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「ひろしま給食100万食プロジェクト」の取組状況について 

平成 29年10月 13日 

豊 か な 心 育 成 課 

１ 事業目的 

  広島ならではの給食メニューを開発し，10月の「ひろしま食育ウィーク」に，

給食実施校で一斉に食べるとともに，県民みんなで食べることを通して， 

学校・家庭・地域が一体となった食育を推進する。 

 

２ 事業概要 

 (1) 「ひろしま給食」メニューの開発 

   本プロジェクトをより広く県民の皆様に周知するため，「広島の身近な

食材を取り入れた，家庭でも簡単にできる料理」を条件に，レシピを募集

したところ，昨年の3,022作品を上回る4,160作品の応募があった。 

   これらの応募作品を審査するため，全市町から推薦のあった栄養教諭等

25名によるメニュー検討会議を開催し，協力企業等11団体の助言・協力を

得て，統一メニュー「熱く燃えろ！！Ｃ
シ ー

スープ」ほか４作品及び特別賞10

作品を決定した。 

   また，キャッチコピーも併せて募集したところ，6,445作品の応募があり，

この中から「ふるさとの味 未来へつなぐ ひろしま給食」に決定した。 

選ばれた給食メニュー及びキャッチコピーの各作品については，10月19日

（木）に表彰式を行う。（別紙１） 

 

 (2) 学校給食での提供 

   10月の食育ウィーク（10月15日～10月21日）を中心とした期間に，全給食

実施校で，約20万人の児童生徒等が統一メニュー「熱く燃えろ！！Ｃ
シー

スープ」

を食べる。また，各市町では地域の特色を生かした給食メニューを併せて 

提供する。（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 家庭・地域における取組 

   全児童生徒に「ひろしま給食」のチラシを配布するとともに，スーパー

マーケット等で，ポスター掲示及びチラシ配布等に御協力いただき，各 

家庭においても，家族で食べていただく取組を進める。 

   また，今年度は『作って楽しい！食べて元気に！ひろしま給食』

をコンセプトとして，児童生徒が家族と一緒に，調理やお手伝い

などにチャレンジできるようリーフレット及び『「ひろしまおや

つ」メニューレシピ集』を作成・配布した。 

 地元の食材や郷土料理 

などを生かした 

主食・副食メニュー 

牛 乳 

 

 

 

デザート 

 

 

その他のメニュー 

市町で決定 

平成 29 年度「ひろしま給食」のイメージ 

 

