
エネルギー 午前おやつ エネルギー 午前おやつ
たんぱく質 たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は３歳未満

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料 　脂質／塩分
 (  )は３歳未満

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料

463(435) 589(536)

04 17.5(17.0) 23 21.5(20.2)

月 13.0(13.7) 土 20.0(19.3)

2.2(1.9) 1.8(1.6)

569(496) 527(487)

05 25.0(20.6) 25 21.9(20.5)

火 14.3(13.9) 月 12.6(13.3)

1.0(0.9) 2.4(2.1)

592(523) 633(547)

06 23.4(21.0) 26 22.4(18.9)

水 19.6(18.8) 火 24.4(20.5)

2.3(1.9) 2.3(2.0)

509(524) 655(587)

07 18.6(18.7) 27 20.5(18.9)

木 17.7(20.6) 水 22.7(22.0)

2.5(2.1) 1.2(1.1)

472(381) 549(480)

08 18.0(15.2) 28 21.6(19.2)

金 12.3(9.0) 木 15.6(15.6)

1.8(1.4) 2.0(1.6)

538(493) 766(622)

09 18.0(17.4) 29 26.7(23.1)

土 13.7(14.3) 金 33.1(28.8)

1.9(1.6) 1.7(1.7)

610(521) 527(501)

12 21.0(18.7) 30 17.0(16.8)

火 14.4(13.1) 土 12.8(13.6)

1.7(1.5) 1.5(1.4)

600(541)

13 21.8(20.2)

水 19.7(19.3)

2.4(2.0)

593(530)

14 22.3(19.9)

木 20.7(20.1)

1.3(1.2)

636(518)

15 25.4(22.0)

金 20.6(18.8)

1.5(1.5)

568(496)

16 18.0(16.7)

土 13.8(13.9)

2.2(1.8)

567(519)

18 21.9(20.4)

月 18.9(18.4)

1.1(1.0)

648(587)

19 21.4(19.3)

火 21.4(20.7)

2.2(1.8)

636(554)

20 23.2(20.5)

水 17.7(17.4)

1.4(1.2)

531(503)

21 18.2(17.1)

木 17.2(19.2)

1.3(1.2)

604(470)

22 20.7(16.9)

金 20.0(14.5)

2.1(1.7)

