたたき風唐揚げ
1人分材料

但馬

組合せ献立例

純使用量（ｇ）

かつお(角切） …………60
しょうが …………………2
にんにく ………………0.8
清酒 ……………………1.5
A
うすくちしょうゆ ……1.5
でん粉 ……………………7
植物油 ……………………6
穀物酢 ……………………3
うすくちしょうゆ ……2.5
B
上白糖 ……………………2
ゆず果汁 ………………1.5

但馬

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
かつおのたたき風唐揚げ
ニラのおひたし
肉団子スープ

① にんにく・しょうがはすりお
ろす。
② かつおに①・Ａで下味をつけ
る。
③ ②にでん粉をつけて揚げる。
④ Bを煮立たせる。
⑤ ④に③を入れあえる。

料理について
かつおをたたき風にアレンジした
料理です。
野菜が足りない時は、たまねぎや
きゅうりを加えてもおいしいです。
Ｂの調味料を煮立たせるときは、
ゆず果汁を最後に入れるとゆずの香
りが残ります。
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揚げ物

南瓜の酢鶏
但馬

揚げ物

南瓜の酢鶏
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

鶏肉(むね） ……………30
しょうが ………………0.6
A
こいくちしょうゆ ……0.4
でん粉 ……………………1
かぼちゃ ………………40
じゃがいも ……………25
植物油 ……………………9
たまねぎ ………………30
にんじん ………………10
たけのこ(水煮） ………10
ピーマン …………………8
パインアップル缶詰 ……6
乾しいたけ ………………1
植物油 ……………………1
清酒 ……………………2.3
こいくちしょうゆ ……1.8
うすくちしょうゆ ……1.8
中華スープの素(粉末）…1.5
B 米酢 ……………………1.3
ケチャップ ……………0.5
食塩 …………………0.25
こしょう ……………0.02
水 ………………………12

組合せ献立例
ごはん
牛乳
南瓜の酢鶏
海藻サラダ
フルーツ

作り方
① しょうがはすりおろす。かぼちゃ・じゃがいも
・たまねぎ・ピーマンは２㎝の角切りにする。
② にんじん・たけのこはいちょう切りにしゆでる。
しいたけはせん切りにする。
③ 鶏肉はＡで下味をつけ、でん粉をつけて揚げる。
④ かぼちゃ・じゃがいもは素揚げする。
⑤ 油を熱し、にんじん・ピーマンを炒める。
⑥ ⑤にたけのこ・たまねぎ・しいたけを加え炒め
る。
⑦ ⑥にパインアップルを加え炒める。
⑧ ⑦に③④を加え、Ｂで調味する。

揚げごぼうのごま和え

揚げごぼうのごま和え
1人分材料

料理について
かぼちゃの甘
さが、酢の味で
よく引き立ちま
す。
甘辛い味付け
で、ごはんにあ
う料理です。

通年

純使用量（ｇ）

ごぼう …………………40
でん粉 ……………………4
植物油 ……………………4
白ごま(いり）……………1
A
白ごま(すり）……………1
上白糖 …………………2.5
B 本みりん ………………2.5
こいくちしょうゆ ……2.5

但馬
組合せ献立例
ごはん
牛乳
がんもと小松菜の煮物
揚げごぼうのごま和え
じゃがいものみそ汁
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作り方
① ごぼうは２㎜のななめ切りにし、
酢水にさらす。
② Ｂを煮立てる。
③ ①にでん粉をつけて揚げる。
④ ③に②・Ａを加え仕上げる。

料理について
新ごぼうが手に入る時に、
おすすめのメニューです。甘
辛い味付けで、根菜が苦手な
子どもたちにも人気です。

1人分材料

揚げ物

かきあげ︵納豆入り︶

かきあげ（納豆入り）

通年
通

純使用量（ｇ）

えび(むき・冷凍） ……20
でん粉 ……………………1
糸引き納豆 ………………7
たまねぎ ………………10
にんじん ………………10
葉ねぎ ……………………1
薄力粉 …………………15
鶏卵 ………………………5
A
食塩 ……………………0.5
水 ………………………12
植物油 …………………4.8

