
◆牛肉と人参のくるくる巻き

【 材料（2人分）】

・牛薄切り肉 3枚

・人参 1/2本

・塩 少々

・こしょう 少々

・酒 少々

【 作り方 】

①人参をピーラーで薄く切る。

②牛薄切り肉を広げ、塩・こしょうをふる。

③人参を牛肉の上にならべる。

④牛肉を手前からくるくる巻く。

⑤1つずつラップに置き酒をふり、キャンディー包みをしてとじたら耐熱皿にならべる。

⑥温まった蒸し器に耐熱皿を入れ、中火で10分蒸す。牛肉の色が変わり中まで火が通ったら、
火を止める。

◆たまご焼き

【 材料（2人分）】

・卵 2個

・牛乳 大さじ2

【 作り方 】

①卵2個を割り、白身を切る。

②牛乳大さじ2・マヨネーズ1周・塩ひとつまみを入れ混ぜる。

③焼く。
◆かぼちゃサラダ

【 材料（2人分）】

・かぼちゃ 1/8個

・さつまいも 1本

・レーズン 適量

・クリームチーズ 2個

【 作り方 】

①かぼちゃ・さつまいもを、電子レンジで各々3～4分チンする。

②ボウルにうつし、つぶす。

③牛乳・酢・塩・こしょうを加え、混ぜる。

④粗熱を取り、レーズン・クリームチーズ・マヨネーズを加え混ぜ合わせる。

最優秀賞
あつまれわたしの好きな物☺弁当

田上 誉莉さん（熊本県・小５）

◆豆ごはん

◆牛肉と人参のくるくる巻き

◆たまご焼き

◆かぼちゃサラダ

◆ほうれん草のごまあえ

◆ブロッコリー

国産の牛肉を使ったレシピ

牛乳を使ったレシピ

・牛乳 大さじ2

・酢 小さじ1

・塩 少々

・こしょう 少々

・マヨネーズ 適量

・マヨネーズ 適量

・塩 ひとつまみ

※レシピ・写真の無断転載を禁じます

～審査員からのコメント～
牛肉そのものの美味しさが一番引き
立っています。塩・こしょうのみの味
付けで大変味が良いです。かぼちゃ
サラダにさつまいもを入れる面白さ
も。牛乳とお酢がマヨネーズ味をより
引き立てています。バランスも良く作

りやすいお弁当です。



◆牛そぼろ

【 材料（2人分）】

・牛肉 150g

・水 50㏄

・焼肉のたれ 大さじ2

【 作り方 】

①牛肉を細かく切る。

②鍋に水・焼肉のたれ・片栗粉・牛肉を入れ中火で煮る。

③こげないように、ヘラで混ぜ続ける。

④水分がなくなったら、できあがり。

◆高野豆腐のミルク煮

【 材料（2人分）】

・高野豆腐 2枚

・人参 小1/4本

・牛乳 100㏄

・水 50㏄

【 作り方 】

①高野豆腐を、熱いお湯でもどす。

②高野豆腐を水で押し洗いする。

③高野豆腐を1/4に切る。

④鍋に牛乳・水・めんつゆ・さとうを入れよくかき混ぜ、しっかり水をしぼった高野
豆腐を入れる。

⑤中火で煮て沸騰したら弱火にし、落とし蓋をして煮る。

⑥水分が少なくなったら火を止め蒸らして完成。茹でた型抜き人参を添える。

◆炒り卵

【 材料（2人分）】

・卵 1個

・牛乳 大さじ1

【 作り方 】

①フライパンに菜種油をひく。

②ボウルに卵・牛乳・塩を入れ混ぜる。

③フライパンに入れて、4本の菜箸でよく炒る。

優秀賞
おじいちゃん、おばあちゃん

『牛パワー』で、元気もりもり弁当
猿田 雄大さん（神奈川県・小４）

国産の牛肉を使ったレシピ

牛乳を使ったレシピ

・塩 ひとつまみ

・菜種油 大さじ1

・めんつゆ 大さじ1

・さとう 小さじ1/2

・片栗粉 小さじ2

・ごま 適宜

◆ごはん

◆牛そぼろ

◆高野豆腐のミルク煮

◆炒り卵

◆ほうれん草の和えもの

◆ミニトマト

※レシピ・写真の無断転載を禁じます

～審査員からのコメント～
食べる人の顔を思い浮かべて作ったよう
で好感が持てます。そぼろは食べやすい
よう片栗粉で仕上げていて、ほうれん草は
水分が出ないようかつお節とのりで和え
工夫されています。高野豆腐を牛乳で煮
るアイディアは、味も良く素晴らしいです。



