
高等学校

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

米 100 ①ご飯を炊く。

麦 5

　ごま油 1 ②牛もも肉は脂身なしで千切りにする。

　にんにく 0.1 　ごま油ににんにく、しょうが、とうがらしを入れ火にかけ香りを出す。

　しょうが 0.1 　牛肉を入れ炒め、調味する。

　とうがらし 0.03

　牛もも肉 40

　しょうゆ 3

　砂糖 1

　酒 2

　こまつな 30 ③こまつなはゆでてよく冷まし、２cmに切る。

　にんじん 10 　にんじんは千切りにしてゆでてよく冷ます。

　砂糖 0.3 　調味料で和える。

　しょうゆ 2

　ごま油 0.5

　白煎りごま 1

　だいずもやし 30 ④もやしはゆでてよく冷まし、水気を切って調味料で和える。

　白煎りごま 2

　塩 0.2

　ごま油 0.7

白菜キムチ 30 ⑤食べやすい大きさに切れている既製品。

温泉卵 50 ⑥既製品

　コチュジャン 10 ⑦タレ

　砂糖 1.2 　にんにくはすり下ろし、調味料を火にかけよく煮詰める。

　みりん 4

　にんにく 0.4

アピールポイント

生徒に大人気のメニューです。
辛いのが得意な子も不得意な子も、タレの量で辛さの調節ができる
ので安心です。
ナムルだけだと残すけどビビンバにすると食べられるようで、残菜が
とても少ないです。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

ビビンバ

料理の写真



特別支援

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

牛乳 30 ①水と介護食用ウルトラ寒天を鍋に入れて、よく混ぜる。

砂糖 5 ②牛乳を加熱し、砂糖と①を加える。

水 25 ③バニラエッセンスを加え、温度確認する。

介護食用ウルトラ寒天 0.6 ④ゼリーカップに流す。

バニラエッセンス 　　　　　　　　　少々⑤粗熱がとれたら、冷蔵庫で冷やし固める。

６０ｃｃゼリーカップ 　　　　　　　　　1個 ⑥皮をむいたキウイフルーツ、縦四等分を、横6等分にして飾る。

⑦みかん缶、チェリー缶も飾る

みかん缶 7

キウイフルーツ 7

チェリー缶 　　　　　　　　　1個

アピールポイント

寒天に比べて食感がなめらかな嚥下障害、咀嚼困難な方用の
寒天（介護食用ウルトラ寒天）を使用しています。普通食から
ペースト食まで、同じ形態で提供しています。
食物繊維を多く含む寒天の良さと、クリーミーな食感、彩りが良
いので人気のデザートです。
～アレンジ～
水の部分を牛乳に変えたり、生クリーム変えると、濃厚になりま
す。　バニラエッセンスをアーモンドエッセンスに変えると、杏仁豆
腐風になります。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

やわらかミルクゼリー

料理の写真



千葉地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

あじ切り身 30 ①薄力粉、塩、青のり、酒、水を加え、衣を作る。

薄力粉 7 ②あじに衣をつけ、油で揚げる。

塩 0.2

青のり 0.2

酒 1.5

水 5

大豆白絞油 5

アピールポイント

あじは日本で漁獲量の多い魚のひとつで、千葉県でも漁獲され
ます。味にくせがない魚で、お刺身や焼く、煮る、揚げるなどさま
ざまな料理に合います。今日は衣に青のりを加えて揚げ、香り豊
かなあじを味わいます。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

あじの香り揚げ

料理の写真



千葉地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

鶏むね小間 10 ①釜を加熱し、鶏肉、たまねぎ、にんじんを炒め、水を加える。

たまねぎ 30 　沸騰直前にあくをすくう。

にんじん 10 ②①にクリームコーンと調味料を加え煮る。

クリームコーン缶 20 ③②に溶いた卵を加え、にらを入れ、味を調える。

にら 6

鶏卵 20

コンソメ 0.5

塩 0.3

酒 1.5

こしょう 0.02

しょうゆ 2

水 100

アピールポイント

『にんたまスープ』は千葉市内で収穫された春夏「にん」じんと「た
ま」ごが入ったスープです。たまごの黄色と、にんじんのオレンジ
色がきれいで鮮やかです。春夏にんじんは、やわらかく甘みがあ
るのが特徴です。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