組合せ献立例
ごはん
牛乳
かきあげ
なま節のうま煮
みそ汁

① えびにでん粉をつける。
② 納豆はかき混ぜる。
③ たまねぎはうす切り、にんじんはせん
切り、ねぎは小口切りにする。
④ Ａ・①②③を混ぜ、１人１個になるよ
うに揚げる。
※中心部分にねばりがあるので十分に
加熱して下さい。

1人分材料

料理について
納豆は苦手な子が多い
ようですが、揚げること
によって臭みやネバネバ
が少なくなり食べやすく
なります。
えびにでん粉をまぶす
のは油がはねるのを防ぐ
ためですが、なくても大
丈夫です。

通年

揚げ物

いわしのかばやき

いわしのかばやき

阪神南

作り方

純使用量（ｇ）

いわし(開き・冷凍１枚）…40
しょうが …………………1
清酒 ……………………0.4
でん粉 ……………………7
植物油 ……………………4
こいくちしょうゆ ……3.6
A 上白糖 …………………3.2
本みりん ………………0.8

ごはん
牛乳
いわしのかばやき
ごまあえ
みそ汁

作り方
① しょうがはすりおろし、しぼ
り汁をとる。
② いわしを解凍し、①・清酒を
ふる。
③ ②にでん粉をつけて揚げる。
④ Ａを煮立てたれを作る。
⑤ ③に④をかける。

阪神南

組合せ献立例

料理について
いわしだけでなく、さんまなど
のほかの魚でもおいしくできます。
いわしにしょうが汁と酒で下味を
つけることで香ばしくなりにおい
が気にならなくなります。
たれは、煮詰めすぎるとからく
なるので一煮立ちさせる程度がよ
いです。
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揚げ物

さわらの変わり揚げ

さわらの変わり揚げ
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

さわら（1切）……………50
食塩 ……………………0.3
こしょう ……………0.01
薄力粉 …………………1.7
にんじん …………………3
パセリ …………………0.7
薄力粉 …………………6.2
A 鶏卵 ………………………4
水 ………………………12
植物油 ……………………5

阪神南
組合せ献立例
ごはん
牛乳
さわらの変わり揚げ
はりはりづけ
すまし汁

揚げ物

作り方

料理について

① さわらに塩・こしょうをふり、薄力粉
をまぶす。
② にんじん・パセリはみじん切りにする。
③ Ａ・②を合わせ、衣をつくる。
④ ①に③をつけて揚げる。

衣ににんじんとパセリ
を混ぜることで、彩りよ
く仕上がり、魚の苦手な
子どもにも好評です。

ささみのすだちソース

ささみのすだちソース
1人分材料

秋

純使用量（ｇ）

ささ身
（1本）……………40
米粉 ………………………4
植物油 ……………………4
こいくちしょうゆ ………3
A 三温糖 …………………1.5
本みりん ………………1.5
すだち果汁 ……………0.5
パセリ ……………………1

東播磨
組合せ献立例
ごはん
牛乳
ささみのすだちソース
大豆のコロコロ煮
わかめのみそ汁
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作り方
① パセリはみじん切りにする。
② Ａを煮立て、すだち果汁・パ
セリを入れる。
③ ささ身に米粉をつけて揚げる。
④ ③に②をからめる。

料理について
すだちの旬は８〜１１月でさわ
やかな香りが特徴です。すだち果
汁は徳島県産を使用しています。
米粉を使ってカリッと揚げたさ
さ身を、さっぱりとしたたれとか
らめます。暑い時期にも食がすす
みます。

1人分材料

揚げ物

ちくわのチーズあげ

ちくわのチーズあげ

通年

純使用量（ｇ）

焼き竹輪(１本100g）…33
薄力粉 ……………………6
鶏卵 ……………………3.4
粉チーズ ………………3.2
A
牛乳 ……………………2.4
でん粉 …………………0.5
水 ………………………2.6
植物油 …………………3.3

丹波

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
ちくわのチーズあげ
ごま酢あえ
野菜スープ

① 竹輪を縦半分に切り、長さを３
等分（中学校は２等分）する。
② Ａで衣を作る。
③ ①に②の衣をつけて揚げる。

料理について
香ばしいチーズの風味で食が
すすみます。
小学校は竹輪１／６本でひと
り２切、中学校は竹輪１／４本
でひとり２切つけます。

1人分材料

揚げ物

たらのみぞれかけ

たらのみぞれかけ

冬

純使用量（ｇ）

すけとうだら
（1切）……50
食塩 ……………………0.3
こしょう ……………0.01
でん粉 ……………………4
A
米粉 ……………………1.5
植物油 ……………………5
大根おろし(冷凍） ……20
こいくちしょうゆ ………2
B
上白糖 ……………………1

