
  《食育》という言葉をご存知ですか？平成17年に『食育基本法』が制定さ

れ、今ではテレビや本をはじめ、さまざまなところでこの言葉を目にするよ

うになりました。 

 学校では【給食】を基本(生きた教材)として、食べ物の知識や、バランス

のよい食べ方などについて、皆さんが学べる機会を作っています。 

朝ごはんを食べて、からだと頭にエネル

ギーを補給しましょう。脳にエネルギー

が補給されると、活発に動き出しますよ。 

食事のあいさつ『いただきます』『ご

ちそうさま』を忘れずに。食事のマ

ナーも身につけましょう。 

   作ってみましょう！ ～鶏ごぼうピラフ～ 

【材料】4 人分 

     米         2 合 干しシイタケ     ２枚 

       鶏がらスープ    360ｍｌ しょうゆ       小さじ２ 

     バター       大さじ１ 塩          ひとつまみ 

     塩         小さじ１     酒          小さじ 1．5    

鶏肉        100ｇ       油          小さじ１／２ 

     ごぼう       中 1／２本 グリンピース     適量 

     にんじん      中 1／４本 

      

   【作り方】 

    ① 鶏肉は小さめに切っておく。ごぼうはささがき、にんじんはみじん切りにする。 

干しシイタケは、もどしてスライスしておく。 

      ② 米をとぎ、鶏がらスープ・バター・塩を入れて、炊飯器で炊く。 

      ③ 油で鶏肉を炒め、色が変わったら、ごぼう・にんじん・しいたけを加えて、 

さらに炒める。 

      ④ 調味料で味つけする。 

      ⑤ ごはんが炊けたら、④の具を混ぜ合わせる。 

      ⑥ ゆでたグリンピースをちらして、できあがり！！ 

 

    ★炊飯するときに、炒めた具の煮汁を加えると、より味がなじんでおいしくできます★ 

野菜の日  家庭用レシピ                   

ごぼうチップス 

【材料  ４人分】  

ごぼう 中 1 本（150ｇ） 

漬けダレ 

しょうゆ 小さじ 2（10ｇ） 

塩 一つまみ（1ｇ） 

日本酒 小さじ 1（5ｇ） 

しょうが汁 少々（3ｇ） 

一味唐辛子 少々（0.05ｇ） 

衣 

片栗粉 大さじ 2（20ｇ） 

小麦粉 大さじ 2（20ｇ） 

ベーキングパウダー 小さじ 1/2（0.2ｇ） 

 

揚げ油 

【作り方】 

①ごぼうは斜めに小口切りにする。 

ごぼうは水につけ、アク抜きをする。 

②ざるにあけて、水をしっかりきる。 

③漬けダレの材料を良く混ぜ合わせる。 

 ②のごぼうを漬けダレに、1時間以上漬ける。 

④漬けダレからごぼうを取り出し、水気をきる。 

⑤衣の粉類を合わせ、④のごぼうに粉を漬ける。 

⑥低温～中温（160℃）の油で、じっくり揚げる。 

 たまに箸などで混ぜ、くっつかないようにしながら、 

 カラリと揚げる。 

野菜の日  家庭用レシピ                   

ごぼうチップス 

【材料  ４人分】  

ごぼう 中 1 本（150ｇ） 

漬けダレ 

しょうゆ 小さじ 2（10ｇ） 

塩 一つまみ（1ｇ） 

日本酒 小さじ 1（5ｇ） 

しょうが汁 少々（3ｇ） 

一味唐辛子 少々（0.05ｇ） 

衣 

片栗粉 大さじ 2（20ｇ） 

小麦粉 大さじ 2（20ｇ） 

ベーキングパウダー 小さじ 1/2（0.2ｇ） 

 

揚げ油 

【作り方】 

①ごぼうは斜めに小口切りにする。 

ごぼうは水につけ、アク抜きをする。 

②ざるにあけて、水をしっかりきる。 

③漬けダレの材料を良く混ぜ合わせる。 

 ②のごぼうを漬けダレに、1時間以上漬ける。 

④漬けダレからごぼうを取り出し、水気をきる。 

⑤衣の粉類を合わせ、④のごぼうに粉を漬ける。 

⑥低温～中温（160℃）の油で、じっくり揚げる。 

 たまに箸などで混ぜ、くっつかないようにしながら、 

 カラリと揚げる。 

  平成30年5月31日(木) 

  足立区立入谷中学校   

  校 長  灘山 裕子 

  栄養士  新倉恵美子 

    6月号 



   作ってみましょう！ ～鶏ごぼうピラフ～ 

【材料】4 人分 

     米         2 合 干しシイタケ     ２枚 

       鶏がらスープ    360ｍｌ しょうゆ       小さじ２ 

     バター       大さじ１ 塩          ひとつまみ 

     塩         小さじ１     酒          小さじ 1．5    

鶏肉        100ｇ       油          小さじ１／２ 

     ごぼう       中 1／２本 グリンピース     適量 

     にんじん      中 1／４本 

      

   【作り方】 

    ① 鶏肉は小さめに切っておく。ごぼうはささがき、にんじんはみじん切りにする。 

干しシイタケは、もどしてスライスしておく。 

      ② 米をとぎ、鶏がらスープ・バター・塩を入れて、炊飯器で炊く。 

      ③ 油で鶏肉を炒め、色が変わったら、ごぼう・にんじん・しいたけを加えて、 

さらに炒める。 

      ④ 調味料で味つけする。 

      ⑤ ごはんが炊けたら、④の具を混ぜ合わせる。 

      ⑥ ゆでたグリンピースをちらして、できあがり！！ 
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 子供のころに、やわらかい食べ物ばかり好んで

食べたり、よく噛まずに飲み物で流し込むように

食べたりしていると、あごの成長や歯並びに影響

が出てきてしまうことがあります。日頃から、噛

むことを意識できるような食材を食事にとりいれ

ながら、しっかり噛んで食べましょう。 
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か む こ と の 効 果 