にんたまスープ

料理の写真



市原地区

料理名

材料 1人分の量（ｇ）作り方

若鶏もも皮付き（挽） 15g ①Aで出汁をとる。

鶏軟骨（挽） 5g ②はくさいを1㎝幅、だいこんとにんじんをいちょう切り、ごぼうをささがき、

しょうが 0.4g 　こねぎを小口切りにする。

鶏卵 2g ③出汁ににんじん、ごぼう、だいこんを入れ煮る。

清酒 0.4g ④具材が柔らかくなったらみそ以外の調味料を加える。

食塩 0.2g ⑤しょうがをみじん切りにし、団子の材料を全て混ぜる。

じゃがいもでん粉 1g ⑥団子を作り鍋に落とし込む。

はくさい 20g ⑦ひと煮立したらはくさいを加える。

だいこん 20g ⑧みそ、かまぼこ、こねぎを加え調味する。

にんじん 5g

ごぼう 15g

かまぼこ 4g

こねぎ 3g

赤色辛みそ 6g

こいくちしょうゆ 0.8g

かつお節 2g

水 150g

食塩 0.2g

アピールポイント

市原市の郷土料理の「とりどせ」を学校給食用にアレンジしたものです。

団子を手作りする作業は大変ですが、おいしいと子どもたちに評判です。

鶏どせ風スープ

調理の写真

子どもたちに人気の学校給食レシピ 

A 

団子 



習志野地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

高野豆腐 10 ①高野豆腐を戻して半分に切る。

でんぷん 5 ②高野豆腐の水分を切り、でんぷんをつけて揚げる。

菜種油 3 ③サラダ油を熱し、豆板醤を炒め、香りが出たら豚挽肉を入れ、

豚挽肉 8 　酒をふって炒める。

サラダ油 0.2 　砂糖、しょうゆ、赤味噌（分量の水で溶いておく）を加え、沸騰

豆板醤 0.2 　したら、水溶きでんぷんでとろみをつける。

日本酒 1 ④揚げた高野豆腐の上から③のそぼろあんをかける。

上白糖 0.8

赤味噌 2.2

水 3

でんぷん 0.2

アピールポイント

　中学校の技術・家庭科では、食品の選び方の学習で加工食品
について学んでいます。このレシピは、日本の伝統的な加工食
品である「高野豆腐」を煮るという調理方法以外でも、食べてもら
いたいと考えました。
　このレシピでは、豚挽肉を使いましたが、鶏挽肉に代えたり、生
姜を加えてもよいと思います。
　残食率がほぼ０％の人気メニューのひとつです。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

高野豆腐のピリ辛そぼろあんかけ

料理の写真



八千代地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

食パン 1枚（60g） ①オーブンを温めておく

アーモンド粉 10 ②バターをやわらかくしてから、砂糖とアーモンド粉、バニラエッセンス

上白糖 4.5    をよく混ぜる。

バター 6 ③食パンに②を塗り、上にアーモンドスライスをのせる

バニラエッセンス 少々 ④①のオーブンに入れ、２～３分焼く

アーモンドスライス 2

アピールポイント

　このパンは、給食では主食になりますが、
ご家庭ではおやつにもおすすめです。フラン
スパンで作ってもおいしいです。アーモンドに
はビタミンEがたくさん含まれ、体や脳の老化
を防いでくれます。また、腸の中をきれいに
してくれる食物繊維も多く含みます。他にも
ビタミンBや鉄を多く含み、栄養たっぷりで
す。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