神戸

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
たらのみぞれかけ
さつまじる
ゼリー

①
②
③
④

たらは塩こしょうで下味をつける。
Ａを混ぜ、①につけて揚げる。
Ｂに大根おろしを入れ煮る。
②に③をかける。

料理について
冬が旬の魚、たらを使った揚
げ物です。たれをかけるとたら
が崩れやすくなるので、別々に
配缶して、配る時にたれをかけ
るようにします。
魚が苦手な子どもも、おいし
く食べられる一品です。
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揚げ物

いわしのアングレーズ

いわしのアングレーズ
1人分材料

純使用量（ｇ）

いわし(開き・１枚）……40
しょうが ………………0.5
こいくちしょうゆ ………2
A
清酒 ………………………1
でん粉 ……………………6
植物油 ……………………4
ウスターソース …………6
B
上白糖 ……………………4
パン粉 ……………………3

東播磨

作り方
組合せ献立例
ごはん
牛乳
いわしのアングレーズ
チンゲンサイのスープ
手作りみかんゼリー

揚げ物

① しょうがはすりおろし、し
ぼり汁をとる。
② いわしは①・Ａで下味をつ
ける。
③ パン粉はきつね色になるま
で炒める。
④ Ｂを煮立てソースを作る。
⑤ ②にでん粉をつけて揚げる。
⑥ ⑤に④をつけ③をまぶす。

いかのカリンあげ

いかのカリンあげ
1人分材料

料理について
「アングレーズ」とは、フランス語
で主に炒ったパン粉をつけて油で焼い
たものです。給食では、下味をつけ、
から揚げしたいわしにソースと炒った
パン粉をつけています。
少し手間がかかる料理ですが、子ど
もたちに人気の魚メニューです。フラ
イと違い油の摂取量も少ないです。

通年

純使用量（ｇ）

いか(皮なし短冊2×5) …50
清酒 ……………………0.5
しょうが …………………1
でん粉 …………………12
植物油 ……………………5
上白糖 …………………2.5
A こいくちしょうゆ ……2.5
水 …………………………3

阪神南

※写真は皮付きです

組合せ献立例
ごはん
牛乳
いかのカリンあげ
つけもの
すまし汁
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通年

作り方
① しょうがはすりおろし、清酒・い
かを入れ、つけこむ。
② ①にでん粉をつけて揚げる。
③ Ａをひと煮立ちさせ、②を加えか
らめる。

料理について
いかをカリンと揚げて、甘
辛いたれをからめました。
児童生徒に好評です。
白身魚（冷凍角切）でもお
いしく食べることができます。

1人分材料

揚げ物

たけのこのから揚げ

たけのこのから揚げ

通
通年

純使用量（ｇ）

たけのこ(水煮） ………50
こいくちしょうゆ ………1
A
本みりん …………………1
食塩 ……………………0.3
でん粉 ……………………4
植物油 ……………………5
水 …………………………7

西播磨

組合せ献立例
ごはん
牛乳
親子煮
たけのこのから揚げ
豚肉ともやしのごま和え

作り方
① たけのこは一口大に切る。
② ①をＡ・水で煮て、ざるにあげ塩
をふる。
③ ②にでん粉をつけて揚げる。

料理について
煮物によく使われるたけのこ
ですが、下味をつけて、唐揚げ
にすると香ばしくなります。子
どもたちに大人気です。れんこ
んでもおいしくできます。

1人分材料

揚げ物

ごぼうのかきあげ

ごぼうのかきあげ

通年

純使用量（ｇ）

切りいか(皮なし・冷凍）…7
焼き竹輪 …………………5
ちりめんじゃこ …………3
さつまいも………………20
ごぼう …………………10
くきわかめ(冷凍）………7
にんじん …………………5
薄力粉(打粉）……………2
薄力粉 ……………………8
………………………0.1
A 食塩
水 ………………………12
植物油 …………………5.7