牛乳
おにぎり
（しらす・青のり）

御飯
みそ汁（切干し・麩）
厚揚げの中華煮
ナムル

米、ごま油、花麩、三温
糖、片栗粉、すりごま

○牛乳、生揚げ、豚肉、
白みそ、◎ヨーグルト

にんじん、もやし、たま
ねぎ、キャベツ、ねぎ、
ピーマン、○いちごジャ
ム、切干大根、干ししい
たけ、わかめ、にんに
く、しょうが

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酢、酒、中華
だしの素、食塩、こしょ
う

麦茶
プチダノン

牛乳
クラッカーサンド
（いちごジャム）

とん汁うどん
枝豆とベーコンの
ガーリックマヨサラダ
みかん

ゆでうどん、○米、さつ
まいも、さといも、マヨ
ドレ、○ごま油、ごま
油、油

○牛乳、豚肉、白みそ、
ベーコン、○しらす、○
かつお節、◎牛乳

みかん、にんじん、むき
枝豆、だいこん、ごぼ
う、○ねぎ、ねぎ、○焼
きのり、にんにく、○あ
おのり

かつお・昆布だし汁、み
りん、○めんつゆ・３倍
濃縮、食塩、こしょう 牛乳

かぼちゃ
クッキー

ミロ
ロールパンサンド
　    　（ごま）

御飯
みそ汁（白菜・豆腐）
鮭のフライ
かぼちゃサラダ
（おから・コーン）
バナナ

米、○じゃがいも、パン
粉、○片栗粉、○米粉、
小麦粉、油、○油、三温
糖

○牛乳、さけ、豆腐、豆
乳、○ウインナーソー
セージ、白みそ、おか
ら、◎牛乳

バナナ、かぼちゃ、はく
さい、きゅうり、にんじ
ん、コーン缶

かつお・昆布だし汁、中
濃ソース、ケチャップ、
酢、しょうゆ、○食塩、
食塩、こしょう

牛乳
鉄入り
ビスケット

牛乳
ポンデケージョ

御飯
手作りふりかけ
みそ汁（豆腐・わかめ）
ツナじゃが
ちくわの梅マヨ和え

米、じゃがいも、○ロー
ルパン、しらたき、○ね
りごま、○粉糖、マヨド
レ、三温糖、油、ごま、
◎三温糖

○牛乳、豆腐、ツナ油漬
缶、○ミロ、白みそ、ち
くわ、○豆乳、しらす干
し、かつお節、◎牛乳、
◎ヨーグルト

もやし、人参、きゅう
り、キャベツ、玉葱、グ
リンピース、ねぎ、うめ
干し、塩こんぶ、わか
め、あおのり、◎レモン
果汁、◎ぶどう濃縮果汁

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒、酢、みり
ん 飲むヨーグルト

　　（ぶどう）
マンナ

牛乳
おにぎり
（塩こんぶ）

御飯
豆乳コーン鍋（ベーコン）
鶏肉の塩こうじ焼き
ゆでブロッコリー

米、○米粉、塩こうじ、
○黒砂糖、○油、片栗粉

○牛乳、鶏もも肉、豆
乳、○豆乳、豆腐、ベー
コン、◎牛乳

ブロッコリー、クリーム
コーン缶、にんじん、た
まねぎ、キャベツ、えの
きたけ

酒、食塩、こしょう

牛乳
おせんべい

牛乳
蒸しパン
　　（黒糖）

ツナスパゲティー
ポテトスープ
バナナ

スパゲッティ、○米、
じゃがいも、油、三温糖

○牛乳、豆乳、ベーコ
ン、ツナ油漬缶、◎牛乳

バナナ、たまねぎ、トマ
ト缶詰、クリームコーン
缶、こまつな、にんじ
ん、○塩こんぶ、○焼き
のり

ケチャップ、洋風だしの
素、ワイン（白）、食
塩、パセリ粉、こしょう 牛乳

おせんべい

牛乳
きな粉
ドーナッツ

ターメリックライス
キーマカレー
じゃがベーコン（アスパラ）
りんご

米、じゃがいも、○白玉
粉、○上新粉、油、米粉

○牛乳、豚ひき肉、○こ
しあん、大豆、○木綿豆
腐、ベーコン、◎チーズ

たまねぎ、りんご、にん
じん、セロリ、グリーン
アスパラガス、にんに
く、しょうが

中濃ソース、ウスター
ソース、中華だしの素、
洋風だしの素、カレー
粉、食塩、○食塩、こ
しょう

麦茶
チーズ

御飯
みそ汁（豆腐・なめこ）
さわらのみそ焼き
きんぴら

米、○ホットケーキ粉、
マヨドレ、○油、○三温
糖、三温糖、ごま油、ご
ま

○牛乳、さわら、○豆
乳、豆腐、白みそ、○き
な粉、◎牛乳