アーモンドトースト

料理の写真



船橋地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

《皮》 ①　ひじきを水で戻し、戻ったら水気を切る

餃子の皮直径１２㎝ １枚 ②　薄力粉を水で溶き、糊を作る

《具材》 ③　キャベツ、小松菜、ねぎを粗みじん、

ひじき（乾燥） 1 　　　にらは１㎝長さに切る

豚もも挽肉 13 ④　キャベツ、小松菜はさっとゆで、水気を切る

こいくちしょうゆ 0.7 ⑤　ひじきから、でんぷんまでをよく混ぜる

清酒 0.15 ⑥　１人分の分量を餃子の皮で包む

キャベツ 7 　　　（②の糊を使って、くっつける）

小松菜 7 ⑦　油で揚げる

ねぎ 8

にら 1

にんにく 0.2

しょうが 0.2

食塩 0.3

こしょう 0.02

こいくちしょうゆ 1

でんぷん 0.15

《のり・接着用》

薄力粉 1.3

水 1.3

揚げ油

アピールポイント

　　・給食ならではの、大きな揚げぎょうざです。
　　・ひじきと小松菜が入って、肉が少なめの
　　　あっさり味に仕上がっています。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

千葉県産ひじき・船橋市産小松菜入り揚げ餃子

料理の写真



浦安地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

豚肉脂身付一度引き 20 ①ごま油でにんにく、しょうが、豆板醤を炒める

こんにゃく小玉 5 ②肉をよく炒める

挽割大豆 5 ③野菜、こんにゃく、挽き割り大豆を順に入れ、さらによく炒める

にんにく 0.4 　玉ねぎはよく炒めて甘みを出す

しょうが 0.12 ⑤水を入れる

玉ねぎ 40 ⑥とりがらスープ、調味料を２／３入れる

大豆ミンチ 6 ⑦大豆ミンチ、長ネギを入れる

とりがらスープ 5 ⑧味見をして残りの調味料で味を整える

長ネギ 7 ⑨水溶きでんぷんを入れる

にんじん 20 ⑩グリンピースを散らす

エリンギ 5

グリンピース 3

赤みそ 12

豆板醤 0.03

塩 0.02

砂糖 1

酒 1.8

でんぷん 0.4

ごま油 1

しょうゆ 1.2

水 10

アピールポイント

挽き割り大豆、大豆ミンチを入れることで豆製品も摂取できます。
大豆ミンチが水分をよく吸ってくれるので、でんぷんの量は加減
してください。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

肉味噌（麺）

料理の写真



市川地区

料理名

材料 １本分の分量（ｇ） 作り方

すしめし　白 250 ①花をつくる

すしめし　ピンク 80 ･ピンクのすしめしと鮭ﾌﾚｰｸをそれぞれ2等分する

海苔　全形 1枚 ・まきすの上に、ｼｰﾄエッグをおき、半分にしたピンクの

海苔　1/4 1枚 　すしめしと鮭ﾌﾚｰｸをバラバラとおき、手前から巻きすを使って

海苔　1/6 1枚 　しっかり巻く。

シートエッグ 2枚 ・同じように、ｼｰﾄｴｯｸﾞの上に、ピンクのすしめしと

鮭ﾌﾚｰｸ 30 　鮭ﾌﾚｰｸをおき、その上に先に巻いたうず巻きを手前にのせ、

ｲﾝｹﾞﾝ 4～5本 　巻いて、大きなうず巻きを作る。

②巻きあげる

・まきすに全形ののりをおき、上下1.5㎝のこし、白すしめし

　200ｇを平均に広げる。

・真ん中に、巻きおわりを下にして、たまご巻きをおく。

・巻きすごと縦に持ちかえ、残りの白すしめしをかぶせ、

　巻き上げる。

・両はじを整えて、7個に切る。

アピールポイント

　千葉県に古くから伝え受け継がれている巻きずし、「太巻き
祭りずし」を年に一回提供しています。食数によっては全学年
を同じ日に作ることが難しいので、学年単位で日にちを変え提
供します。(大きさは学年ごとにカット数を変え、調整。)千葉県
に伝わる郷土料理を子どもたちに伝える献立です。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

　太巻祭りずし　(バラの花)