東播磨

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
ごぼうのかきあげ
みそしる
のり佃煮

① 切りいかは、解凍する。くきわかめは、
解凍して水洗いをする。竹輪は、５㎜
に切る。さつまいもは短冊切り、ごぼ
うはささがき、にんじんはせん切りに
する。
② Ａで衣を作る。
③ ①・ちりめんじゃこに打ち粉をふる。
④ 油を熱し、②と③を一回分ずつ合わせて
揚げる。

料理について
兵庫県産のちりめ
んじゃこ、冷凍くき
わかめとごぼうを使
うことで、歯ごたえ
のよいかきあげにな
ります。
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揚げ物

お好み豆

お好み豆
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

黒大豆(いり）……………7
かえりちりめん …………2
さつまいも ……………40
植物油 …………………4.9
上白糖 ……………………1
本みりん …………………1
A
こいくちしょうゆ ……0.5
水 ………………………1.5

但 馬
組合せ献立例
麦ごはん
牛乳
豚肉の生姜炒め
お好み豆
ちゃんこ汁
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作り方
① さつまいもを５㎜の細切りにする。
② ①・かえりちりめんを素揚げする。
③ Aを煮立たせる。
④ ③が熱いうちに、②・黒大豆をか
らめる。

料理について
子どもに人気の甘辛い味付
けです。大豆やかえりちりめ
んは歯ごたえがあり、かみか
み献立にもおすすめです。

1人分材料

和え物

にらとツナのあえ物

にらとツナのあえ物

通年

純使用量（ｇ）

にら ……………………22
まぐろ油漬 ……………10
スイートコーン ………13
ごま(いり）……………0.7
うすくちしょうゆ ……0.6
A
上白糖 …………………0.3

丹波

料理について

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
五目大豆煮
にらとツナのあえ物
ゼリー

①
②
③
④
⑤

にらは２㎝に切り、ゆでさます。
スイートコーンはゆでさます。
まぐろ油漬はからいりし、さます。
ごまは煎る。
①②③をＡ・④であえる。

1人分材料

春
春〜夏

和え物

二色和え

二色和え

緑色のにらと黄色いスイー
トコーンの組み合わせで、い
ろどりのよいあえ物です。
まぐろ油漬のうまみとごま
の香ばしさで、野菜をおいし
く食べられます。
１年を通して、いろいろな
料理と組み合わせて給食に登
場します。

純使用量（ｇ）

スナップえんどう ……20
スイートコーン …………4
食塩 ……………………0.1
A
こしょう ……………0.01

ごはん
牛乳
焼き魚
二色和え
じゃがいものみそ汁

作り方
① スナップえんどうは斜め切りし、
ゆでさます。
② スイートコーンはゆでさます。
③ ①②をAで味付けする。
※スナップえんどうはゆで過ぎ
ないように注意が必要です。

淡路

組合せ献立例

料理について
肉料理のつけあわせやサラダ
などで食べられるスナップえん
どうを給食では、スイートコー
ンとあわせ、塩・こしょうであ
っさりとした味に仕上げていま
す。
初夏に涼しげで、色鮮やか、
食欲をそそる一品になっていま
す。
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和え物

もずくサラダ

もずくサラダ
1人分材料

純使用量（ｇ）

もずく(塩ぬき）…………5
きゅうり ………………20
キャベツ ………………20
糸かまぼこ(冷凍） ……10
にんじん …………………3
穀物酢 ……………………4
A 上白糖 …………………2.5
うすくちしょうゆ ……2.5

東播磨

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
親子煮
もずくサラダ
くだもの

和え物

夏

① きゅうり・キャベツ・にんじんはせん切り
にし、ゆでてさます。
② 糸かまぼこは解凍してほぐし、ゆでさます。
③ もずくはゆでさます。
④ ①②③をＡであえる。
※塩ぬきをしていないもずくを使用する
場合は、調味料を調整してください。

ビーフンサラダ

ビーフンサラダ
1人分材料

料理について
沖縄県産のもずく
を使っています。不
足しがちな海藻類が
とれます。さっぱり
としたサラダで、暑
い夏に喜ばれます。

通年
通

純使用量（ｇ）

ビーフン(ショート）…4.5
チンゲンサイ …………26
りょくとうもやし ………15
ポークハム(短冊）………8
穀物酢 ……………………3
上白糖 ……………………2
A 植物油 ……………………1
食塩 …………………0.03
こしょう ……………0.01