◆牛肉のしぐれ煮

【 材料（2人分）】

・牛肉 150g

・ごぼう 1/2本

・玉ねぎ 1/4個

・絹さや 2枚

・しょうが 少々

【 作り方 】

①ごぼうは皮をむき、スライサーでスライスしたら、水にさらしてあくをぬく。

②玉ねぎは薄くスライスしておく。

③鍋に油をひき、しょうが・ごぼう・玉ねぎ・牛肉を炒め、調味料を入れ汁気が
なくなるまで煮詰めたら完成。絹さやを添える。

◆ アメリカンドッグ

【 材料（2人分）】

・ホットケーキミックス 50g

・ミニウインナ― 10本

・牛乳 40㏄

【 作り方 】

①ウインナーに爪楊枝をさす。

②ボウルにホットケーキミックスと塩を入れ、泡だて器で混ぜ、牛乳とマヨネーズ
を加えて混ぜる。

③ウインナーに生地をつけて、170度の油できつね色になるまで揚げ、完成。

（可愛いピックに爪楊枝を差し替えると可愛いよ）

・酒 50㏄

・しょうゆ 大さじ1

・みりん 大さじ1

・さとう 大さじ1

・油 少々

◆炒り卵

【 材料（2人分）】

・卵 2個

・牛乳 小さじ1

・さとう 小さじ2

【 作り方 】

①鍋に卵・牛乳と全ての調味料を合わせて泡だて器でよく混ぜ合わせる。

②中火の火にかけ、泡だて器でよくかき混ぜながら、炒り卵を作り、完成。

・みりん 大さじ1

・塩 少々

優秀賞
コロナに負けるな弁当

増田 旬汰さん（愛知県・小５）

・マヨネーズ 少々

・塩 少々

国産の牛肉を使ったレシピ

牛乳を使ったレシピ

◆ごはん

◆牛肉のしぐれ煮

◆炒り卵

◆アメリカンドッグ

◆ミニトマト

◆スナップエンドウ

※レシピ・写真の無断転載を禁じます

～審査員からのコメント～
ごぼうのささがきはピーラーを
使ったり、炒り卵に泡だて器を使
うなど、子ども向けのアイディア
は時短で安全です。全体的に甘
めで子どもが好きな味付けで、お
かずのバランスも良いです。



◆肉巻きおにぎり

【 材料（2人分）】

・牛肉 150g

・ごはん 適量

・しょうゆ 10㏄

・みりん 10㏄

・酒 15㏄

・さとう 大さじ1/2

【 作り方 】

①30gくらいのごはんを俵型ににぎる（4～6個）。

②牛肉を巻く。調味料はよく混ぜておく（こしょうと白ごま以外）。

③熱したフライパンで②をコロコロまわしながらよく焼く。こしょうをまぶす。

④火が通ったら調味料を入れまわして味をしみこませる。

⑤白ごまをまぶしてできあがり。

◆グラタン

【 材料（2人分）】

・玉ねぎ 1/8個

・じゃがいも 1/4個

・しめじ 少々

・ベーコン 1枚

・油 少々

【 作り方 】

①野菜は薄切りにする。ベーコンも小さく切る。

②鍋に油を熱して、ベーコン→玉ねぎ→じゃがいも→しめじの順で
入れ、よく炒める。塩・こしょうをする。

③火を止め、小麦粉を入れて、かき混ぜる。

④弱火にし牛乳を少しずつ入れ混ぜて、とろみをつける。

⑤アルミカップに少しずつ入れ、ピザ用チーズを上にのせる。

⑥トースターで6～7分焼く。

特別賞
ぎゅう ぎゅうぎゅう

牛～っと牛牛弁当
磯野 夏葵さん（千葉県・小５）

◆肉巻きおにぎり

◆グラタン

◆たまご焼き

◆三色ナムル

◆ちくわハムチーズ

◆ちくわきゅうり

◆ミニトマト

国産の牛肉を使ったレシピ

牛乳を使ったレシピ

・牛乳 75㏄

・塩 少々

・こしょう 少々

・小麦粉 大さじ1

・ピザ用チーズ 適量

・ポン酢 大さじ1/2

・ごま油 大さじ1/2

・和風顆粒だし 小さじ1/2

・こしょう 適量

・白ごま 適量

※レシピ・写真の無断転載を禁じます

～審査員からのコメント～
お弁当全体の味のバランスが良く、
満足感があります。メインの肉巻きお
にぎりがおいしく、他のおかずとのバ
ランスも良いです。野菜もしっかり
使っていて栄養面もばっちりです。



