
2020 年 12 月 14 日 
ＰＴＡ会員の皆様 

簡単にできるお昼ごはんのご案内 
クアラルンプール日本人学校 

ＰＴＡ会長 安松 英子 
文化部部長 川原 恭子 

日頃よりＰＴＡ活動にご理解、ご協力ありがとうございます。 
度重なる休校、そしてもうすぐ冬休み、毎日のお昼ご飯の献立でお悩みの方もいらっしゃるのでは

ないかと思います。 
そこで、短い時間で、さっと作れるお昼ご飯をいくつかご紹介させていただきます。ほとんどのレシ
ピは、ご家庭で常備してある材料で手軽に作れるのではないかと思います。 
 目を通して頂き、興味があるレシピがあれば、是非ご活用いただけましたら幸いです。 
 
 

お野菜たっぷり簡単タコス  
【材料】３～4 人前 

・タコスの皮…8 枚 

・牛挽き肉…200ｇ 

・シーズニングミックス(タコス用)…適量 

・レタス…1 個・ピーマン…２分の１・玉ねぎ…２分の１ 

・トマト…1 個・アボガド…1 個 

・にんにく… ひとかけ（おろしておく） 

・塩、コショウ… 少々・レモン汁…小さじ１ 

・サラダ用チーズ（お好みで） 

・タバスコ（お好みで食べるとき） 

①レタスは一口大に切る。 

玉ねぎはみじん切りをして辛みを抜くために水にさらしておく。 
ピーマン、トマト、アボカドは 1 センチぐらいの大きさに切る。 

アボカドにはレモン汁を少しかけておく。 

②玉ねぎの水を切ったらピーマン、トマトと合わせてにんにく、 

レモン汁、塩、コショウで味付けをする。 

③油をひいたフライパンで牛挽き肉を炒める。 

お肉の色が変わったぐらいで、キッチンペーパーを引いたお皿の上に牛挽き肉をあげて油をきる。 

フライパンの油も拭き取る。 

牛挽き肉をフライパンにもどし、タコスシーズニングミックスとお肉がかぶる程度のお水を入れて水分がなく

なるまで煮る。 

※シーズニングミックスは味をみながら入れる。 

④タコスの皮をお皿に入れてラップをして、電子レンジで 40 秒ほど温める。（同じお皿で 4 枚同時に温める場合） 

※フライパンで 1 枚ずつさっと火を通しても美味しいです。 

⑤温めた皮に野菜、牛挽き肉、チーズをのせて具材が落ちないように包んだら完成です。 

 

 
 

パパッと簡単どんぶりアボカド・キムチ簡単丼 
【材料】１人前 

・ご飯…お好みの分量 

・お好みのキムチ…お好みの分量 

・青菜のナムル…お好みの分量（写真はほうれん草） 

・アボカド…2 分の１ 

・塩こんぶ…お好みの分量 

・醤油…お好みの分量 

①全てを盛り付け、醤油をまわしかけていただきます。 

★お好みで納豆、オクラ、もやし、人参のナムル等をトッピングしてください。 

 

 

タコスの皮 タコス用シーズニング 



 

簡単！ボロネーゼ風 茄子のひき肉パスタ 
【材料】１人前 

・パスタ…100ｇ 

・豚挽き肉…50ｇ 

・ナス…１本 

・にんにく（チューブ可）…１片 

・ケチャップ…大さじ２ 

・ウスターソース大さじ１ 

・オイスターソース…小さじ１ 

・コンソメ…小さじ１ 

・塩、コショウ、ブラックペッパー…適量 

・粉チーズ（お好みで） 

①パスタを茹でる 

にんにくをみじん切りして、ナスはヘタを取り小さめのサイコロ切りにする。 

②フライパンでにんにく、挽き肉、ナスと順番に炒める。 

③ナスがしんなりしてきたら、塩、コショウをして、ケチャップ、ウスターソース、オイスターソース、コンソメ

の順にいれる。 

④茹で上がったパスタをお皿に移し、③を上に盛り付ける。お好みでブラックペッパー、粉チーズをかけます。 

 

 

 

