
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

498(507) 630(521)

01 17.3(17.3) 20 22.1(18.4)

木 17.0(19.5) 火 23.0(19.4)

1.7(1.6) 1.6(1.3)

578(454) 655(576)

02 18.0(15.3) 21 18.1(17.2)

金 13.7(10.5) 水 24.3(22.9)

2.2(1.8) 1.8(1.6)

574(509) 553(512)

03 19.2(17.9) 22 22.1(20.0)

土 12.8(13.3) 木 16.5(18.4)

2.0(1.7) 1.5(1.3)

542(492) 635(514)

05 20.2(19.0) 23 20.9(18.4)

月 16.4(16.2) 金 19.7(18.1)

2.0(1.8) 1.8(1.7)

528(431) 545(491)

06 19.4(17.0) 24 16.5(15.9)

火 14.8(12.7) 土 12.4(13.1)

1.2(1.0) 1.5(1.3)

546(503) 584(519)

07 18.2(17.6) 26 23.5(21.0)

水 17.7(18.1) 月 17.2(16.1)

1.6(1.4) 2.3(1.9)

638(603) 606(570)

08 19.4(18.9) 27 20.9(19.2)

木 19.6(21.8) 火 21.6(20.9)

2.1(1.7) 2.1(1.7)

610(498) 663(583)

09 22.0(19.1) 28 23.9(22.0)

金 14.1(13.4) 水 25.4(23.3)

2.4(2.2) 2.0(1.7)

591(521) 555(445)

10 18.1(16.8) 30 16.7(14.5)

土 17.7(16.5) 金 16.9(13.0)

2.1(1.7) 2.0(1.7)

571(513)

12 21.3(20.0)

月 18.1(17.7)

1.3(1.2)

516(481)

13 22.5(19.2)

火 12.7(13.0)

1.7(1.4)

608(558)

14 22.4(21.1)

水 17.5(17.7)

2.3(1.9)

590(559)

15 20.8(19.8)

木 16.0(19.0)

2.1(1.8)

527(422)

16 16.1(13.9)

金 16.9(13.0)

2.2(1.8)

575(528)

17 20.3(19.3)

土 16.2(16.3)

1.8(1.6)

585(535)

19 20.5(19.5)

月 18.4(18.0)

1.8(1.6)