にんじん、ごぼう、なめ
こ、ねぎ、葉ねぎ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、○食塩

牛乳
ウエハース

牛乳
おせんべい

牛乳
ゆかりおにぎり

ロールパン
ミートソースグラタン
コンソメスープ
バナナ

○米、ロールパン、じゃ
がいも、シェルマカロ
ニ、小麦粉、○ごま、ア
レルギー用マーガリン、
パン粉、油、三温糖

○牛乳、豆乳、豚ひき
肉、○さけフレーク、
ベーコン、◎牛乳

バナナ、たまねぎ、にん
じん、トマト缶詰、セロ
リ、○焼きのり

ウスターソース、ケ
チャップ、洋風だしの
素、食塩、パセリ粉、こ
しょう

牛乳
アンパンマン
ビスケット

牛乳
おにぎり
    （鮭）

ミロ
メープルパン

焼きそば
わかめスープ
バナナ

焼きそばめん、○米、
油、○ごま、ごま、ごま
油

○牛乳、豚肉、◎牛乳 バナナ、たまねぎ、もや
し、キャベツ、にんじ
ん、○焼きのり、わか
め、あおのり

かつお・昆布だし汁、中
濃ソース、しょうゆ、こ
しょう

御飯
お雑煮
松風焼き
紅白なます
みかん

米、○非常食パン（メー
プル）、トック、さとい
も、三温糖、パン粉、片
栗粉、ごま、◎三温糖

○牛乳、豆腐、鶏ひき
肉、○ミロ、鶏もも肉、
なると、白みそ、◎ヨー
グルト

みかん、だいこん、にん
じん、たまねぎ、こまつ
な、干しかき、干ししい
たけ

かつお・昆布だし汁、
酢、白だし、しょうゆ、
食塩 麦茶

ヨーグルト＆
玄米フレーク

米、じゃがいも、○三温
糖、油、米粉

○牛乳、○豆乳ヨーグル
ト、豚ひき肉、○豆乳生
クリーム、○豆乳、大
豆、ベーコン、○ゼラチ
ン、◎チーズ

たまねぎ、りんご、にん
じん、セロリ、グリーン
アスパラガス、○レモン
果汁、にんにく、しょう
が

中濃ソース、ウスター
ソース、中華だしの素、
洋風だしの素、カレー
粉、食塩、こしょう

麦茶
チーズ

牛乳
豆乳ヨーグルト
ババロア

アンパンマン

せんべい

牛乳
ウエハース

牛乳
ジャムサンド
　（いちご）

御飯
おくらスープ
ポークビーンズ
りんご

米、○ロールパン、じゃ
がいも、三温糖、片栗
粉、油

○牛乳、豚ひき肉、大豆
水煮缶、◎牛乳

たまねぎ、りんご、トマ
ト缶、にんじん、○ブ
ルーベリージャム、オク
ラ、コーン缶、にんに
く、わかめ

ケチャップ、洋風だしの
素、食塩、中華だしの
素、パセリ粉、こしょう 牛乳

おせんべい

牛乳
ロールパンサンド
（ブルーベリー）

ターメリックライス
キーマカレー
じゃがベーコン（アスパラ）
りんご

牛乳
いなりずし

御飯
みそ汁（豆腐・わかめ）
八宝菜
いんげんのごま和え

米、○食パン、ごま油、
片栗粉、三温糖、すりご
ま

○牛乳、豚肉、木綿豆
腐、白みそ、◎牛乳

はくさい、いんげん、に
んじん、○いちごジャ
ム、ねぎ、たけのこ、し
いたけ、ねぎ、黒きくら
げ、わかめ、しょうが、
にんにく

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酢、中華だし
の素、食塩、こしょうとん汁うどん

ブロッコリーのおかか和え
みかん

ゆでうどん、○米、さと
いも、○ごま、○三温
糖、ごま油

○牛乳、豚肉、○いなり
揚げ、かまぼこ、白み
そ、かつお節、◎ヨーグ
ルト

みかん、ブロッコリー、
だいこん、にんじん、ご
ぼう、ねぎ

かつお・昆布だし汁、○
酢、みりん、しょうゆ、
○食塩 麦茶

プチダノン

米、○米粉、○三温糖、
○片栗粉、マヨドレ、○
油、三温糖、ごま油、ご
ま

○牛乳、さわら、豆腐、
○ミロ、白みそ、○豆
乳、◎牛乳

にんじん、ごぼう、なめ
こ、○かぼちゃ、ねぎ、
葉ねぎ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ

牛乳
アンパンマン
ビスケット