◆肉巻き

【 材料（2人分）】

・牛薄切り肉 2枚

・はんぺん 1/6枚

・いんげん 2本

・塩 少々

・こしょう 少々

・焼肉のたれ 大さじ1

【 作り方 】

①いんげんを電子レンジ500Wで1分30秒チンする。

②はんぺんをスティック状に切る。

③牛肉を1枚ずつ平らにならべ、塩・こしょうをふる。

④牛肉でいんげんとはんぺんをそれぞれ巻く。

⑤フライパンに油少々ひき、④を焼く。

⑥牛肉が焼けたら、焼肉のたれと水を混ぜたものを全体にまわし入れ、からめる。

⑦冷めたら切る。

◆キッシュ

【 材料（2人分）】

・ミックスベジタブル 大さじ3

・ハム 1/4枚

・バター 少々

・とろけるチーズ 1/2枚

【 作り方 】

①ミックスベジタブルを電子レンジ600Wで40秒チンし、熱いうちにバターを入れ、
混ぜる。

②ハムを1cm角に切る。

③①の中に②と牛乳・卵・コンソメを入れて混ぜる。

④シリコンカップに③を入れ、ラップをして電子レンジ500Wで40秒チンする。

⑤④にチーズをのせ、オーブントースターで5分焼く。

・水 大さじ1/2

・油 少々

◆かぼちゃの茶巾しぼり

【 材料（2人分）】

・冷凍かぼちゃ 2カット

・牛乳 20ml

・クランベリー 大さじ2/3

【 作り方 】

①かぼちゃを水でぬらし、電子レンジ600Ｗで2分チンする。

②①にバター・さとうを入れ、つぶす。

③②に牛乳を入れて混ぜ、電子レンジ600Ｗで20秒チンする。

④③にクランベリーを混ぜる。

⑤ラップに包んで茶巾にする。

・バター 少々

・さとう 大さじ1/2

特別賞
栄ようバッチリ！Circleべんとう

岩本 茉奈さん（神奈川県・小４）

◆くしだんごにぎり

◆肉巻き

◆キッシュ

◆かぼちゃの茶巾しぼり

国産の牛肉を使ったレシピ

牛乳を使ったレシピ

・牛乳 小さじ1

・卵 1/4個

・コンソメ顆粒 少々

※レシピ・写真の無断転載を禁じます

～審査員からのコメント～
肉巻きは、はんぺんといんげんで子ど
もが食べやすくおいしいです。レンジの
使い方が上手。キッシュに少量のバ
ター、かぼちゃの茶巾に少量のクラン
ベリーがそれぞれ効果大で、ワンラン
ク上の味になっています。三種類のお
にぎりの組み合わせも良いです。



◆肉巻き

【 材料（2人分）】

・牛肉薄切り 150g

・さつまいも 300g

・牛乳 大さじ 3

・塩 少々

・こしょう 少々

・小麦粉 適量

・しょうゆ 大さじ1

・みりん 大さじ1

・酒 大さじ1

・さとう 小さじ1・1/2

・黒ごま 適量

【 作り方 】

①さつまいもの皮をむき角切りにしてから、容器に入れて電子レンジに
かける。

②火が通ったら温めた牛乳を加えて、塩・こしょうで味をととのえる。

③6等分にして俵型にする。

④③を牛肉で巻く。

⑤小麦粉をまぶす。

⑥フライパンで焼く。

⑦肉の色が変わったら合わせておいた A を加えてからめる。

⑧半分に切る。

⑨黒ゴマをふりかける。

A

特別賞
六文銭弁当

櫻井 敦喜さん（千葉県・小６）

◆麦ごはん

◆肉巻き

◆たまご焼き

◆コンソメ人参

◆小松菜のおかか和え

◆ミニトマト

国産の牛肉・牛乳を使ったレシピ

※レシピ・写真の無断転載を禁じます

～審査員からのコメント～
牛肉と牛乳を一緒に肉巻きに
使ったアイディアメニュー。お弁
当のタイトルからどんなお弁当
なのかワクワクしました。肉巻き
のたれもおいしいです。