考案者は，「カープの

ように真っ赤でアツ

イものはできない

か ！ ？ 」 と考えま  

した。 

熱く燃えろ！！Ｃ
シー

スープ 
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（別紙１） 

「ひろしま給食１００万食プロジェクト」表彰式の概要 

１ 日 時  平成 29年 10月 19日（木）15:00～15:45 

２ 場 所  広島県庁北館２階 第１会議室 

３ 次第等  表彰状の授与及び副賞の贈呈，受賞者のことば，記念撮影等 

４ 受賞者一覧 

賞 レシピ名（キャッチコピー） 受賞者 所 属 等 協賛企業等による副賞 

最優秀 

レシピ賞 
熱く燃えろ！！Ｃ

シー

スープ 松本 那々海 
呉市立安浦中学校 

第２学年 

図書カード 

（広島県学校給食会） 

広島県 

教育委員会賞 
 ひろしまいい子いりこ 佐藤  瑠香 

呉市立川尻小学校 

第４学年 

図書カード 

（広島県学校給食会） 

優秀レシピ賞 

広島名物たっぷり 

塩レモン焼きそば 
岡野  俊介 

府中町立府中緑ケ丘中学校 

第１学年 

図書カード 

（広島県学校給食会） 

 ひろしま愛あんかけ 坂本  里菜 
広島県立安芸高等学校 

第２学年 

図書カード 

（広島県学校給食会） 

広島レモン入り 

小松菜マドレーヌ 
内海  陽菜 

府中市立府中学園 

第６学年 

図書カード 

（広島県学校給食会） 

特別賞 

広島フルーツ 

牛にゅうかんてん 
森  涼 太 

府中市立府中学園 

第５学年 

アヲハタ 55ジャム（12本入

セット） 

（アヲハタ株式会社） 

たこバーガー 坂本  茉歩 
三原市立大和中学校 

第１学年 

パンの詰め合わせ 

（株式会社アンデルセン・ 

パン生活文化研究所） 

広島菜のやさ塩チャンプル 田村  風愛 
府中町立府中南小学校 

第６学年 

カロリーメイトゼリー アッ

プル味 １ケース 

（大塚製薬株式会社広島支店） 

おこのみ菜サラダ 升田  健太 
安芸高田市立船佐小学校 

第３学年 

ギフトセット 

（オタフクソース株式会社） 

ひろしまっかなＷ
ダブル

 

トマトゼリー 
岡田  拓也 

府中市立第一中学校 

第１学年 

カゴメ野菜スープギフトセッ

ト １ケース 

（カゴメ株式会社中国支店） 

レモンとしらすの広島牛丼 大本  童誠 
呉市立安浦中学校 

第２学年 

広島県産こしひかり 10㎏ 

（ＪＡ全農ひろしま） 

ねぎ塩レモンと広島菜の豚丼 鷹橋  希望 
東広島市立磯松中学校  

第３学年 

ＪＡグループ広島の柑橘果汁

ジュース １ケース 

（ＪＡ広島中央会） 

げんきもりもり！ 

広島いっパエリア 
上田  響子 

大崎上島町立大崎小学校 

第５学年 

広島産生かきむき身殻付かき

セット（加熱用） 

（広島県漁業協同組合連合会） 

レモン酢豚 川畑  奈央 
東広島市立八本松中学校 

第１学年 

スープ詰め合わせセット 

（ポッカサッポロフード＆ 

ビバレッジ株式会社） 

安芸津じゃがの味噌肉じゃが 糸瀬  愛莉 
東広島市立磯松中学校  

第３学年 

むさしオリジナルてやきせん

べい １セット 

（株式会社むさし） 

最優秀 

キャッチコピー 

ふるさとの味  

 未来へつなぐ   

  ひろしま給食  

木浦  勇輝 
三原市立大和小学校 

第５学年 

図書カード 

（広島県学校給食会） 
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市町名 実施日 献立（「熱く燃えろ！！Ｃスープ」及び牛乳以外） 特色ある取組

＜自校調理校＞
セルフコロッケバーガー

＜センター給食＞
バターパン　ビーフコロッケ　温野
菜

　10月16日（月）

＜デリバリー給食＞
麦ごはん　鶏肉のから揚げ　さや
いんげんの炒めもの　広島名物
たっぷり塩レモン焼きそば　大豆
と切り干し大根の炒め煮　ひろし
まいい子いりこ

福山市
10月17日（火）

～
10月19日（木）

黒糖パン
白身魚のビンゴソースかけ
ボイルキャベツ
みかん

・市の行事等で試食，チラシの配布
・地元スーパーマーケットにレシピ配布の依頼
・栄養教諭・学校栄養職員による地元スーパーマーケットとの連携（給食レシピ，
チラシの掲示等）
・学校給食週間中に試食会，パネル展開催（1月24日～1月30日開催予定）
・子ども料理教室におけるひろしま給食メニューの調理実習及び試食
・栄養教諭，学校栄養職員による10月の給食指導資料（教室掲示資料や教職員
用指導資料等）に「ひろしま給食」についての内容を掲載

呉市
10月19日（木）
10月20日（金）

ソフトパン
レモンチキン
小松菜のソテー
みかん（広島県産）

・呉市の統一メニューについて市内の栄養教諭，学校栄養職員が試作，検討する
調理研究を実施
・10月の給食指導資料（教室掲示用資料や教師用指導資料，保護者用指導資料
等）に「ひろしま給食の日」，「広島食育ウィーク」についての内容を掲載
・広島や呉の郷土料理（肉じゃが，八寸，城山煮，いがもち等）を10月の献立として
提供
・秋が旬の食材も多く取り入れ，月見の行事食も提供

