
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

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

【黄】熱と力になるもの 【赤】血や肉や骨になるもの 【緑】体の調子を整えるもの 調味料

516（479) 593(524)

01 19.6(18.7) 20 18.7(17.2)

月 14.9(15.3) 土 18.0(16.8)

2.5(2.2) 1.4(1.2)

645(577) 648(580)

02 25.1(23.0) 22 20.9(19.7)

火 16.3(16.7) 月 20.8(19.9)

2.2(1.9) 1.4(1.3)

605(551) 491(441)

03 25.0(22.4) 24 20.7(18.7)

水 16.4(16.6) 水 15.0(14.8)

1.4(1.2) 1.3(1.1)

539(535) 632(575)

04 20.4(19.4) 25 22.9(21.8)

木 17.8(20.1) 木 19.0(19.5)

2.7(2.3) 1.8(1.5)

533(440) 560(458)

05 17.8(15.6) 26 17.4(15.6)

金 15.7(12.0) 金 14.8(14.2)

2.0(1.7) 1.6(1.6)

568(495) 510(467)

06 20.4(18.3) 27 17.1(16.1)

土 13.7(13.5) 土 10.3(11.1)

1.8(1.5) 2.0(1.6)

539(488)

08 16.3(16.0)

月 14.9(15.0)

1.3(1.2)

600(492)

09 24.2(20.4)

火 19.6(16.7)

1.8(1.5)

625(559)

10 24.1(22.2)

水 18.7(18.8)

1.7(1.5)

677(552)

12 18.8(16.6)

金 24.8(22.1)

1.4(1.3)

450(426)

13 15.1(15.0)

土 10.9(12.0)

2.4(1.8)

649(577)

15 21.5(20.1)

月 26.5(24.3)

1.3(1.2)

613(566)

16 23.6(20.9)

火 23.6(22.0)

2.1(1.8)

549(507)

17 25.5(23.2)

水 16.7(16.9)

1.7(1.5)

594(554)

18 23.5(21.5)

木 18.9(20.7)

1.9(1.5)

602(483)

19 20.5(17.3)

金 18.1(13.6)

2.1(1.7)

牛乳
おにぎり
　　（鮭）

ナポリタン
クラムチャウダー
みかん

スパゲティ、○米、じゃ
がいも、油、○ごま、片
栗粉

○牛乳、豆乳、ウイン
ナーソーセージ、○さけ
フレーク、あさり水煮
缶、◎ヨーグルト

みかん、たまねぎ、ク
リームコーン缶、にんじ
ん、マッシュルーム、
ピーマン、○焼きのり

ケチャップ、中濃ソー
ス、ワイン（白）、洋風
だしの素、食塩、パセリ
粉

麦茶
プチダノン

牛乳
マカロニきな粉

御飯
すまし汁（白菜・えのき）
すき煮豆腐
ほうれん草のおかか和え

米、○ツイストパン、○
グラニュー糖、○油、三
温糖

○牛乳、焼き豆腐、牛
肉、○ミロ、かつお節、
◎牛乳

ほうれんそう、たまね
ぎ、はくさい、しらた
き、にんじん、こまつ
な、えのきたけ、ねぎ、
しめじ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、食塩