丹波
組合せ献立例
ごはん
牛乳
ポークビーンズ
ビーフンサラダ
果物ゼリー
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作り方
① ハムは蒸してさます。
② ビーフンは半分に折り、ゆでさ
ます。チンゲンサイは１㎝、
もやしは２㎝に切り、それぞ
れゆでさます。
③ ①②をＡであえる。

料理について
チンゲンサイの緑色がきれい
なサラダです。
時間がたってもビーフンがの
びません。口当たりが良いので、
カレーのような濃い味の料理と
組み合わせても良いです。

1人分材料

和え物

カリカリじゃこサラダ

カリカリじゃこサラダ

通年

純使用量（ｇ）

ちりめんじゃこ …………5
植物油 …………………0.5
りょくとうもやし ………40
にんじん …………………5
和風ドレッシング ………8

北播磨

組合せ献立例
ごはん
牛乳
さわらの塩焼き
カリカリじゃこサラダ
じゃがいもの味噌汁

作り方
① にんじんはせん切りにする。
② ちりめんじゃこは180℃の油で素
揚げにする。
③ にんじんともやしはゆでさます。
④ ②③をドレッシングであえる。

1人分材料

春・夏

和え物

レタスのおひたし

レタスのおひたし

料理について
素揚げしたちりめんじゃこ
を加えると、サラダの食感が
変わります。カルシウムも摂
取できます。

純使用量（ｇ）

レタス …………………40
花かつお …………………1
こいくちしょうゆ ………2
A
上白糖 …………………0.8

淡路

組合せ献立例
ごはん
牛乳
豚肉のしょうが焼き
レタスのおひたし
たまねぎのみそ汁

作り方
① レタスは１㎝に切り、ゆでさます。
② 花かつおを空煎りする。
③ ①②をＡであえる。

料理について
レタスが南あわじ市で生
産されている時期に、実施
しています。レタスのシャ
キシャキ感が残るように小
分けにしてゆでます。
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和え物

湯葉と野菜のごま和え

湯葉と野菜のごま和え
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

はくさい ………………35
こまつな ………………25
にんじん …………………5
湯葉(干し）………………2
うすくちしょうゆ ……2.7
A 上白糖 …………………1.1
本みりん ………………0.5
ごま(いり）………………1

但馬
作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
ハタハタの南蛮漬け
湯葉と野菜のごま和え
大根のみそ汁

和え物

きりざい

きりざい
1人分材料

料理について
月に一回、いろいろな形で
地元産の湯葉を献立に取り入
れています。
この料理は、湯葉と野菜を
一緒にあえることで食べやす
く、ごまの風味ともよく合い
ます。

通年

純使用量（ｇ）

納豆(小粒） ……………10
たくあん(きざみ） ……10
野沢菜漬け(きざみ） …10
うすくちしょうゆ ……0.3
ごま(いり）……………0.1

阪神北

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
さばのそぼろ
きりざい
手巻き用焼き海苔
豚汁
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① はくさい・こまつなは２㎝に切り、
にんじんはせん切りにし、ゆで
さます。
② 湯葉はもどしてから、ゆでさます。
③ ごまを煎る。
④ ①②をＡ・③であえる。

①
②
③
④

ごまは煎る。
たくあん・野沢菜漬けの汁気をきる。
納豆・②をしょうゆであえる。
③にごまを加え仕上げる。
※たくあん・野沢菜漬けの塩分によ
ってしょうゆは調整してください。

料理について
北信越（長野県北部、新
潟県）地方の郷土料理です。
海苔にごはんときりざい
をのせて手巻きにして食べ
ます。
焼き海苔は４つ切り４枚
を使います。

1人分材料

和え物

菜の花ともやしのおひたし

菜の花ともやしのおひたし

春

純使用量（ｇ）

りょくとうもやし ………26
菜の花 …………………11
花かつお ………………0.7
こいくちしょうゆ ……1.3
A
上白糖 …………………0.3

ごはん
牛乳
とり肉のから揚げ
菜の花ともやしのおひたし
あじのつみれ汁

作り方
① 菜の花は３㎝、もやしは２
㎝に切り、それぞれゆで
さます。
② 花かつおを空煎りする。
③ ①をＡ・②であえる。

料理について
菜の花は、カロテン・葉酸・ビタ
ミンＣ・ビタミンＥ・ビタミンＫ・
カルシウム・鉄などの栄養素が豊富
な野菜です。
春の訪れを感じさせる菜の花のほ
ろ苦さを味わう料理ですが、もやし
を加えることで苦みがやわらぎ、子
どもたちにも食べやすくなります。