竹原市 10月17日（火）
たけっこピラフ（ごはん）（市内産
のたけのこ，牛肉を使用）
広島レモンゼリー

・夏休み料理教室の開催
・10月の給食だよりでレシピを紹介し，学校から家庭に配付
・教室掲示資料を各学校に配付
・教育委員及び事務局職員による学校給食試食会の実施
・市内校長会で主旨等の説明
・市内公立保育所給食で提供
・市のホームページで献立紹介
・連携スーパー・事業所へのレシピ配付

大竹市 10月20日（金）

ぶちたべんさい！！Ｏ（オー）ピラ
フ（大竹市産の食材を使ったピラ
フ）
ミートオムレツ

・ひろしま給食特別号を作成し，各家庭に配付
・教職員を対象とした市教委主催の「健やかな体つくり研修会」でひろしま給食統
一メニューの調理実習を実施
・親子調理体験でひろしま給食メニューを調理，参加者にひろしま給食のリーフ
レットを配布
・市健康福祉まつりにおける展示及び試食
・市内公立保育所給食で提供

東広島市
10月16日（月）

～
10月23日(月）

ごはん
瀬戸内の恵揚げ
秋風さわやかきのこバターいため

・「ひがしひろしまお宝レシピ」として，市内を対象に「熱く燃えろ！！Cスープ」に
合うメニューを募集し，調理実習，試食によりメニューを決定
・給食だより「ひろしま給食特別号」の配付
・市内公立幼稚園・保育所給食での提供
・東広島市生涯学習フェスティバルにて展示

廿日市市
10月17日（火）

～
10月20日（金）

お宝廿けんピラフ
（廿日市産の米・まいたけ・あさり・
小松菜・しょうゆを使用）
広島サーモンのから揚げ
（廿日市の清流と大崎上島の瀬
戸内海で育った広島サーモン・廿
日市産の米粉を使用）
ゆで野菜

・廿日市市で「ひろしま給食」５万食をめざす
・栄養教諭等による廿日市市統一メニューの開発及び廿日市産食材の取材
・栄養教諭等による「廿日市市『ひろしま給食』新聞」の作成及び各家庭へ配付
・市教委だよりで啓発
・児童生徒に，「食べたよ！作ったよ！カード」を配付
・市ホームページに掲載し広報
・廿日市市生涯学習フェスティバルにて啓発（試食及びレシピ配布）

江田島市 10月20日（金）

コッペパン
いちじくジャム
くろだいのあまから
えたじまんサラダ

・校内参観日でレシピ配付，試作品展示
・試食会でひろしま給食の紹介
・給食だより，校内食育だよりで紹介
・各受配校にひろしま給食についての掲示資料を送付
・広報えたじまでレシピ紹介
・スーパーマーケットとの連携でポスター掲示とレシピ配布
・市内保育園の給食への活用

府中町
10月17日（火）

～
10月20日（金）

じゃこじゃこバーガー
広島県産のみかんゼリー又は広
島県産のみかん

・給食だよりにレシピ等を掲載し，家庭に配付
・ひろしま給食試食会の実施（町議会議員，町教委の参加）
・食育参観懇談会，料理教室，給食試食会等での試食
・給食だより，食育通信「ぱくぱく」，ホームページ等でレシピの紹介
・府中町学校栄養士が独自でポスターを作成し，掲示する。
・職員の食育研修会でひろしま給食を実習
・10/17ＰＴＡ主催給食試食会開催（広島名物たっぷり塩レモン焼きそば，わかめ
スープ，広島レモン入り小松菜マドレーヌ）
・自校児童の応募レシピの実施