牛乳
やきいも
クッキー

ミロ
あげぱん
　（グラニュー糖）

ひじきご飯
豚汁
鮭のおろし揚げ
ゆでブロッコリー

米、○マカロニ、○三温
糖、油、片栗粉、三温
糖、ごま油

○牛乳、さけ、豚肉、○
きな粉、鶏ひき肉、白み
そ、油揚げ、◎牛乳

だいこん、ブロッコ
リー、にんじん、つきこ
ん、ごぼう、ねぎ、ひじ
き、葉ねぎ

かつお・昆布だし汁、め
んつゆ・３倍濃縮、しょ
うゆ、酢、酒、食塩、○
食塩、こしょう

牛乳
ビスコ

牛乳
かぼちゃもち

ロールパン
ポークビーンズ
キャベツとツナの和え物
いちご

ロールパン、○ホット
ケーキ粉、じゃがいも、
○黒砂糖、三温糖、○
油、ごま油、油、◎三温
糖

○牛乳、豚ひき肉、○絹
ごし豆腐、○豆乳、ツナ
油漬缶、大豆、◎牛乳、
◎ヨーグルト

いちご、たまねぎ、キャ
ベツ、トマト缶、にんじ
ん、コーン缶、にんに
く、◎レモン果汁、◎り
んご濃縮果汁

ケチャップ、しょうゆ、
酢、洋風だしの素、食
塩、パセリ粉 飲むヨーグルト

　　（りんご）

マンナ

牛乳
豆腐の
チョコケーキ

御飯
みそ汁（キャベツ・豆腐）
鶏肉のマヨネーズ焼き
さつま芋のサラダ

米、さつまいも、マヨド
レ、○米粉、○三温糖、
○油

○牛乳、鶏もも肉、豆
腐、○豆乳、白みそ、ハ
ム、○きな粉、◎牛乳

キャベツ、○かぼちゃ、
にんじん、グリンピー
ス、しょうが、にんにく

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、食塩、パセリ
粉、こしょう 牛乳

おせんべい

ミロ
ごまバナナ
クッキー

にゅうめん
里芋サラダ
バナナ

○米、干しそうめん、さ
といも、マヨドレ

○牛乳、鶏ささ身、ベー
コン、◎牛乳

バナナ、にんじん、ほう
れんそう、コーン缶、○
塩こんぶ、○焼きのり、
わかめ

かつお・昆布だし汁、め
んつゆ・３倍濃縮、食
塩、こしょう 牛乳

おせんべい

牛乳
おにぎり
　（塩こんぶ）

御飯
ミネストローネスープ
ハートバーグ（バレンタイン）
キャベツと千切り野菜のサラダ
チョコプリン

米、○小麦粉、じゃがい
も、○油、○三温糖、フ
レンチドレッシング、○
ごま、片栗粉、黒砂糖、
グラニュー糖、ABCマカ
ロニ、パン粉、三温糖

○牛乳、豚ひき肉、鶏ひ
き肉、○ミロ、ベーコ
ン、豆乳、◎チーズ

たまねぎ、キャベツ、に
んじん、○バナナ、トマ
ト缶、きゅうり、セロ
リ、寒天

ケチャップ、食塩、洋風
だしの素、パセリ粉、こ
しょう 麦茶

チーズ

御飯＆大豆のふりかけ
田舎汁
ぶりと大根の煮物
みかん

米、○焼きそばめん、三
温糖、○油、油、片栗
粉、ごま

○牛乳、ぶり、豆腐、豚
肉、○鶏ひき肉、白み
そ、大豆、ちりめんじゃ
こ、◎牛乳

みかん、だいこん、かぼ
ちゃ、○キャベツ、○に
んじん、にんじん、ごぼ
う、葉ねぎ、ねぎ、しょ
うが、しそ、○あおのり

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、○中
濃ソース、酒 牛乳

小松菜
ビスケット

牛乳
焼きそば

御飯
みそ汁（白菜・えのき）
じゃが芋と厚揚げのそぼろ煮
ほうれん草ともやしの納豆和え

米、じゃがいも、○食パ
ン、油、三温糖、片栗
粉、○油

○牛乳、生揚げ、鶏ひき
肉、挽きわり納豆、○ピ
ザチーズ、○ウインナー
ソーセージ、白みそ、◎
ヨーグルト

はくさい、ほうれんそ
う、にんじん、もやし、
たまねぎ、○たまねぎ、
グリンピース、えのきた
け、◎ブルーベリージャ
ム

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、めんつゆ・３
倍濃縮、○パセリ粉、○
ピザソース

麦茶
ヨーグルト
（ブルーベリー）

牛乳
ピザトースト

牛乳
蒸しパン
（さつまいも）

御飯
みそ汁（豆腐・わかめ）
揚げ餃子
いんげんのごま和え

米、○さつまいも、ぎょ
うざの皮、○米粉、三温
糖、○油、油、○三温
糖、パン粉、すりごま、
ごま油

○牛乳、豆腐、○豆乳、
鶏ひき肉、白みそ、◎牛
乳

いんげん、キャベツ、た
まねぎ、ねぎ、にんじ
ん、わかめ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酢