◆ロールおにぎり

【 材料（2人分）】

・牛肉薄切り 4枚

・さとう 小さじ2

・しょうゆ 大さじ2

・油 少々

・卵 2個

・塩 少々

・ごはん 茶碗1杯

【 作り方 】

①卵に塩を入れて薄焼きし、冷ましておく。

②牛肉を油をひいたフライパンに入れて、さとう・しょうゆをからめて焼き、冷ます。

③ラップにごはんをのせて細長くにぎる（約7cm×2.5cm）。1つのお弁当につき2本作る。

④1本目は、卵を巻き付け、その上にお肉を巻く。

⑤2本目は逆で、お肉を巻いた上に卵を巻き付ける。

⑥ラップでキャンディのように両端をしぼり、10分くらい置いて形を落ち着ける。

⑦ラップごと半分に切り、切り口を上に盛り付ける。

◆グラタン

【 材料（2人分）】

・とうもろこし 1/2本

・バター 10ｇ

・小麦粉 小さじ2

・塩 少々

【 作り方 】

①とうもろこしを芯から切り落とし、バター・小麦粉・塩で炒める。

②牛乳を入れてとろみがつくまで混ぜる。

③カップに入れてチーズ・マヨネーズ・パセリをのせてトースターで焦
げ目がつくまで焼く。

特別賞
ロールおにぎりandスペシャルグラタン

為澤 志誠さん（東京都・小３）

◆ロールおにぎり

◆グラタン

◆ミニトマト

◆レタス

国産の牛肉を使ったレシピ

牛乳を使ったレシピ

・牛乳 50ml

・とろけるスライスチーズ 2枚

・マヨネーズ 少々

・パセリ 少々

※レシピ・写真の無断転載を禁じます

～審査員からのコメント～
シンプルがゆえに牛肉、牛乳のおいしさ
が引き立つお弁当です。グラタンは具材
がとうもろこしだけなのに簡単でおいし
いです。おにぎりとグラタンのシンプルな
お弁当ですが華やかさがあります。



◆牛肉パプリカロール

【 材料（2人分）】

・牛肉肩ロース薄切り 4枚

・パプリカ（赤） 40g

・トマト 50g

・こしょう 少々

・にんにく(チューブ) 少々

・トマトケチャップ 小さじ2

【 作り方 】

①パプリカは5㎜くらいの短冊切り、トマトはざく切りにする。

②牛肉を1枚広げ、こしょうを少々ふり、パプリカ2本をしっかり巻く。残りも
同様に巻く。

③フライパンに油少々を熱し、②の巻き終わりを下にしてならべ、巻き終わ
りが焼き固まったら転がし、焼き色がついたらいったん取り出す。

④同じフライパンにトマト・にんにく・他の調味料全てを入れ少し煮詰め、
③を戻し入れ煮からめてできあがり。冷めたら半分に切る。

◆パセリ入りチーズたまご焼き

【 材料（2人分）】

・卵 2個

・とろけるチーズ 25g

・牛乳 大さじ1

【 作り方 】

①パセリをみじん切りにする（冷凍すると包丁で切らなくてもみじん切りになる）。

②卵2個をボウルに割り入れ、パセリ・牛乳・塩少々を入れて混ぜる。

③フライパンに油少々を熱し、卵液の半分を流し入れとろけるチーズを入れて巻く。

④残りの卵液を流し入れ同様に巻き、焼く。冷めたら切る。

◆かぼちゃの茶巾

【 材料（2人分）】

・かぼちゃ 100g

・牛乳 80㏄

・バター 5g

【 作り方 】

①かぼちゃは火が通りやすくなるように1cmくらいにざく切りにする。

②鍋にかぼちゃと牛乳を入れ、ふたをして煮る。

③かぼちゃがやわらかくなったらふたを取り、ヘラで混ぜながら水分を飛ばす。

④水分がなくなったら火を止めてバターを入れて混ぜる。

⑤冷めたら4等分に分けラップで茶巾しぼりにする。

特別賞
ぎゅうぎゅう

お野菜たっぷり牛牛弁当
長瀬 心音さん（東京都・小５）

◆梅しそごはん

◆牛肉パプリカロール

◆パセリ入りチーズたまご焼き

◆かぼちゃの茶巾

◆アスパラのごま油あえ

◆ミニトマト

◆グリーンリーフ

国産の牛肉を使ったレシピ

牛乳を使ったレシピ

・パセリ 5g

・塩 少々

・油 少々

・さとう 小さじ1

・酒 小さじ2

・しょうゆ 小さじ2

・油 少々

※レシピ・写真の無断転載を禁じます

～審査員からのコメント～
牛肉パプリカロールはパプリカの
食感がなんとも言えずおいしく、ト
マトの入ったソースが良いです。ど
れもレシピが完璧で、全体のバラ
ンスのとれたおいしいお弁当。