海田町 10月20日（金）
海田でがんすバーガー
広島フルーツぷるるんゼリー

・海田町栄養士部会で提示資料や配布資料を作成し，各学校でのＰＲ活動
・給食委員会による「みんなで作ろう！ひろしま給食」の推進活動
・給食時間に，給食委員会による「海田ひろしま給食」紹介の放送
・学校行事「東小まつり」において，保護者へ「ひろしま給食」のＰＲ

平成29年度 各市町における「ひろしま給食」の献立及び特色ある取組

広島市

・食育だよりにレシピ等を掲載し，各学校から家庭に配付
・広島市PTA協議会広報誌「食育のススメ」への掲載
・広島市学校給食・食育フェイスブックに掲載し広報
・教室掲示資料，指導資料を各学校に配付

※　デリバリー給食では，「熱く燃えろ!!Ｃスープ」は汁物であるため実施しない。

　10月17日（火）

（別紙２） 



市町名 実施日 献立（「熱く燃えろ！！Ｃスープ」及び牛乳以外） 特色ある取組

熊野町 10月17日（火）

桜えびと黒豆入りかぎあげ（熊野
町産黒大豆）
八寸（熊野町の郷土料理）
ごぼうサラダ
広島みかん

・町のホームページに取組を掲載（10，11月中）
・町民文化祭でコーナーを設置し紹介
・子供料理教室で調理，試食
・公民館における一般対象の料理教室で調理，試食
・町内保育所にレシピを配付（給食に活用させるため）
・広島食育ウィークでは，これまでの「ひろしま給食」のメニューを給食に数多く使
用する。

坂町 10月19日（木）
パインパン
もち麦サラダ（もち麦は特産物）

・10月の食育便りでレシピを紹介し，学校から家庭に配付
・教室掲示資料の作成
・食育黒板に料理の写真とポイントを記載
・今年度のひろしま給食について放送委員会を活用して紹介
・10月の献立に坂の特産物を使用した料理（芸州坂うどん，かわりにたりもち，梅ゼ
リー）を提供

大崎上島町 10月19日（木）

広島菜ご飯
チヌのレモンソース（大崎上島産
のレモン使用）
ボイルキャベツ
みかん（大崎上島産）

・大崎上島町役場等の施設にレシピを配付
・保健衛生課主催の夏休み子供料理教室で「ひろしま給食」メニューを調理
・広報「大崎上島」の「管理栄養士のヘルシークッキング」のコーナーで紹介
・食育だよりにレシピを掲載し配付
・学校へ行こう週間中の給食試食会で「ひろしま給食」メニューを実施

安芸高田市 10月19日（木）
ごはん
鶏肉のはちみつレモン焼き
菜漬け和え

・給食だよりによる情報発信
・保育所，幼稚園，小中学校の保護者を対象にした給食試食会の実施
・毎月１回以上，郷土・行事食を実施

安芸太田町
10月16日（月）

～
10月20日（金）

広島名物たっぷり塩レモン焼きそ
ば（安芸太田町のB級グルメにち
なんで漬物を追加）
広島レモン入り小松菜マドレーヌ

・町内の調理員・栄養士で試作し，町の関係部署と一緒に試食・検討する。(８月)
・保育所給食への活用促進
・県に応募したキャッチコピーの中から，町内のものを再審査し，そのキャッチコ
ピーをもとに給食だより等でＰＲ活動を行う。
・今後，地元食材である“祇園坊の干し柿”を使用して「広島レモン入り祇園坊マド
レーヌ」を実施する。

北広島町
10月16日（月）

～
10月20日（金）

きたひろバーグ　リンペソース（北
広島町「平成28年度夢プロ給食コ
ンテスト」最優秀賞メニュー）
ほうれん草ともやしの海苔あえ

・北広島町の食材を使用した「夢プロ給食コンテスト」の平成28年度最優秀賞メ
ニューを採用
・北広島町の特産物，ほうれん草・りんごを利用したメニューの提供

三原市
10月16日（月）

～
10月19日（木）

たこバーガー（三原市内中学生考
案メニュー）
レモンゼリー

・｢ひろしま給食｣応募作品の三原市給食への活用と給食便りでの発信
・市内栄養教諭・学校栄養職員・給食調理員と合同で，三原市版｢ひろしま給食メ
ニュー｣の調理実習
・三原教育「希望と未来」フォーラムで三原市版「ひろしま給食メニュー」3作品のレ
シピ，おやつレシピ発表及びキャッチコピー披露