牛乳
ゆかりおにぎり

御飯
みそ汁（玉ねぎ・小松菜）
麻婆豆腐（玉ねぎ）
中華和え

米、○米粉、○さつまい
も、○さといも、○三温
糖、○油、ごま油、三温
糖、片栗粉

○牛乳、木綿豆腐、豚ひ
き肉、○豆乳、鶏ささ
身、白みそ、◎牛乳

もやし、たまねぎ、ね
ぎ、きゅうり、にんじ
ん、こまつな、しょうが

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒、中華だし
の素、酢 牛乳

おせんべい
牛乳
和風ケーキ

きつねうどん
かぼちゃの
　カレーマヨネーズ和え
バナナ

ゆでうどん、○米、マヨ
ドレ、三温糖、○ごま

○牛乳、鶏もも肉、油揚
げ、なると、豆乳、◎牛
乳

バナナ、かぼちゃ、ほう
れんそう、ねぎ、○のり

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、カ
レー粉 牛乳

おせんべい

ミロ
ジャムサンド
　（いちご）

御飯
カレー
レタスのサラダ
オレンジ

米、じゃがいも、三温
糖、油、ごま油

○牛乳、豚肉、◎ヨーグ
ルト

オレンジ、たまねぎ、レ
タス、コーン缶、○青り
んごゼリーの素、にんじ
ん、きゅうり、グリン
ピース、にんにく、しょ
うが

カレーの王子様、中濃
ソース、ケチャップ、
酢、しょうゆ 麦茶

プチダノン

牛乳
青りんごゼリー

星たべよ

御飯
豆っこ汁
けんちん揚げ
ゆでブロッコリー

米、○食パン、片栗粉、
パン粉、三温糖、油

○牛乳、木綿豆腐、鶏ひ
き肉、○ミロ、大豆、
ベーコン、◎牛乳

ブロッコリー、にんじ
ん、たまねぎ、だいこ
ん、○いちごジャム、葉
ねぎ、しいたけ

しょうゆ、中華だしの
素、食塩、こしょう

牛乳
かぼちゃ
クッキー

牛乳
クラッカーサンド
（ブルーベリー）

ロールパン
クリームシチュー
スパゲティサラダ（ツナ）
バナナ

ロールパン、○米、じゃ
がいも、スパゲティ、フ
レンチドレッシング、片
栗粉、油、○油

○牛乳、豆乳、鶏もも
肉、ツナ油漬缶、◎牛乳

バナナ、たまねぎ、にん
じん、いんげん、赤ピー
マン、黄ピーマン、ピー
マン、○のり、○ひじき

洋風だしの素、食塩、こ
しょう

牛乳
鉄入り
ビスケット

牛乳
ひじきおにぎり

竹の子ご飯
すまし汁（花麩・みつば）
鮭のごまみそ焼き
切干大根の含め煮
いちご

米、もち米、三温糖、花
麩、油、すりごま、ご
ま、◎三温糖

○牛乳、さけ、油揚げ、
白みそ、◎牛乳、◎ヨー
グルト

いちご、人参、たけの
こ、○ブルーベリージャ
ム、切干大根、えのき
茸、みつば、干しいた
け、◎レモン果汁、◎オ
レンジ果汁

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、酒、
食塩 飲むヨーグルト

　（オレンジ）

マンナ

麦茶
プチダノン

牛乳
ぶどうゼリー
カルシウムせん

御飯
みそ汁（大根・わかめ）
鶏肉のねぎソースがけ
ほうれん草ともやしの納豆和え

米、○さつまいも、○米
粉、○三温糖、三温糖、
ごま油、片栗粉、○油、
油、○黒ごま

○牛乳、鶏もも肉、挽き
わり納豆、○豆乳、白み
そ、◎牛乳

ほうれんそう、もやし、
にんじん、だいこん、ね
ぎ、わかめ

かつお・昆布だし汁、
酢、しょうゆ、めんつ
ゆ・３倍濃縮、酒、おろ
ししょうが、食塩、○食
塩

牛乳
おせんべい

牛乳
米粉の
スイートポテト

牛乳
ロール
パンサンド
　（いちご）

御飯
カレー
ブロッコリーのサラダ
オレンジ

米、じゃがいも、油、三
温糖、ごま油

○牛乳、豚肉、◎ヨーグ
ルト

オレンジ、たまねぎ、ブ
ロッコリー、○ぶどうゼ
リーの素、コーン缶、に
んじん、ミニトマト、グ
リンピース、にんにく、
しょうが

カレーの王子様、中濃
ソース、ケチャップ、
酢、しょうゆカレー風味のトマトライス

野菜スープ（ほうれん草）
りんご

米、○ロールパン、じゃ
がいも、油、片栗粉、三
温糖

○牛乳、豚ひき肉、◎牛
乳

たまねぎ、りんご、にん
じん、トマトピューレ、
ほうれんそう、コーン
缶、○いちごジャム、に
んにく、しょうが

洋風だしの素、カレー
粉、食塩、こしょう

牛乳
おせんべい

米、じゃがいも、○ホッ
トケーキ粉、マヨドレ、
○油、小麦粉、アレル
ギー用マーガリン、○小
麦粉、油

○牛乳、カラスかれい、
○ウインナーソーセー
ジ、○豆乳、白みそ、◎
牛乳

にんじん、だいこん、
きゅうり、たまねぎ、
コーン缶、赤ピーマン、
ピーマン、わかめ

かつお・昆布だし汁、○
ケチャップ、ケチャッ
プ、食塩、こしょう 牛乳

鉄入り
ビスケット

牛乳
アメリカン
ドッグ

飲むヨーグルト

　（りんご）
マンナ

ミロ
バナナケーキ

ミートスパゲティー
ポテトスープ
バナナ

スパゲッティ、○米、
じゃがいも、○ごま、
油、三温糖、片栗粉

○牛乳、豆乳、○さけフ
レーク、豚ひき肉、牛ひ
き肉、大豆、◎チーズ

バナナ、トマト缶、たま
ねぎ、クリームコーン
缶、にんじん、マッシュ
ルーム缶、ピーマン、○
のり

ケチャップ、酒、しょう
ゆ、ウスターソース、洋
風だしの素、食塩、パセ
リ粉、こしょう

麦茶
チーズ

牛乳
おにぎり
　　（鮭）

御飯
みそ汁（大根・わかめ）
白身魚の洋風焼き
ポテトサラダ

ミロ
ロールパン
サンド
　（きな粉）

ロールパン
クリームシチュー
もやしのカレーサラダ
いちごゼリー

ロールパン、じゃがい
も、○小麦粉、○強力
粉、○三温糖、○アレル
ギー用マーガリン、片栗
粉、ごま油、油、三温
糖、◎三温糖

○牛乳、豆乳、鶏もも
肉、○ミロ、○豆乳、◎
牛乳、◎ヨーグルト

たまねぎ、にんじん、も
やし、○バナナ、いち
ご、いちごゼリーの素、
きゅうり、いんげん、◎
レモン果汁、◎りんご濃
縮果汁

洋風だしの素、しょう
ゆ、酢、食塩、カレー
粉、○食塩、こしょう

御飯
押し麦のスープ
おからコロッケ
いんげんのごま和え

米、じゃがいも、○ロー
ルパン、パン粉、○アレ
ルギー用マーガリン、小
麦粉、油、三温糖、押
麦、すりごま、○粉糖

○牛乳、○ミロ、豆乳、
鶏もも肉、豚ひき肉、鶏
ひき肉、おから、○きな
粉、○豆乳、◎牛乳

いんげん、はくさい、に
んじん、えのきたけ、た
まねぎ、しょうが、干し
しいたけ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒、酢、中華
だしの素、食塩、こしょ
う