ミロ
かぼちゃ
ボーロ

麦茶
ヨーグルト＆
玄米フレーク

牛乳
バナナケーキ

七草がゆ
鶏肉の八幡巻き
すまし汁
（花麩・みつば）

米、○米粉、○さつまい
も、○さといも、○三温
糖、○油、花麩

○牛乳、鶏もも肉、○豆
乳、○ミロ、◎牛乳

にんじん、かぶ、かぶ・
葉、みつば、えのきた
け、ごぼう、いんげん、
しょうが

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒、食塩、み
りん 牛乳

かぼちゃ
クッキー

ミロ
和風ケーキ

御飯
みそ汁（豆腐・なめこ）
さわらのみそ焼き
きんぴら

牛乳
チーズトースト

     （しらす）

ロールパン
コーンスープ
鶏肉のアーモンド揚げ
キャベツと千切り野菜のサラダ

オレンジゼリー

ロールパン、○小麦粉、
○強力粉、○三温糖、○
アレルギー用マーガリン、小麦
粉、パン粉、アーモン
ド、フレンチドレッシング、
油、片栗粉、◎三温糖

○牛乳、鶏もも肉、○豆
乳、豆乳、◎ヨーグルト

みかん缶、クリームコー
ン缶、○バナナ、キャベ
ツ、たまねぎ、きゅう
り、オレンジゼリーの
素、にんじん

ケチャップ、洋風だしの
素、中濃ソース、食塩、
パセリ粉、○食塩、こ
しょう

御飯
みそ汁（車麩・わかめ）
ピーマンの細切り炒め
ツナポテト

米、じゃがいも、○食パ
ン、○マヨドレ、油、車
麩、片栗粉、三温糖

○牛乳、豚肉、○ピザ
チーズ、○しらす干し、
ツナ油漬缶、白みそ、◎
牛乳

ピーマン、にんじん、赤
ピーマン、たけのこ、さ
やえんどう、わかめ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒、洋風だし
の素、中華だしの素、食
塩、パセリ粉

牛乳
鉄入り
ビスケット

米、さつまいも、○お好
み焼き粉、片栗粉、○
油、三温糖

○牛乳、鶏ひき肉、○豆
乳、○豚肉、白みそ、○
かつお節、かつお節、◎
牛乳

ブロッコリー、にんじ
ん、○キャベツ、たまね
ぎ、○にんじん、葉ね
ぎ、ひじき、わかめ、○
あおのり

かつお・昆布だし汁、○
中濃ソース、しょうゆ、
みりん、中華だしの素、
酒、食塩

牛乳
おせんべい

牛乳
お好み焼き

牛乳
おせんべい

牛乳
きな粉
クリームサンド

御飯
みそ汁（白菜・豆腐）
鮭のフライ
かぼちゃサラダ
（おから・コーン）

米、○マカロニ、パン
粉、○三温糖、小麦粉、
油、三温糖、◎三温糖

○牛乳、さけ、豆腐、豆
乳、○きな粉、白みそ、
おから、◎牛乳、◎ヨー
グルト

かぼちゃ、はくさい、
きゅうり、にんじん、
コーン缶、◎レモン果
汁、◎オレンジ濃縮果汁

かつお・昆布だし汁、中
濃ソース、ケチャップ、
酢、しょうゆ、食塩、こ
しょう、○食塩

飲むヨーグルト

 （オレンジ）
マンナ

牛乳
マカロニきな粉

御飯
みそ汁（さつま芋・わかめ）
鶏つくねのあんかけ
ブロッコリーのおかか和え

牛乳
星たべよ
たべっこBABY

御飯
ポトフ
ハンバーグ
りんご

米、○食パン、パン粉、
○アレルギー用マーガリ
ン、片栗粉、○粉糖、小
麦粉

○牛乳、豚ひき肉、鶏ひ
き肉、豆乳、ウインナー
ソーセージ、○きな粉、
◎牛乳

りんご、たまねぎ、にん
じん、キャベツ

中濃ソース、ケチャッ
プ、洋風だしの素、食
塩、こしょう

御飯
麻婆豆腐
えのきと青菜のお浸し
わかめスープ

米、片栗粉、三温糖、
油、ごま、ごま油

○牛乳、豆腐、豚ひき
肉、白みそ、◎牛乳

ほうれんそう、ねぎ、な
めたけ、たまねぎ、にん
じん、しょうが、干しし
いたけ、わかめ、にんに
く

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、ケチャップ、
中華だしの素、こしょう 牛乳

おせんべい

献立
材         料        名 (◎は午前おやつ ○は午後おやつ)