料理の写真



市川地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

油 適宜 ① 野菜を洗い、切る

にんにく 0.3 　にんにく、生姜：みじん切り　　玉葱：せん切り

生姜 0.3   ネギ：青い葉の方(上半分)は縦２ツ割りにし、斜めに薄く切る

玉葱 20.0 　　　 　残り(下半分)は、１㎝の長さに切り、オーブンで焼いておく

ネギ 18.0 　さつま芋：１㎝幅のいちょう切りにし、蒸しておく

豚肉(もも) 20.0 　菜花：１．５㎝の長さに切り、茹でておく

酒 1.0 　豚肉 ： 小間切り

醤油 2.0 ② 油を熱し、にんにく、生姜を炒め香りをつけ、玉葱を加え

カレー粉 0.08 　中火で透き通るまでよく炒め、斜め切りにしたネギを加え、

水 100.0 　さらに炒める

トマト(水煮) 18.0 ③ 豚肉、酒、醤油を加え炒め、焼いておいたネギとカレー粉を

塩 0.02 　加える

こしょう 0.05 ④ 水とトマトを加え、アクをとりながら煮る

チャツネ 1.0 ⑤ 一煮立ちしたら調味料を加えて火を止めカレールーを入れ、

ガラムマサラ 0.04 　よく混ぜる

中濃ソース 0.8 ⑥ ルーが溶けたら中火で煮込む

カレールー 15.0 ⑦ 仕上げに粉チーズとバター、さつま芋、菜花を加え、

粉チーズ 0.8 　火を止める

バター 1.0

さつま芋 60.0

菜花 14.0

アピールポイント

　千葉県の産物について子どもたちが学ぶことができる
献立です。　フードアクション･千葉の一環として平成23年
から給食に取り入れている、千葉県で生産している野菜を
たくさんとりいれたカレーです。
　菜花やさつま芋とネギをカレーに合うように調理を工夫
しました。旬の時期　にしか使うことのできない菜花を加え
ることで旬について学ぶこともできます。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

　県産野菜のこだわりカレー

料理の写真



松戸地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

蒸パンミックス 35

小麦粉 10          

ベーキングパウダー 0.8

カレー粉 0.3

牛乳 35

たまご 10

豚ひき肉 20

たまねぎ 12

にんじん 5

カレー粉 0.4

ウスターソース 2

塩 0.1

小麦粉 0.8

サラダ油 0.8

マドレーヌカップ １枚

①Ａを合わせてふるっておく。

②Ｂの材料を油で炒めて小麦粉を入れる。調味料で味を調える。

③卵を割りほぐし、牛乳を混ぜる。①をさっくりと混ぜる。

④マドレーヌカップに生地を少量入れ、②の具をのせる。

さらに上から生地をかける。

⑤蒸し器で10分蒸す。

アピールポイント

　蒸しパンの生地の甘味とカレーのスパイシーな
味が合って人気があります。肉まんのようにひき肉
が入っているのでボリュームもあります。
※蒸しパンミックスは、ホットケーキミックスに替え
てもできます。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

カレー蒸しパン

料理の写真

A 

B 
 



柏地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

じゃがいも 30 ①ねぎはぶつ切りにして，サラダ油をまぶし，オーブン

鶏胸肉皮なしこま切り 5 　（230℃　10～15分目安）で焼く。

人参 5 ②鶏肉をよく炒め，野菜を炒めてだし汁を加えて煮込む。

ねぎ 30 ③いんげん豆のペーストを加え煮て，温めた牛乳，豆乳を

サラダ油 0.3 　加える。

ほうれん草 10 ④米粉（よく浸水させて使用）でとろみをつける。

ブロッコリー 10 ⑤調味し，焼いたねぎ，シュレッドチーズを加え，ゆでた

サラダ油（炒め用） 0.5 　ブロッコリー，ほうれん草を順に加えて仕上げる。

米粉 4

水 4

調理用牛乳 15

豆乳 20

いんげん豆ペースト 3

シュレッドチーズ 3

食塩 0.6

こしょう 0.02

削り節 1.7

水 75

アピールポイント

　地場産物を利用し，地域で生産される野菜を紹介しました。
また，不足しがちな豆類の摂取ができるように，いんげん豆の
ペーストや豆乳を使用しました。小麦粉，バターのルウではな
く，米粉を使ってとろみをつけ，エネルギー，脂質の摂取をおさ
えたスープにしました。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