通年

和え物

切干大根のポン酢あえ

切干大根のポン酢あえ
1人分材料

丹波

組合せ献立例

純使用量（ｇ）

切干しだいこん …………4
きゅうり ………………15
りょくとうもやし ………10
にんじん …………………3
うすくちしょうゆ ……2.8
米酢 ………………………2
A
上白糖 ……………………2
ゆず果汁 ………………0.6

但馬

組合せ献立例
ごはん
牛乳
いかリングフライ
切干大根のポン酢あえ
みそ汁

作り方
① 切干しだいこんは３㎝に切り、
ゆでさます。
② きゅうり・にんじんはせん切
り、もやしは３㎝に切り、
それぞれゆでさます。
③ ①②をＡであえる。

料理について
ゆず果汁を加えることで風味が
増し野菜がおいしく食べられます。
切干しだいこんは歯ごたえが残
る程度にゆでます。
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和え物

大納言ポテトサラダ

大納言ポテトサラダ
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

あずき ……………………3
じゃがいも ……………33
たまねぎ ………………15
きゅうり …………………9
チキンハム(冷凍・短冊）…5
ドレッシング ……………8
A (マヨネーズタイプ）
米酢 ……………………0.1
こしょう ……………0.05

組合せ献立例
ごはん
牛乳
焼きつくね
大納言ポテトサラダ
すまし汁

作り方

丹波

① あずきはしぶ切りをして、ゆでさます。
② じゃがいもは太めの短冊切り、たまねぎはうす切り、きゅ
うりは輪切りにする。
③ たまねぎ・きゅうりはゆでさます。じゃがいもは塩ゆでし
てつぶす。チキンハムは解凍し、蒸しさます。
④ ③に①を加えＡであえる。
※しぶ切りとは、あずきを水からゆでて沸騰させた後、
ゆで汁を捨てる工程を指す。
サポニンなどの渋み成分やあくを取り除くために行う。

和え物

料理について
丹波市の特産品である丹波大納言あ
ずきをサラダに使います。丹波大納言
あずきは大粒でつやがあり、煮てもく
ずれにくいのが特長です。じゃがいも
の中に、きゅうりの緑色とともに、あ
ずきの赤色が映えるサラダです。
※ドレッシング（マヨネーズタイプ）
は、卵不使用のものを使っています。
商品により味が異なりますので塩分
量は調整してください。

ちりめんキャベツ

ちりめんキャベツ
1人分材料

純使用量（ｇ）

キャベツ ………………15
たくあん(きざみ）………7
しらす干し ………………5
こいくちしょうゆ ……0.5
A
上白糖 …………………0.2
植物油 …………………0.3

神戸
組合せ献立例
ごはん
牛乳
さわらのたつたあげ
ちりめんキャベツ
みそしる

作り方
① キャベツはせん切りにする。しらす干
しはゆでる。たくあんは汁気をきる。
② 油を熱し、キャベツ・たくあん・しら
す干しを炒め、Ａで味をととのえる。
※たくあんとしらす干しの塩分により、
しょうゆを調整してください。
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通年

料理について
カルシウムが補える、
ごはんに添えて食べる
おかずです。たくあん
の歯ざわりがよく、野
菜が苦手な子でも食べ
やすいです。

1人分材料

和え物

水菜のかおりあえ

水菜のかおりあえ

冬

純使用量（ｇ）

みずな …………………35
たくあん(きざみ） ……20
にんじん …………………3
ごま(いり）………………3
しょうが ………………0.4
花かつお ………………0.8
うすくちしょうゆ ……0.5

作り方

ごはん
牛乳
筑前煮
水菜のかおりあえ

※たくあんの塩分により、しょう
ゆを調整してください。

1人分材料

料理について
冬が旬の水菜はビタミンＣ
が豊富でかぜの予防になりま
す。たくあん・しょうが・花
かつおとあえることで歯ごた
えや風味がよくなります。

春〜夏

和え物

アスパラガスととり肉のごまあえ 阪神南

アスパラガスととり肉のごまあえ

東播磨

組合せ献立例

① みずなは２〜３㎝に切り、にんじ
んはせん切りにし、ゆでる。
② しょうがはみじん切りにする。
③ たくあんは汁気をきる。
④ ごまは煎ってすり、花かつおは空
煎りし細かくする。
⑤ ①②③④をしょうゆであえる。