尾道市
　10月17日（火）

　～
　10月19日（木）

マーマレードチキン（広島県産の
ネーブルマーマレード使用）
ゆでキャベツ
瀬戸田レモンゼリー

・栄養教諭・学校栄養職員でひろしま給食メニュー調理実習
・市内技術員（給食調理員）対象の調理実習にて，ひろしま給食メニュー調理実
習
・ひろしま給食について，実施メニュー，レシピを掲載したたよりを配付
・「マーマレードチキン」に広島県産ネーブルマーマレードを使用

府中市 10月18日（水）

上下産押し麦ごはん
豆腐ハンバーグのふちゅミソース
かけ
府中野菜の彩りサラダ
瀬戸内産レモンムース

・府中市広報「ふちゅう」への掲載
・女性こども課（市内保育所）と合同給食を実施し，あわせて合同食育通信を配付
・道の駅「びんご府中」のレストラン及び府中市民病院のレストランにて統一メ
ニューの提供
・ひろしま給食実施当日，市民給食試食会を開催
・府中学びフェスタでの販売（10月28，29日）
　　＊府中市食生活改善推進委員・女性こども課職員協力による「熱く燃えろ！！
　　　Ｃスープ」「広島レモン入り小松菜マドレーヌ」の試食ブースの設置
　　＊ひろしま給食を含む府中市食育推進の取組を紹介する「子供たちへの食育
　　　メッセージ」展を開催
・府中市健康福祉まつりに「ひろしま給食」のブース出展
・ひろしま給食を府中市食生活改善推進員による料理講習会のメニューとして取り
入れ各地域で広く啓発活動を実施

世羅町 　10月17日（火）
サーモンのフライ
梅のシラス和え

実施日の学校の様子をケーブルテレビで放映（予定）
　※主食は家庭より持参する。

神石高原町 10月19日（木）

神石高原ポークのハーブ焼き（豚
肉・ハーブソルト）
野菜ソテー（人参・キャベツ）
ぶどう（ピオーネ）
　※（　　）内は町内産食材

・町事業（地産地消推進事業「神石高原ランチ」：地場産物を多く取り入れたメ
ニュー）とのコラボレーションメニューを実施し，町内の全小中学校へ提供
・「熱く燃えろ！！Ｃスープ」を神石高原町版にアレンジし，地場産物はベーコン，
玉葱，じゃがいも，キャベツ，干し椎茸，トマト，トマトチャップを使用
・夏季休業中に，栄養教諭，栄養士，調理師（学校給食），保護者で今年度の「ひ
ろしま給食」の５つのレシピの調理実習を実施

三次市
10月16日（月）

～
10月20日（金）

わにのみそカツ（県北郷土の食材
わにを使用）
ごま和え（小松菜など三次産の野
菜を使用）

・「親子クッキング教室」を開催し，ひろしま給食の実習ＰＲ活動（栄養教諭，学校
栄養職員指導）
・ＪＡ女性部と夏野菜講習会においてひろしま給食を実習し理解を深めた。
・三次市「食育だより」ひろしま給食（食育ウイーク特別号）の作成
・市食育イベントや健康祭りにおいてチラシを配布
・市保育所とも連携しひろしま給食の実施

庄原市 10月19日（木）
磯の香りのワニフライ
庄原たっぷり和え

・市内統一メニューの実施
　市内栄養士連絡協議会（栄養教諭・学校栄養職員）で統一メニューの決定
　同協議会で統一メニュー及び「ひろしまおやつ」の調理実習・試食
・給食だよりや食育だより等でメニューの紹介
・給食試食会で「ひろしま給食」を試食