午後おやつさくらんぼ、いちご、
みかん組のみです。

さくらんぼ、いちご、
みかん組のみです。

湘南こども園

日付 献立
材         料        名 (◎は午前おやつ ○は午後おやつ)

午後おやつ 日付

※献立は納品の都合などにより、変更となることがあります。 今月の旬の食材
ほうれん草、大根、小松菜、ブロッコリー、白菜、みかん、たら、さわら

【田作り】

材料 幼児5人分
ごまめ（小）・35～40ｇ
砂糖・・・大さじ１と1/2
しょうゆ・・・・大さじ１
みりん・・・・・大さじ１

献立紹介

お誕生会

【七草がゆ】
お米１合分

材料

米・・・・１５０ｇ（1合）

水・・炊飯器のおかゆ1合分
かぶと葉・・・・・・2玉
白だし、めんつゆ・・適量
塩・・・・・・・・・少々

作り方
① かぶは皮をむき、食べやすい大きさに切る。
② 米は洗い、おかゆ1合分の水と１のかぶを加え、

おかゆモードで炊飯する。
③ かぶの葉は細かく刻み、柔らかくゆでておく。
④ 炊き上がったら、③のかぶの葉を加えて混ぜ、

調味料で薄めに味付けする。

令和3年1月献立表

～おせち（御節）～
節句に作る料理のことでしたが、いつの間にか、お正月

料理だけを呼ぶようになりました。黒豆、数の子、田作

り（ごまめ）は「三つ肴」と呼ばれ、縁起の良いおせち

の代表です。

～鏡開き（1月11日）～

お供えしていた鏡餅を切らずに木づちで割って食べたこ

とから始まりました。「運を開く」という意味がありま

す。お餅は焼いて、お雑煮やおしるこにします。

牛乳

おしるこ

鏡開き

メニュー

スーパーに売っている七草セットでな
くても、かぶのほかに大根・大根の葉、
人参など、お子さんが慣れた野菜の方
が、食べやすい七草がゆになります♪

かぶの葉は、先端5cm位は
ザラザラしているので、
使用しません。

レンジで
10分♪

※「ごまめ」とは、

食べるいわしなどの

乾燥した小魚です。

作り方
① 耐熱皿に紙タオル（不織布タイプ）を敷き、

ごまめをドーナッツ状に広げる。
② ラップをかけずに電子レンジ（600ｗ）に

1分30秒かける。
③ レンジから取り出し、すぐに混ぜる。少し置いて

冷まし、ぽきっと折れるような状態にする。
④ 大きめの耐熱ボールに砂糖、しょうゆ、みりんを

入れ、少しとろみがつくまで、レンジ（600ｗ）
に1分30秒かける。

⑤ ④のボールに③のごまめを入れてたれを全体に
絡ませる。

⑥ クッキングシートなどの上に広げ、温かいうちに
ごまをふる。冷蔵庫で2週間くらい保存できる。

※七草にはお正月のごちそうに疲れた胃を休ませる意味もあるので、

こども園では子ども達の食べやすい「すずな（かぶ）」のみを使用しています。

※材料名は分量の多い順番になっています。

お正月行事食

ホームページで毎日の給食を見てみましょう！

湘南こども園では、全員に給食が提供されている日の

給食写真をホームページに掲載しています。園には毎日

サンプルを展示していますが、特にバス通園の保護者の

皆さまには、ホームページを参考にして頂き、お子さん

との会話のきっかけになればと考えています。お迎えの

ご家庭も、サンプルを見ていないご家族にシェアするの

もいいですね❣湘南こども園
ホームページQRコード

せり・なずな・ごぎょう・はこべ

ら・ほとけのざ・すずな（かぶ）・す

ずしろ（だいこん）が春の七草です。

１月７日に七草がゆを食べて無病息災

を願う風習は、古くから日本で行われ

てきました。このように昔から食べ継

がれてきた七草は、これからも後世に

伝えていきたい食文化の1つです。