純使用量（ｇ）

アスパラガス …………32
鶏肉(5g） ………………15
ごま(いり）……………1.5
こいくちしょうゆ ………2
A 上白糖 …………………1.2
ごま油 …………………0.1

組合せ献立例
ごはん
牛乳
がんもどきの含め煮
アスパラガスととり肉のごまあえ
豆乳汁

作り方
① アスパラガスは３㎝に切り、ゆで
さます。
② 鶏肉はゆでさます。
③ ごまは煎ってする。
④ ①②③をＡであえる。

料理について
旬のアスパラガスを使用し
ています。鶏肉の旨みが加わ
るので、子どもたちの苦手な
和え物も食べやすくなります。
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和え物

枝豆のサラダ

枝豆のサラダ
1人分材料

秋

純使用量（ｇ）

………10
枝豆(冷凍・むき）
ちりめんじゃこ …………3
キャベツ ………………35
うすくちしょうゆ ……1.2
ごま油 …………………0.5

淡路
組合せ献立例

① キャベツは太めのせん切りにし、
ゆでさます。枝豆もゆでさます。
② 油を熱し、ちりめんじゃこが、か
らりとなるまで炒め、さます。
（余分な油は、除いておく）
③ ①②をしょうゆであえる。

ごはん
牛乳
鶏肉のから揚げ
枝豆のサラダ
ばち汁

和え物

作り方

おかひじきのアーモンド和え

おかひじきのアーモンド和え
1人分材料

料理について
枝豆が入ることで季節が感
じられます。
しょうゆとごま油のシンプ
ルな味付けですが、子どもた
ちにはとても好評です。

春〜夏

純使用量（ｇ）

おかひじき ……………15
りょくとうもやし ………20
にんじん ………………10
うすくちしょうゆ ……1.5
A
三温糖 ……………………1
アーモンド(ダイス）……2
アーモンド(粉末）………1

但馬
組合せ献立例
ごはん
牛乳
やきとり
おかひじきのアーモンド和え
チンゲンサイのスープ
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作り方
① おかひじき・もやしは２㎝に切り、に
んじんはせん切りにし、ゆでさます。
② アーモンド（ダイス）を煎りさます。
③ ①にＡ・②・アーモンド（粉末）を入
れ、あえる。

料理について
おかひじきにくせがな
いのでアーモンドとよく
馴染みシャキシャキとし
た食感です。使用時期は、
おかひじきがやわらかい
５〜６月が最適です。

1人分材料

和え物

いかのマリネ

いかのマリネ

通年

純使用量（ｇ）

…50
するめいか(生・輪切り）
たまねぎ ………………10
にんじん …………………5
ピーマン …………………3
黄ピーマン ………………3
りんご酢 …………………4
うすくちしょうゆ ………2
上白糖 ……………………1
A
オリーブ油 ………………1
食塩 ……………………0.1
こしょう ……………0.01

但馬

組合せ献立例
ごはん
牛乳
いかのマリネ
じゃがいものそぼろ煮
わかめのみそ汁

作り方
① たまねぎ・にんじん・ピーマ
ン・黄ピーマンはせん切りに
し、ゆでさます。
② するめいかはゆでさます。
③ ①②をＡであえる。

1人分材料

春〜夏

和え物

ブロッコリーのおかかあえ

ブロッコリーのおかかあえ

料理について
山陰地方で水揚げされたするめい
かを使ったメニューです。
りんご酢を使うことで酸味がまろ
やかで、食べやすくなります。
かみかみメニューとしても活用で
きます。

純使用量（ｇ）

ブロッコリー …………40
こいくちしょうゆ ………2
花かつお ………………0.5

東播磨

組合せ献立例
ごはん
牛乳
柳川風煮
ブロッコリーのおかかあえ
みかん

作り方
① ブロッコリーは小房に分け、ゆで
さます。
② 花かつおは空煎りして細かくする。
③ ①②をしょうゆであえる。

料理について
しょうゆと花かつおであえ
ることでごはんによく合いま
す。
保護者からお弁当のおかず
にも使えると喜ばれています。
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和え物