「ひろしま給食
100万食プロジェクト」は、
広島ならではの
給食メニューを開発し、
学校・家庭・地域が
一体となって食育を
推進する事業です。

広島県教育委員会

広島名物たっぷり
塩レモン焼きそば

キャッチコピー考案  

木浦 勇輝さん 
（三原市立大和小学校　
　　　　　　第5学年）

ひろしま
愛あんかけ

広島レモン入り
小松菜マドレーヌ

ひろしま食育ウィーク平成29年10月15日～21日

熱
く燃
えろ
！！C

スープ
熱
く燃
えろ
！！C

スープ
最優秀

レシピ賞
レシピ考案

松本 那々海さん
（呉市立安浦中学校

第２学年）

応募総数

4,160作品から
選ばれました

ひろしま
いい子いりこ

木

未来へつなぐ
ひろしま給食

ふるさとの味
未来へつなぐ
ひろしま給食

ふるさとの味
未来へつなぐ
ひろしま給食

ふるさとの味
未来へつなぐ
ひろしま給食

ふるさとの味

広島県
教育

委員会賞

優秀
レシピ賞

優秀
レシピ賞

優秀
レシピ賞

「ひろしま給食100万食プロジェクト」は
広島東洋カープを応援しています

給食メニューを

学校で食べる
20万食

家庭・地域・社会でみんなで食べる80万食
広島県全体で

おいしく食
べる

100万食

シー



① 豚もも肉，にんじん，たこ，もやし，キャベツ，かまぼこを順
に炒める。

② 焼きそば麺を加え，塩レモンのタレで味付けする。
③ 青ねぎを入れて混ぜる。

① 厚あげを１／４に切る。
② 広島菜漬け，戻しておいた干ししいたけをみじん切り

にする。
③ 調味料Ａを混ぜておく。
④ フライパンで厚あげを焼き，取り出しておく。
⑤ フライパンで鶏ミンチ，干ししいたけ，広島菜漬けを順

に炒める。
⑥ ⑤にちりめんじゃこ，③の調味料を加える。
⑦ 水溶き片栗粉を入れ，とろみを付ける。
⑧ ④に⑦をかけ，好みで，紅しょうが，レモンの皮をのせる。

① ボウルに卵，グラニュー糖，はちみつ，レモン汁を入れ，
白っぽくなるまで混ぜる。

② ふるっておいた小麦粉，ベーキングパウダーを入れる。
③ 溶かしバターを加えて混ぜる。
④ 小松菜とレモンの皮を入れて混ぜる。
⑤ カップに流し入れる。
⑥ 180℃のオーブンで20分間焼く。
※オーブントースターの場合は，アルミはくをかけて15分

間焼く。

材料 （4 人分）

① 鍋に油を入れて熱し，ベーコン，しらす干しを炒め，塩・
こしょうをふる。

② 玉ねぎを入れて炒め，水を加えて煮る。
③ じゃがいもを入れる。
④ 生しいたけ，キャベツを入れる。
⑤ じゃがいもが八分通り煮えたら，トマトジュース，ケ

チャップ，コンソメを加えて煮る。

作り方

作り方

作り方 作り方

① かえりいりこ，乾燥わかめ，白ごまをから炒りする。
 ※乾燥わかめは，水で戻して使ってもよい。
② マーマレードを水で溶いておく。
③ ②に①を入れ，水分がなくなるまで弱火でからめる。

作り方

熱く燃えろ!!Cスープ
松本 那々海さん （呉市立安浦中学校 第２学年）

このスープは，カープの試合を見ていた時に思いつきました。「カープのよ
うに真っ赤でアツイものはできないか！？」と考えたすえ，この「熱く燃えろ！！
Ｃ（シー）スープ」ができました。具材がいっぱいでとてもおいしいです。