うどんや素麺にも使える！ヘルシーなぶっかけそば 
【材料】4 人前 

・蕎麦…（３～４束） 

・ちくわ…短い物であれば６本（冷凍の物）麺を茹でる時、湯通しし切っておく 

・きゅうり…1 本 千切り 

・ネギ…お好み 小口切り 

・その他ほうれん草やワカメなどトッピング 

★簡単麺つゆ 

・水…450 ㏄ 

・顆粒だし…小さじ１と 2 分の１ 

・醤油…150 ㏄ 

・みりん…150cc 

・砂糖…大さじ１と 2 分の１ 

★簡単天かす 

・小麦粉…大さじ２ 

・酢…小さじ２分の１ 

・水…大さじ２と小さじ１ 

①鍋に麺つゆの材料を全て入れて沸騰させて冷まし、冷蔵庫で冷やしておく。 

②天かすの材料を混ぜて、油を 2 ㎝ほどいれたフライパンの上から 40 ㎝ぐらいの高さから円を書くように 

少しずつ落とす。狐色になったら取り出して冷ましておく。 

③麺を規定の時間で茹でて流水で洗いザルに上げておく。 

④器に麺、お好みのトッピングを盛り付け、麺つゆをかけていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

発酵時間が短い！お家で簡単ピザ 
【材料 ピザ生地 約 24 ㎝ 2 枚分】 

・強力粉…200g 

・薄力粉…50g 

・砂糖…20g 

・塩…3ｇ 

・ドライイースト…5g      

・水…145~150g 

・オリーブオイル…20g               

【材料 ピザソース（２枚分）】 

・ケチャップ大さじ 3・マヨネーズ大さじ２分の１・にんにく一片（すりおろす） 

・しょうゆ小さじ１・塩・胡椒…全ての材料を混ぜ合わせる。 

【材料 トッピング①】            

・ピザソースお好みの量・マッシュルーム 2 個・パプリカ 25ｇ・ベーコン 2 枚 

・ズッキーニ 5 ㎝・ピザ用チーズ 120g 

【材料 トッピング②】 

・ピザソースお好みの量・アスパラガス 5 本 

・スィートコーン大さじ 2・ウィンナー2~3 本 

・ピザ用チーズ 120g 

★トッピングの具材はすべて食べやすい大きさに切っておく。 

①ピザ生地を作る。 

ボウルに生地材料をすべて入れ、ボウルの中で生地をまとめる。 

粉っぽさがなくなったらボウルから出し捏ねる。 

たくさん捏ねなくても生地が滑らかになれば大丈夫です。 

★ドライイーストと塩は離して入れておきます。 

②2 等分して生地を丸める。 

生地の閉じ目を下にし、乾燥させないようにラップをかけて 10~15 分休ませる。 

③オーブンの予熱(250 度)を入れておく。 

④クッキングシートの上に生地をのせ、めん棒などで生地を 24 ㎝ぐらいの丸に伸ばす。 

⑤ピザソースを塗りトッピングをする。 

⑥予熱が完了しているオーブンで 10 分ほど焼く。 

★ご家庭のオーブンにより差がありますので焼成は様子を見て温度や時間調整をお願いいたします。 

 

 

 

冷蔵庫にあるもので超簡単スープビーフン     
【材料】2 人前 

・ビーフン… 160g 

・IKAN BILIS STOCK CUBE…4 個 

・水…1200cc 

・豚薄切肉や鶏肉など…100g 程度 

・野菜（青梗菜、白菜、ニラ、小松菜などの葉物野菜やえのき、 

しめじなどのきのこ類）適量 

・お好きなトッピング（ごま、わかめ、ねぎ、フライドオニオンなどお好みで） 

①ビーフンは水で固めに戻し、よく水をきり器にいれておく。 

②肉と野菜を食べやすい大きさに切る。 

③鍋に水と CUBE を入れ、煮立ったら肉と野菜を入れて煮る。 

④具材が煮えたら、スープを器に注ぎ具材を盛り付ける。 

⑤お好みでトッピングをかけて出来上がりです。 

★写真の具材は豚バラ薄切肉と青梗菜、トッピングはねぎ、わかめ、フライドオニオンです。 

 

 



 

