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栄瓢5(1メ分 )

卸げ-   36 5kcnl

たんばく質 11.6g
月日防      5. 9g
珈リウム    34mg
鉄分    1 4mg
農ψ簾覇饉  1. 5g
マグわウム  39mg
亜鉛    1.32mg
塩分    O.66g
糖分    2.2g
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讚呵バンゃ藤笏眈

(3枚程度)

1(小さじ1弱 )

(大 2個 )

(小さじ10分の 1)
1(小さじ1)

謳瞬菫麟惣
ひよこ轍のグラタン

く材料>5人分

米と麦で 350g(2カ ップ強)

※麦が入るとばらつとします。米だけでもOK
サラダ油   5ml(小 さじ1〉

にんに<   3g(ひ とかけ)

長ねざ 5g(20分 の 1本 )

にんじん  50g(4分 の 1本)

ベーコン  75g(4枚 )

塩    2.5g(小 さじ2分の 1)

こしょう  少々

むきえび  75g
レタス  125g
しょうゆ  20m

{l作
り方:「

:言

①ご飯は米と麦で炊いておきます。にんにく・ にんじん 。長ねぎはみじん切り、ベーコンは千

切りにします。レタスはざくざくっと切っておきます。炒り卵も作ります。えびはゆでてお

きます。※干ししいたけも少し使うとよりおいしいですよ。

〈学校では具を炒めておいたり炒り

'pを

先に作つておき、あつあつにした釜でご飯を炒めて

そこに具を入れて作りますが、家庭では少量なので、卵を炒めはじめに使ったり、具をそこ

に加え炒めてご飯を力0えて作りやすいようltしてください。)

②フライバンを熱くして油を入れてにんにく・長ねぎを入れて

香りをうつします。ベーコン・にんじん。えびを加えて炒め、

塩こしょうで味付けしておきます。

③あつあつの鍋でご飯を炒めそこに先に炒めた具を力0え大体

混ざったらレタスを加えて炒め、炒り卵を力0えて最後にしょ

うゆを釜はだ (おなべのふちにかけるように)から振り入れ

::撃 撃11警
‐

=   
‐

※グラタン皿 (紙カッフ)5個

<作り方>
① 35刈こし爛剛む由を入れ スライスこしたたまねきを

炒ぬま魂 そこlcl」 崚粉をふり入れで販奴 粉つ1謎
がなくなつたら、一ロカこ切リワインにつけておし茫

鶏肉を力8えま魂 高野口劇まとりがらスープで戻してサイコ

□状に切りま軌

②Cの肉に熱が通つたら、豆乳を加え①の高野豆腐を力0え調味

L/1或
③サイコロ状にtllつ たじゃ熱 もヽは蒸し

ては ほうれん草はゆでて2cm程度
の長さlct」り、ひよ

「
0と一緒こグラタ

ン皿lcaすで,マ1ておま②をか文 入
れま魂

④③こバン粉とみじち切りにしυ セヾリ
とチー

…

らしオープンで焼
き議

E量詈昇言ス_プ

く材料>5人分

たまねざ

)由

7」 酬

鯰

し

聾 t

薄□しょうゆ

こしょう

バン粉

パセリ

ゆでひよこ豆  60g
じゃれ もヽ   200g(21団 ∋

ほう才υ宇筆   50g(1の
シュレッドチーズ50g

<鰤 >1軌 り
17Jしギー 1 9 3 kcal

副 ぎく質 9.7g
l副瞳分   8 7g
刻レシウム 114嘔
鉄分    1. 3mg
m  2. 9g
マグネシウム40mg
亜合   1.lmg
紛     0. 4g
粉   Q2g

仏ゼ|∫粋
<本棚 >10メ分

|「ジュ_ス ::!黎 |]1子;lF30
プリンカップ  10個

<作り方>
①劉こ障 と水を々 醍 せま晩

※時間に余裕があつたら少し弱火にして少しだけ

煮るとよりやわらかく仕上がります。

②Эこ砂糖を入れ溜サたら、みかんジュースを入れ良
<混ぜ火を止めま魂

③カップこ流し入れて回めま魂
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<栄養価>1ケあたり

■‐7・Jレギー 3 9 kcal

たんぱく質  O.3g
』団紛     O. lg
カルシウム  6ng
輸   〇.l mg

徐ψ鰤崎碓  〇. 3g
マグネシウム 4mg
亜鉛    Olllg
齢       Og
糖分     5g

く栄養価>1人あたり

エネルギー383 kcal
たんぱく質 14.3g
脂肪分   7.2g
カリレシウム 3 6mg
鉄分    1. 5mg
食物繊維  1.6g
マグネシウム32mg
亜鉛    1.9mg
塩分    1,73g

Og

銅 州卜5始

苫

く作りか

①米はふつうに洗っで 麦と細し汗切りにした新生姜と油を加えていつもと同じ水の量でa飯を炊き議

徹藪器でもOI●

②たれの新生晏ますりおろして

…

白」マはからいりしておき

ま曳

③かつおは1.5cm角 のさいころculり 、でんぶんをつけで由で揚
〔trモチlζ,1

④
―

―

Cのかつおれ Ψヽてか強 魂

⑤炊きあがつた□酬の つおを混じむ扶 ②のゴマをまぶしcc
きあがり。

鰹というと書の「ネ凛艶 と脂ののつ

た「戻り鰹」がおいしもですれ き
ょうは「硼 を使っで炊き込みご

飯を作ることにt/2レL臭みを消
すために「Taり にした新生姜Jを
たつ16~iり使っで次いたc~0に立田揚
IJこ した鰹を混ぜ込み讀或 昭巨臼
は子どもたちはあまり好きではない
のですべ「生姜」lc2まれている「ジ

ングEl―ソ切
`ツ

リ ーも紹介するこ

とで、もりもり食べてくれることを

祈つて作つた一品醜

生のサ ラダ /01出 せな くな つてなかな

か登場 しな くな つた レタスを しゃき

しゃき感 も残 った料理 と して 登場 さ

せま した。綸食室にとっては大量のご

飯 をあつあつの お釜で炒め るので大

変な作業ですが、たまらないおい しさ

でした。「きょうは残さず食べられた

よ。Jと、10」人にも声をかけられ、レ

シピ作つてね !といわれた料理です。

新しし

―

ぬ り、栄圏面計算をしてい

ると、助 と食物麟縮‥ 」で「塩分は

オーバ■調 が悩みの種で或 ひよこ豆や高野

コ国よ それを補うのにぴったりな食品u
苦手な人も多いのです鷹 そこり

の人に教えてもらったアイディアで好きな人の

多いグラタンに入れることにしまレし 入れ物も

家庭でまグ

"ン
皿0¨ えます杖 学

校で諏 えまし包 そこで刀レミカップでぬ く

少し灰]ず割開こ優レ 灘駒 ップこしてしヽ 逐九 家

庭で調臓擢端尭割 乍つてくださしヽ

てできあがり。