柏産ねぎのクリームスープ

料理の写真



野田地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

食パン 60 ①ごぼうはせん切り、にんじんはせん切り、しらたきはあく抜きを

ごぼう 12 して３ｃｍ長さにカット、ウィンナーは１ｃｍ筒切りにする。

にんじん 5 ②サラダ油で、ごぼう、にんじん、しらたき、ウィンナーを炒め、

しらたき 10 調味。ごま油は最後に入れて香りをつける。

ウィンナー 12 ③食パンに、②をのせて、白いりごまをふる。

サラダ油 0.5 ④ピザチーズをのせる。

上白糖 1 ⑤２２０℃のオーブンで５分程度、焼く。

しょうゆ 2

みりん 0.5

酒 0.5

塩 0.15

一味とうがらし 0.01

ごま油 0.5

白いりごま 1.2

ピザチーズ 15

アピールポイント

和食の料理であるきんぴらを、食パンにのせて焼きました。
「きんぴらトースト」という名前を聞いてもどのようなトーストか、イ
メージできない子どもたちも給食を見て、食べて、納得した様子。
溶けたチーズが、きんぴらと食パンをおいしく結びつけます。
朝ごはんにもなる一品です。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

きんぴらトースト

料理の写真



流山地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

かつお節 1.5 ①ちりめんじゃこ、ごま、アーモンドは、それぞれ煎る。

芽ひじき 0.3 ②かつお節は、だし汁をとった後のかつお節を使う。

さとう 1 ③ひじきは、茹でておく。

しょうゆ 2 ④かつお節、ひじきに、さとう、しょうゆ、みりんで味付けをする。

本みりん 1.5 ⑤④の水分が無くなるまで炒りつけ、味を整える。

ちりめんじゃこ 3 ⑥①のじゃこ、ごま、アーモンドを加えて、味をなじませる。

白ごま 1.5

スライスアーモンド 3

アピールポイント

だしをとった後のけずり節を使って作ります。
ちりめんじゃこ、ひじき、アーモンド、ごま等をプラスして、
おいしいふりかけに、変身。ひじきの代わりに塩こんぶや
刻みのりを使うと、風味が変わります。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

エコふりかけ

料理の写真



我孫子地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

精白米 60 ①米・麦は研いで、浸水しておく。

麦 5 ②ターメリックを加え、よく混ぜてから炊飯する。

水 87.75 ③ご飯が炊けたら、よくかき混ぜる。

ターメリック 0.09

大豆水煮 30 ①人参・玉葱はみじん切りにしておく。

豚ひき肉 30 ②油を熱し、生姜・にんにくを炒めて香りが出たら、豚肉・人参・

玉葱 25 玉葱を加えて炒める。

人参 10 ③小麦粉・調味料・大豆水煮・水を加えて煮込む。

サラダ油 1.5 ④グリンピース・粉チーズを加え、仕上げる。

おろし生姜 0.38

おろしにんにく 0.38

小麦粉 0.9

ケチャップ 3

トマトソース 3.8

ウスターソース 3.8

中濃ソース 3.6

カレー粉 0.6

チリパウダー 0.1

粉チーズ 1.5

塩 0.3

こしょう 0.03

赤ワイン 1.5

水 9

グリンピース 4

アピールポイント

子供たちに食べさせたくても、好んでは食べてくれない大豆です
が、チリコンカーネにするとしっかり食べてくれます。保護者の方
にもレシピを聞かれる人気メニューです。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

ターメリックライス＆チリコンカーネ

料理の写真
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鎌ケ谷地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