簡単野菜タコライス       
【材料】 2 人前       

・豚挽き肉…150g       

・玉ねぎ…半分      

・パプリカ赤、黄、緑…各４分の１      

・マッシュルーム…2 ケ       

・レタス…2 枚（仕上げ用）       

・ご飯…お好み分  

★調味料   

・ケチャップ…大 4       

・ウスターソース…大 2 

・カレー粉…小 1 

・コンソメ…小 1       

・塩、コショウ…少々 

★トッピング       

・チーズ（ピザ用）・カットしたトマト（お好みで） 

①野菜をみじん切りにする。レタスは千切りにカットする。     

②塩、コショウを抜いた調味料を混ぜておく。       

③タコミートを作る。       

 フライパンに油をひき、挽き肉を炒める。お肉の色が変わったらレタス以外の野菜を入れ炒める。  

④火が通ったら塩、コショウ、その他の調味料を入れて少し煮詰める。仕上げにチーズを混ぜ合わせる。 

⑤ご飯を盛りレタスをひきタコミートを盛りつけて完成。 

★トマトなど野菜はお好みでお願いします。 

 

 
子供も大好き！スパムおにぎり（テリヤキ味） 
【材料】8 個分 

・ご飯…約 800g（大きめの俵おにぎり 8 個分） 

・スパム…1 缶（340g） 

・醤油…大さじ 2 

・みりん…大さじ 2 

・酒 …大さじ 2 

・砂糖…大さじ 2 

・ふりかけ…お好みで 

・マヨネーズ…お好みで 

・海苔…帯状 8 枚 

①ご飯を大きめの俵おにぎりにする（1 個あたり約 100g）。 

②スパムを 8 等分に切り、フライパンで両面を軽く焼く。 

（テフロン加工でないフライパンの場合は油を大さじ 1 程度ひく）。 

醤油、みりん、酒、砂糖を加え、弱火でスパムに絡める。 

③俵おにぎりに、お好みでふりかけ・マヨネーズをのせ、①のスパムをのせ、 

真ん中を海苔で巻いて出来上がりです。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

簡単大根葉ふりかけ       
【材料】       

・大根葉（1 本分）       

・鰹節… お好みの分量     

・いりごま…小 2      

・胡麻油…大１       

・麺つゆ…小 1         

①大根葉を細かく切る。       

②フライパンに胡麻油を入れ大根葉を炒める。（水分を飛ばす）   

③鰹節、麺つゆを入れ汁気がなくなるまで炒め、いりごまを混ぜ合わせ完成です。  

 

 
残り物の野菜で簡単！中華炒め丼   
【材料】2 人前   

・ゴマ油…適量 

・にんにく…一片  

・豚肉（薄切り）…120ｇ 

・残り物の野菜 

（今回は青梗菜 1 株、ハヤトウリ 4 分の１個、人参３分の１本） 

・鶏がらスープの素…小さじ 1 

・オイスターソース…大さじ２分の１ 

・醤油 大さじ２分の１ 

★水溶き片栗粉 

・片栗粉…小さじ 1 

・水…大さじ 1 

・ご飯…お好みの量 

①にんにくはみじん切り、豚肉、青梗菜は一口大、ハヤトウリ、人参は火が通りやすいように 

薄めの半月切りに切っておく。 

②フライパンにゴマ油を入れ、みじん切りにしたにんにくを加え香りを立たせる。 

③豚肉を炒める。 

④豚肉に火が通ったら、火の通りにくい順に野菜を炒めていく。 

⑤鶏がらスープの素、オイスターソース、醤油を加えて炒めあわせる。 

⑥水を加えて蓋をして 3-4 分ほど蒸らし、野菜をしんなりさせる。 

⑦水溶き片栗粉を加えてとろみをつける。 

⑧ごはんの上に⑦をかけ、お好みでねぎ、ごまなどをちらす。 

★ねぎ・ごまなどお好みでトッピングして下さい。 

 

 

ツナ缶で簡単！そうめんアレンジ 
【材料】2 人前 

・そうめん…2 人分   

・ツナ缶…１缶（150ｇ）         

・☆醤油…大さじ１  

・☆オリーブオイル…大さじ１ 

・☆塩、コショウ…少々 

・☆レモン汁…少々 

・野菜（トマト、オクラ、枝豆など） 

①そうめんを茹で、水で冷やす。 

②①にツナ缶をオイルごと入れ、☆の調味料を加えて和える。 

③お好みの野菜と一緒に盛り付けて出来上がりです。 

 