牛乳
おせんべい

ゆでうどん、○米、じゃ
がいも、油、○ごま

○牛乳、豚肉、白みそ、
かつお節、◎牛乳

バナナ、たまねぎ、キャ
ベツ、にんじん、さやえ
んどう、○焼きのり

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、食塩

牛乳
おせんべい

牛乳
ゆかりおにぎり

麦茶
チーズ

牛乳
クラッカーサンド
（マーマレード）

御飯
みそ汁（豆腐・里芋）
シュウマイ
ゆでブロッコリー
りんご

米、○食パン、さとい
も、しゅうまいの皮、片
栗粉、三温糖、ごま油

○牛乳、豚ひき肉、豆
腐、白みそ、◎牛乳

りんご、たまねぎ、ブ
ロッコリー、にんじん、
○いちごジャム、葉ね
ぎ、わかめ、しょうが

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒、食塩、こ
しょう 牛乳

おせんべい

牛乳
ジャムサンド
　　（いちご）

焼きうどん
みそ汁（じゃが芋・絹さや）
バナナ

牛乳
ゆずゼリー
アンパンマン
せんべい

御飯
みそ汁（豆腐・わかめ）
揚げ餃子
いんげんのごま和え

米、ぎょうざの皮、三温
糖、油、パン粉、すりご
ま、ごま油

○牛乳、豆腐、鶏ひき
肉、白みそ、◎チーズ

いんげん、キャベツ、た
まねぎ、ねぎ、○マーマ
レード、にんじん、わか
め

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酢

ナポリタン
クラムチャウダー
バナナ

スパゲティ、じゃがい
も、油、○三温糖、片栗
粉

○牛乳、豆乳、ウイン
ナーソーセージ、あさり
水煮缶、○ゼラチン、◎
ヨーグルト

バナナ、○ゆずかりん飲
料、たまねぎ、クリーム
コーン缶、にんじん、
マッシュルーム、ピーマ
ン

ケチャップ、中濃ソー
ス、ワイン（白）、洋風
だしの素、食塩、パセリ
粉

麦茶
プチダノン

米、○ロールパン、小麦
粉、押麦、油、三温糖、
ごま油

○牛乳、さば、○ミロ、
さつま揚げ、鶏もも肉、
◎牛乳

りんご、にんじん、ぜん
まい、はくさい、○いち
ごジャム、えのきたけ、
干ししいたけ

かつお・昆布だし汁、ケ
チャップ、しょうゆ、
酒、中華だしの素、食
塩、カレー粉、こしょう

牛乳
たべっこBABY

ミロ
ロールパン
サンド
　（いちご）

牛乳
小松菜
ビスケット

牛乳
水ようかん

ロールパン
カレーシチュー
大根ともやしのサラダ
りんご

ロールパン、○米、じゃ
がいも、三温糖、○ご
ま、油、ごま油、○三温
糖

○牛乳、豆乳、鶏もも
肉、○いなり揚げ、ハ
ム、◎牛乳

りんご、たまねぎ、もや
し、にんじん、だいこ
ん、きゅうり、グリーン
アスパラガス

カレーの王子様、○酢、
しょうゆ、洋風だしの
素、○食塩 牛乳

やきいも
クッキー

牛乳
いなりずし

御飯
押し麦のスープ
さばのカレームニエル
ぜんまいの煮物
りんご

ミロ
プレーンパン

御飯
みそ汁（じゃが芋・わかめ）