ひね鶏のポン酢和え

ひね鶏のポン酢和え
1人分材料

夏

純使用量（ｇ）

成鶏素焼き ……………10
(冷凍・スライス）
はくさい ………………45
えのきたけ ……………10
うすくちしょうゆ ……1.5
A ゆず果汁 ………………0.8
上白糖 …………………0.5

西播磨

組合せ献立例
ごはん
牛乳
めざし
ひね鶏のポン酢和え
とんじゃが

作り方
① 成鶏素焼きは解凍し、ゆでさます。
② はくさいは１㎝の短冊、えのきた
けは半分に切りゆでさます。
③ ①②をＡであえる。

料理について
噛めば噛むほどうま味がで
る成鶏素焼きと、ゆずのさわ
やかな香りがよくあうあえ物
です。

※真空冷却機を使用される場合は、
しょうゆを調整して下さい。

和え物

小松菜の磯香和え

小松菜の磯香和え
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

こまつな ………………40
焼きのり(きざみ）……0.6
うすくちしょうゆ ………2
A 上白糖 …………………0.5
ごま油 …………………0.5

淡路
組合せ献立例
ごはん
牛乳
焼き魚
小松菜の磯香和え
ちゃんこ汁
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作り方
① こまつなは２㎝に切り、ゆで
さます。
② ①・焼きのりをAであえる。

料理について
栄養が豊富な小松菜ですが子ども
たちには敬遠されがちです。
焼きのりとごま油の風味で苦味を
やわらげ、食べやすくしています。

1人分材料

和え物

ほうれんそうサラダ

ほうれんそうサラダ

通年

純使用量（ｇ）

ほうれんそう …………30
キャベツ ………………17
糸かまぼこ(冷凍）………8
ぶなしめじ ………………5
にんじん …………………5
うすくちしょうゆ ……0.3
マヨネーズ(小袋）………8

ごはん
牛乳
肉じゃが煮
ほうれんそうサラダ
（マヨネーズ）
みかん

作り方
① ほうれんそうは３㎝、キャベツは１㎝
の短冊、しめじは２㎝、にんじんはせ
ん切りにし、ゆでさます。
② 糸かまぼこは解凍してほぐし、ゆでさ
ます。
③ ①②・しょうゆを混ぜる。
④ 食べるときにマヨネーズであえる。

淡路

組合せ献立例

料理について
おひたしとは違い、味
付けを変えることで苦手
なほうれんそうを食べや
すくしています。
マヨネーズを使わない
場合は、砂糖とうすくち
しょうゆで味付けをしま
す。
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他

手作りふりかけ

手作りふりかけ
1人分材料

通年

純使用量（ｇ）

ちりめんじゃこ …………7
ほしひじき ………………1
ごま(いり）………………1
本みりん …………………1
A 上白糖 …………………0.5
こいくちしょうゆ ……0.1

但馬
組合せ献立例

① ごまは煎る。
② ひじきは水でもどす。
③ ②をＡで煮る。
④ 水気がなくなったら、ちりめん
じゃこ・ごまを入れ仕上げる。

ごはん
牛乳
肉じゃが
おひたし
手作りふりかけ

他

手作りふりかけ︵たらこ︶

手作りふりかけ（たらこ）
1人分材料

料理について
カルシウム・鉄が多く摂取
できるふりかけです。
不足しがちな小魚もとるこ
とができます。

通年

純使用量（ｇ）

たらこ(焼き）……………6
ちりめんじゃこ …………4
ごま(いり）………………2
本みりん ………………1.8
あおのり(粉）…………0.1

西播磨

作り方

組合せ献立例
ごはん
牛乳
さばの松風焼き
三色和え
手作りふりかけ
豚汁
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作り方

① 焼きたらこはほぐしておく。
② ①・ちりめんじゃこ・ごまを、空煎りす
る。
③ ②にみりんを加え、あおのりをふり仕上
げる。
※ちりめんじゃこの塩分が商品によって
違うので、ごまの量やみりんで調整す
ると良いでしょう。

料理について
たらこのピンク色が
食欲をそそるふりかけ
です。ふりかけは店で
購入するものだと思っ
ている子どもたちに、
一言添える機会になる
料理です。

※全国順位は平成29年の出荷量等