最優秀
レシピ賞
最優秀

レシピ賞
平成29年度

「ひろしま給食」統一メニュー

ベーコン 40g （短冊切り）
しらす干し 4g
玉ねぎ 3/4個 （スライス） 
じゃがいも 1/2個 （1cm角切り）
キャベツ 2枚 （1cm角切り） 
生しいたけ 1枚 （せん切り）
トマトジュース　60cc, 　ケチャップ　小さじ4,
コンソメ  4g,　水  420cc,　塩  少々,　こしょう  少々,
炒め油  小さじ1/2　※お好みで唐辛子

材料 （4 人分）

塩レモン焼きそば 
岡野 俊介さん （府中町立府中緑ケ丘中学校 第１学年）

瀬戸田産のレモンを使った，短時間で作れるヘルシーメニューです。

材料 （4 人分）

熱く燃えろ!!Cスープ
松本 那々海さん （呉市立安浦中学校 第２学年）

何回も作ってみました。作りたてはぱりっと，しばらくするとしなやかになりま
す。日持ちもします。おでかけにもいいです。カルシウム・ミネラルがいっぱ
い！ かんきつのマーマレードのかおりがさわやか！おやつにもピッタリ！

最優秀
レシピ賞

ひろしまいい子いりこ
佐藤 瑠香さん （呉市立川尻小学校 第４学年）

材料 （4 人分）

小松菜マドレーヌ
内海 陽菜さん （府中市立府中学園 第６学年）

小松菜が苦手でも，マドレーヌだから，おいしく食べることができます。

材料 （4 人分）

ひろしま愛あんかけ
坂本 里菜さん （広島県立安芸高等学校 第２学年）

広島県産の大豆を使った厚あげと，広島県産のもち米を使ったノンアル
コールの甘酒と広島県産のレモン，かきしょうゆこうじ，音戸のちりめんを
使っていて，子どもでも食べやすい，やさしい味になってます。

広島県
教育

委員会賞

広島県
教育

委員会賞

優秀
レシピ賞

優秀
レシピ賞

優秀
レシピ賞

かえりいりこ 30g
乾燥わかめ 3g
白ごま 小さじ1 
マーマレード 小さじ5
水 小さじ1

小麦粉 大さじ 6
ベーキングパウダー 小さじ 1/4
グラニュー糖 大さじ 2 と 1/2 
 卵 1 個 
はちみつ 小さじ 2
レモン汁 小さじ 2
バター 40g
小松菜 40g（みじん切り）
レモン（皮） 5ｇ （みじん切り）
マドレーヌカップ 4 個

厚あげ 400g [2枚] （1/4切り）
鶏ミンチ 80g 
広島菜漬 40g （1cm幅）
干ししいたけ 4g （みじん切り） 
ちりめんじゃこ  12g
紅しょうが 適量 （せん切り）
レモン（皮） 適量 （せん切り）
A　（甘酒 小さじ4,　しょうゆ 小さじ2,　水80cc）
片栗粉 小さじ1/2,　水 小さじ1/2
サラダ油 小さじ1

焼きそば麺 4玉 
豚もも肉 80g （こま切れ）
たこ 80g （ぶつ切り） 
かまぼこ  30g （スライス）
にんじん 1/6本 （せん切り）
もやし 1/2袋 
キャベツ 4枚 （せん切り）
青ねぎ　 6本 （小口切り）
炒め油　 大さじ1/2
塩レモンのタレ レモン汁  小さじ4,　ごま油  小さじ4
 塩  小さじ2,　砂糖  小さじ2
 こしょう  少々  

広島名物
たっぷり

広島
レモン入り

応募総数4,160作品から選ばれた5つの
「ひろしま給食」メニュー！

広島の身近な食材を使った家庭でも
簡単にできるメニューです。

詳しくはこちらをご覧ください。
▶HP「ホットライン教育ひろしま」

29ひろしま給食 検索

平成29年度  平成29年度  

▶クックパッドの公式キッチン
　「広島県教委100万食」にも
　レシピを掲載しております。

シー