中華麺 140 ①玉ねぎは半分に切り薄くスライス、人参は短冊に切る。

サラダ油 0.2 　チンゲン菜は2ｃｍくらいに切る。

おろししょうが 0.35 ②油を熱し、しょうがとにんにくを炒めて豚肉を入れる。

おろしにんにく 0.35 ③豚肉に火が通ったらこしょうを振り、玉ねぎを炒める。

豚もも小間 25 ④玉ねぎに火が通ったら、たけのこ、人参を入れ塩を振る。

白こしょう 0.02 ⑤顆粒中華だし～三温糖まで入れて煮る。

玉ねぎ 32 ⑥しょうゆ・オイスターソースを入れる。

たけのこ水煮短冊 24 ⑦うずら卵と、ボイルした冷凍いかを入れる。

人参 16 ⑧チンゲン菜を入れる。

食塩 0.04 ⑨⑧が柔らかくなったら、火を落として倍量の水で溶いた

顆粒中華だし 1.3 でん粉を入れる。

料理酒 3.2 ⑩火を入れてとろみをつける。

水 8 ⑪仕上げにごま油をたらす。

三温糖 1.34 ⑫配膳時に、別で蒸した中華麺の上に盛り付ける。

こいくちしょうゆ 3.04

オイスターソース 2.4

うずら卵水煮 24

冷凍いか短冊 16

チンゲン菜 13

でん粉 1.9

ごま油 0.1

アピールポイント

　学校から「おいしかった」と電話をもらいました。残菜も少なく、
よく食べるメニューです。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

あんかけ焼きそば

料理の写真



印旛地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

ほうれん草 55 ①ほうれん草とえのきたけは３ｃｍに切って茹でる。

えのきたけ 11 ②しょうゆ・穀物酢・上白糖・植物油・食塩・胡椒を混ぜて

きざみのり 0.77 ドレッシングをつくる。

しょうゆ 2.97 ③①を②ときざみのりで和える。

穀物酢 1.98

上白糖 1.98

植物油 2.97

食塩 0.24

胡椒 0.03

アピールポイント

あまり好まれない野菜の１つにほうれん草・きのこ類があります。
しかし，このサラダについてはとてもよく食べてくれます。各学年
に給食で食べたいメニューを聞いても必ず出てくるメニューひと
つです。また，福祉給食のボランティアさんからもおいしいと言わ
れます。子どもからお年寄りまで幅広く人気のあるサラダです。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

ポパイサラダ

料理の写真



香取地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

パイシート 47 ①パイシートは解凍しておく。

りんご 40 ②りんごは5ﾐﾘのいちょう切りにする。

グラニュー糖 12 ③鍋にりんご、グラニュー糖、シナモン、水を入れ煮込む。

シナモン 0.1 ④パイシートに③を包み、パイ生地にフォークで穴をあける。

水 2 ⑤200℃に温めたオーブンで15分ほど焼く。

アピールポイント

調理員さんたちが一つ一つ愛情をこめて作ってくれた
アップルパイです。手間がかかるため、食数が少ない時にしか
出せないので、とてもレアなメニューです。
子ども達にとても人気があり、ボリュームが結構ありますが、
皆残さず食べてくれます。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

アップルパイ

料理の写真



東総地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

鶏もも肉　皮なし 50 ①玉ねぎは5㎜幅でスライスしておく。

澱粉 3 ②鶏肉に、米粉と澱粉を合わせた物をまぶして白絞油で揚げる。

米粉 3 ③タレを作る。

大豆白絞油 5 　　サラダ油を熱して玉ねぎを炒め、調味料を加える。仕上げに

サラダ油 0.2 　　ごま油で香り付けをする。

玉ねぎ 12 ④②に③をかける。

上白糖 2.2

濃口醤油 3

米酢 1

レモン果汁 4

清酒 0.8

水 12

ごま油 0.2

アピールポイント

地域の健康課題より、適塩の視点から考案したメニューです。
酢やレモン汁の酸味を活用し、さわやかな味わいで塩分控えめ
でもおいしく食べられます。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

鶏肉のシトラスマリネ

料理の写真



山武地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

中華麺 ①にんにく，生姜はみじん切り。野菜類は粗みじん切り。豆プラス

にんにく 0.7 は水でもどしておく。

生姜 1 ②にんにく～干し椎茸までよく炒め，水を加え，たけのこ，豆を入

豆板醤 0.3 れて煮る。

豚ひき肉 22 ③煮えたら調味料を入れ，水溶き片栗粉でとろみをつける。

人参 15 ④最後にごま油をまわし入れる。

玉葱 40

干し椎茸 1

たけのこ水煮 15

豆プラス（大豆水煮でも） 5

長葱 8

麻婆野菜ソース 8

醤油 2

赤みそ 4.5

テンメンジャン 2.7

中華ストック 1

三温糖 1.5

酒 0.5

水 50

片栗粉 2

ごま油 0.3

炒め油

アピールポイント

・椎茸や大豆が苦手な児童もひき肉や野菜と一緒に甘辛い
味つけにすることで違和感なく食べることができます。暑
くて食欲がおちている時期でもよく食べてきます。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