◆肉巻き

【 材料（2人分）】

・和牛スライス 100g

・アスパラガス 1本

・人参 1/2本

【 作り方 】

①アスパラガスと人参をゆでておく。

②冷めてから、広げた牛肉の上にのせて、くるくる巻く。

③フライパンで焼いて、酒・めんつゆ・さとうで味付けをする。

◆たまご焼き

【 材料（2人分）】

・卵 2個

・牛乳 大さじ1

【 作り方 】

①卵・牛乳・塩・さとうを入れて、たまご焼きを作る。

◆じゃがいもチーズ焼き

【 材料（2人分）】

・じゃがいも 80g

・牛乳 100㏄

【 作り方 】

①じゃがいもは切って洗ったら、お鍋に入れて、牛乳でやわらかくなるまで煮る。

②やわらかくなったらつぶして、バター・ベーコン・チーズを入れて混ぜる。

③カップに入れて、上にチーズをかけて、オーブンでチーズがとけて色がつくまで焼く。

特別賞
大すきべん当

堀越 萌々さん（神奈川県・小３）

◆枝豆の入ったごはん

◆肉巻き

◆たまご焼き

◆じゃがいもチーズ焼き

◆ブロッコリー

国産の牛肉を使ったレシピ

牛乳を使ったレシピ

・バター 10g

・ベーコン 20g

・チーズ 30g

・塩 少々

・さとう 小さじ１

・酒 大さじ1/2

・めんつゆ 大さじ１

・さとう 小さじ1/2

※レシピ・写真の無断転載を禁じます

～審査員からのコメント～
じゃがいもを牛乳で煮る工夫もあり、
ほっくりとした味わいです。お弁当
箱におかずがたくさんで彩りもよく、
ふたを開けたら歓声が聞こえそう

な華やかなお弁当です。



◆肉巻き

【 材料（2人分）】

・牛肉薄切り 150g

・人参 20g

・アスパラ 20g

【 作り方 】

①人参とアスパラを牛肉で巻いて焼く。

②しょうゆ・酒・みりんを入れて味付けする。

◆グラタン

【 材料（2人分）】

・マカロニ 20g

・むきえび 20g

・玉ねぎ 1/4個

・コーン 大さじ2

・チーズ 大さじ2

【 作り方 】

①マカロニをゆでる。

②フライパンにバターを入れ、薄切りにした玉ねぎを炒め、薄力粉を加える。

③②に牛乳・マカロニ・むきえび・コーン・塩・こしょうを加え、とろみがつくまで
煮る。

④チーズを乗せてトースターで焼く。

◆たまご焼き

【 材料（2人分）】

・卵 2個

・牛乳 大さじ1

【 作り方 】

①卵・牛乳・塩・こしょうを混ぜる。

②たまご焼き器で焼く。

特別賞
栄養満点弁当

三木 彩葉さん（奈良県・小５）

◆さつまいもマッシュ

【 材料（2人分）】

・さつまいも 100g

・牛乳 大さじ1・1/2

・さとう 大さじ1

【 作り方 】

①さつまいもと牛乳をレンジで6分ほど加熱する。

②しっかりつぶして、さとう・はちみつ・バターを混ぜ丸める。

③ごまをのせてトースターで焼く。

◆ごはん

◆肉巻き

◆グラタン

◆さつまいもマッシュ

◆たまご焼き

◆ブロッコリー

国産の牛肉を使ったレシピ

牛乳を使ったレシピ

・塩 少々

・こしょう 少々

・はちみつ 大さじ1

・バター 大さじ2

・黒ごま 少々

・牛乳 大さじ5

・バター 大さじ１

・薄力粉 大さじ1

・塩 少々

・こしょう 少々

・しょうゆ 大さじ1/2

・酒 大さじ1/2

・みりん 大さじ1/2

※レシピ・写真の無断転載を禁じます

～審査員からのコメント～
牛肉のメニュー以外のおかずに、牛乳
をすべてにうまく活用しています。品数
も多くワクワクするお弁当。グラタンを
ていねいに作ってあり好感がもてます。