鶏肉のマーマレード焼き
ブロッコリーの
たまねぎドレッシング和え

米、じゃがいも、油、三
温糖、片栗粉

○牛乳、鶏もも肉、○こ
しあん、白みそ、◎牛乳

ブロッコリー、にんじ
ん、たまねぎ、マーマ
レード、葉ねぎ、わか
め、○寒天

かつお・昆布だし汁、
酢、しょうゆ、食塩、こ
しょう

御飯
豚汁（里芋）
鮭の南蛮漬け
ゆでブロッコリー

米、○非常食パン（プ
レーン）、さといも、片
栗粉、油、三温糖、◎三
温糖

○牛乳、さけ、○ミロ、
豚肉、白みそ、豆腐、◎
牛乳、◎ヨーグルト

ブロッコリー、にんじ
ん、だいこん、ごぼう、
ねぎ、葉ねぎ、◎レモン
果汁、◎オレンジ濃縮果
汁

かつお・昆布だし汁、
酢、しょうゆ、みりん、
食塩、こしょう 飲むヨーグルト

　（オレンジ）

マンナ

米、○米粉、マヨドレ、
○黒砂糖、○油、三温
糖、片栗粉、油

○牛乳、豆腐、○豆乳、
豚ひき肉、白みそ、ツナ
油漬缶、油揚げ、◎牛乳

バナナ、にんじん、キャ
ベツ、きゅうり、ねぎ、
赤ピーマン、黄ピーマ
ン、切り干しだいこん、
しょうが、干ししいたけ

かつお・昆布だし汁、か
つおだし汁、しょうゆ、
酒、食塩、こしょう 牛乳

おせんべい

牛乳
蒸しパン
　　（黒糖）

牛乳
おせんべい

牛乳
キャロット
ホットケーキ

御飯
みそ汁（キャベツ・油揚げ）
五目豆
小松菜のいわし和え
豆乳プリン

米、○米、三温糖、マヨ
ドレ、○三温糖、油、片
栗粉

○牛乳、豆乳、さつま揚
げ、○魚肉ソーセージ、
大豆、いわし味付缶、白
みそ、油揚げ、○でん
ぶ、◎牛乳

こまつな、にんじん、
キャベツ、こんにゃく、
コーン缶、いんげん、○
きゅうり、○かんぴょ
う、○焼きのり、わかめ

かつお・昆布だし汁、○
酢、しょうゆ、みりん、
○食塩 牛乳

ビスコ
牛乳
節分・恵方巻き

御飯
みそ汁（キャベツ・油揚げ）
豆腐の和風ミートソース和え
切干大根のツナサラダ
バナナ

牛乳
チヂミ

御飯
ハンバーグ
カレー汁
りんご

米、じゃがいも、○ホッ
トケーキ粉、マカロニ、
○油、○三温糖、片栗
粉、パン粉

○牛乳、豚ひき肉、○豆
乳、鶏ひき肉、ベーコ
ン、豆乳、◎牛乳

たまねぎ、りんご、○に
んじん、にんじん、○
マーマレード

かつお・昆布だし汁、み
りん、しょうゆ、ケ
チャップ、食塩、カレー
粉、○食塩、こしょう

御飯
中華スープ
麻婆豆腐
キャベツのゆかり和え

米、○小麦粉、○片栗
粉、○白玉粉、片栗粉、
三温糖、○三温糖、油、
ごま油、○油、○ごま油

○牛乳、豆腐、ちくわ、
豚ひき肉、○豚ひき肉、
白みそ、○白みそ、◎牛
乳

キャベツ、玉葱、ねぎ、
人参、きゅうり、○人
参、○ねぎ、○にら、し
めじ、えのき茸、生姜、
干ししいたけ、わかめ、
にんにく

ケチャップ、中華だしの
素、しょうゆ、○しょう
ゆ、○酢、○食塩、食塩 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
小松菜、ブロッコリー、白菜、ぶり、みかん