ジャージャー麺

料理の写真



長生地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

さば切り身 60 ①しょうがはすりおろし、しょうゆ、酒と混ぜ合わせ、さばを漬け込む。

しょうが 0.3 ②①のさばにかたくり粉をまぶし、１７０～１８０℃の油で揚げる。

しょうゆ 3 ③★の調味料を混ぜ合わせ、鍋で軽く煮立てる。

酒 1.2 ④揚げたさばに③のソースをかける。

かたくり粉 5

揚げ油 適量

★ケチャップ 10

★中濃ソース 3

★砂糖 1.5

★白すりごま 5

アピールポイント

　さばを揚げることで、さばが苦手な生徒も食べやすくなります。
ケチャップソースは、子どもだけでなく、大人からも好評でした。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

さばのケチャップソース

料理の写真



夷隅地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

精米 70.0 【下ごしらえ】

米酢 8.8 　・油揚げは短冊切りにし、油抜きをしておく。

上白糖 4.5 　・にんじんは千切りにしておく。

食塩 0.5 　・かんぴょうはもみ洗いをし、戻しておく。

油揚げ 8.0 　・寿司酢は合わせ、よくかき混ぜておく。

にんじん 10.0 　・ご飯は硬めに炊いておく。

かんぴょう５ミリカット 0.5

むき枝豆 4.0 ①具を作る。

上白糖 2.0 　 調味料を煮立て、にんじん、かんぴょう、油揚げを順に煮る。

濃口しょうゆ 3.5 　 汁けが無くなり味がしみてきたら、枝豆を加え火を通す。

食塩 0.1 ②炊けたご飯に、寿司酢と具を混ぜ込む。

酒 1.0

本みりん 1.0

手巻きのり（個包装） 3.0

アピールポイント

千葉県の郷土料理である「太巻き寿司」を意識しながら食べても
らえるよう工夫しました。枝豆も取り入れ、彩りとともに季節感も
出すよう考えました。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

ちらし寿司（手巻きのり）

料理の写真
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安房地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

キャベツ 15 1.2cm千切り

だいこん 15 0.5cmいちょう切り

きゅうり 10 0.3cm小口

にんじん 3 0.3cmいちょう切り

ごぼう 5 0.4cmいちょう切り

セロリー 3 0.3cmスライス

さきいか 5 2～3cm程度に切る

うすくちしょうゆ 3

穀物酢 2.5

上白糖 0.5

こしょう 0.02

サラダ油 0.5

ごま油 0.3

①野菜は切った後、茹でて冷却する。

②さきいかは切った後、オーブンできつね色になるまで焼く。

　→その後冷却。

③調味料を混ぜ、ドレッシングを作る。

④材料をすべて和える。

アピールポイント

　副菜の中では人気のある料理です。「さきいか」が入っているた
め、かめばかむほど旨みが出てきます。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

かみかみサラダ

料理の写真



君津地区

料理名

材料 １人分の分量（ｇ） 作り方

油 0.5 ①もやしは洗って下ゆでする。

豚もも肉細切り 25 ②ほうれん草は５ｃｍ程度のざく切りにし、下ゆでする。

りょくとうもやし 20 ③ごぼうは千切りにする。

ほうれん草 15 ④油をしき、豆板醤、豚肉を色が変わるまで炒める。

洗いごぼう 20 ⑤ごぼうを入れ、火が通るまで炒める。

白菜キムチ 14 ⑥たくあん、白菜キムチを入れ混ぜて、ほうれん草を入れる。

千切りたくあん 6 ⑦スープストック、しょうゆで味を調える。

スープストック 0.3 ⑧最後にごまとごま油を入れる。

こいくちしょうゆ 1.3

豆板醤 0.1

白いりごま 1.5

ごま油 0.45

アピールポイント

千葉県産のほうれん草、ごぼうを使用しました。
キムチやたくあんを入れることで、様々な食感が楽しめるビビン
バです。県民の日の献立に使用しました。

子どもたちに人気の学校給食レシピ

和風ビビンバ

料理の写真
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