作り方
① えのき茸は根元を切り落とし、半分に切る。

小ねぎは小口切りにする。
② ボウルに卵を割り入れて混ぜ、塩、こしょう

を加えて混ぜる。
③ フライパンに半量のごま油を熱し、②の卵を

入れて大きくかき混ぜて半熟になったら取り出す。
④ 同じフライパンで残りのごま油を熱し、えのきが

しんなりするまで炒め、調味料も加え炒める。
⑤ ③の卵と小葱を加えて、炒め合わせ出来上がり。

献立紹介

令和3年2月献立表

鬼はいわしと
ヒイラギも
苦手です！

やいかがし

お誕生会

※材料名は分量の多い順番になっています。

天
ぷ
ら
生
地

【ポークビーンズ】
幼児１０人分

材料

豚ひき肉・・・200ｇ

大豆水煮・・・150ｇ

じゃが芋・・・200ｇ

玉ねぎ・・・・300

おろしにんにく・・1かけ分

油・・・・・・小さじ１

トマト缶・・・２００ｇ

砂糖・・・・・１０ｇ

ケチャップ・・50ｇ

コンソメ・・・５ｇ

水・・・・・・1cup

塩・・・・・・３ｇ

ドライパセリ・・少々
作り方
① じゃが芋を1.5㎝の角切り、人参、玉ねぎは1㎝角位に切る。
② 油を熱し、おろしにんにく、玉ねぎをゆっくり炒める。
③ ２にひき肉を入れて、色が変わるまで炒め、芋と人参を加えてさらに炒める。
④ ３に大豆水煮、トマト缶、砂糖、ケチャップ、コンソメ、水を加えて

ゆっくり煮込む。

節分行事食

湘南こども園では、昼食には鶏卵、乳製品を使用せず、みん

なで一緒に食べられる給食を実施しているので、大豆製品を多

めに使い、たんぱく質が十分とれるように工夫しています。

鶏卵は大豆と同様に良質のたんぱく質が摂取できます。アレル

ギーのない場合は、ご家庭で、ぜひ卵料理を食べて頂きたいと

今月は、卵料理のレシピ紹介もしていま～す♬

今年の節分は２月２日です！

節分は立春の前日となっています。うるう年のしくみの

調整が入り、立春が移動したため、今年は124年ぶりに

2/2が節分となっています。今年の恵方は南南東です！

子ども達に人気の
大豆メニューです！
パンにもご飯にも
合いますよ♪

夕食にもピッタリ
な卵料理はいかが
ですか♪【卵とえのきのふんわり炒め】

材料

卵・・・・・・・２個
えのき茸・・・・１袋（200g）
塩、こしょう・・少々
ごま油・・・・・大さじ1
小ねぎ・・・・・適量

酒・・・・・・・大さじ１

砂糖・・・・・・小さじ1
しょうゆ・・・・大さじ１
塩、こしょう・・少々

【チーズ入り炒り卵】
材料
ウィンナー・・・ 50g
玉ねぎ・・・・・180g
人参・・・・・・120g
マッシュルーム缶・50g
ピザチーズ・・・ 50g
卵・・・・・・・ 4個

油・・・・・・・・5g

マーガリン・・・・5g
コンソメ・・・・・5g
塩、こしょう・・・少々

大人２人分

幼児５人分

作り方
① 人参はいちょう切りの薄切りにする。
② 玉ねぎも薄切りのスライス、ウィンナーは

小口切りにする。卵を割って、溶いておく。
③ フライパンに油を熱し、人参、玉ねぎに火が通る

まで炒め、コンソメ、ウィンナーも加えて炒め、
取り出す。

④ 同じフライパンにマーガリンと溶いた卵を加えて
加熱し、半熟になるまで大きく混ぜる。

⑤ ③の野菜、ウィンナーを加え、ピザチーズも
混ぜて、塩、こしょうで味を調える。

卵は、「完全栄養食品」といわれ

るほど栄養豊富な食べ物。卵１個に、

良質のたんぱく質をはじめ、さまざ

まな栄養成分が含まれています。ま

た、ゆで卵や目玉焼きなどは、短時

間に簡単に作ることができます。朝

から元気にすごすために、卵料理を
朝ごはんに取り入れましょう。