牛乳
ビスコ

米、さつまいも、○お好
み焼き粉、三温糖、片栗
粉、○油、油

○牛乳、鶏もも肉、○豆
乳、○豚肉、白みそ、油
揚げ、○かつお節、◎牛
乳

キャベツ、○キャベツ、
切り干しだいこん、○に
んじん、にんじん、葉ね
ぎ、干ししいたけ、○あ
おのり

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、○中濃ソー
ス、みりん、酒、食塩、
おろししょうが

牛乳
おせんべい

牛乳
お好み焼き

牛乳
おせんべい

牛乳
クリームサンド

御飯
みそ汁（玉ねぎ・青梗菜）
ヘルシーミートローフ
ひじきの煮物

米、○じゃがいも、○片
栗粉、○米粉、パン粉、
○油、三温糖、ごま油

○牛乳、木綿豆腐、豚ひ
き肉、鶏ひき肉、○ウイ
ンナーソーセージ、白み
そ、油揚げ、◎牛乳

にんじん、たまねぎ、チ
ンゲンサイ、さやえんど
う、ひじき

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

牛乳
アスパラガス
ビスケット

牛乳
ポンデケージョ

御飯
みそ汁（キャベツ・さつま芋）

鶏肉の照り焼き
切干大根の含め煮

牛乳
豆乳黒糖寒

御飯
わかめスープ（じゃが芋）
焼き餃子
りんご

米、○食パン、じゃがい
も、ぎょうざの皮、油、
パン粉、○三温糖、○
ホットケーキ粉、ごま
油、三温糖

○牛乳、○豆乳、鶏ひき
肉、◎牛乳

りんご、たまねぎ、キャ
ベツ、にんじん、ねぎ、
わかめ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酢、食塩、こ
しょう

御飯
みそ汁（大根・油揚げ）
白身魚の洋風焼き
ポテトサラダ
りんご

米、じゃがいも、○黒砂
糖、マヨドレ、小麦粉、
アレルギー用マーガリ
ン、油、◎三温糖

○牛乳、カラスかれい、
○豆乳、白みそ、油揚
げ、◎ヨーグルト、◎き
な粉

りんご、にんじん、○み
かん缶、だいこん、きゅ
うり、たまねぎ、コーン
缶、赤ピーマン、ピーマ
ン、○粉かんてん

かつお・昆布だし汁、ケ
チャップ、食塩、こしょ
う 麦茶

きな粉
ヨーグルト

米、スパゲティ、パン
粉、フレンチドレッシン
グ、○アレルギー用マー
ガリン、○グラニュー
糖、○小町麩、片栗粉、
小麦粉

○牛乳、豚ひき肉、鶏ひ
き肉、豆乳、ツナ油漬
缶、◎チーズ

バナナ、クリームコーン
缶、たまねぎ、にんじ
ん、きゅうり、キャベツ

中濃ソース、ケチャッ
プ、洋風だしの素、食
塩、パセリ粉、こしょう 麦茶

チーズ
牛乳
麩のラスク

牛乳
ビスコ

牛乳
マカロニきな粉

御飯
わかめスープ
麻婆豆腐
えのきと青菜のお浸し

米、○米粉、○三温糖、
○油、片栗粉、三温糖、
油、ごま、ごま油

○牛乳、木綿豆腐、豚ひ
き肉、○豆乳、白みそ、
○きな粉、◎牛乳

ほうれんそう、にんじ
ん、○かぼちゃ、ねぎ、
なめたけ、たまねぎ、
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
牛乳
かぼちゃもち

御飯
コーンスープ
ハンバーグ
スパゲティサラダ（ツナ）
バナナ

牛乳
ジャムサンド
　（ブルーベリー）

御飯＆ツナふりかけ
みそ汁（キャベツ・油揚げ）
炒り豆腐（ひじき）
大根ともやしのサラダ

米、○マカロニ、○三温
糖、三温糖、油、片栗
粉、ごま油、ごま

○牛乳、豆腐、鶏ひき
肉、ツナ油漬缶、ハム、
○きな粉、白みそ、油揚
げ、◎牛乳

もやし、キャベツ、たま
ねぎ、だいこん、にんじ
ん、きゅうり、さやえん
どう、ひじき、干ししい
たけ

かつお・昆布だし汁、し
いたけだし汁、しょう
ゆ、みりん、○食塩

御飯
ポークビーンズ
おくらスープ
バナナ

米、○食パン、じゃがい
も、三温糖、片栗粉、油

○牛乳、豚ひき肉、大
豆、◎牛乳

バナナ、たまねぎ、トマ
ト缶、にんじん、オク
ラ、○ブルーベリージャ
ム、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

米、じゃがいも、○小麦
粉、○三温糖、○油、○
スライスアーモンド、
油、すりごま、三温糖

○牛乳、木綿豆腐、ウイ
ンナーソーセージ、○豆
乳、ちくわ、白みそ、○
おから、◎牛乳

にんじん、りんご、たま
ねぎ、ブロッコリー、ね
ぎ、グリンピース、わか
め

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酢、洋風だし
の素、みりん 牛乳

アスパラガス
ビスケット

牛乳
おから
クッキー

麦茶
ヨーグルト
　（いちごジャム）

ミロ
セサミ
シュガートースト

御飯
みそ汁（豆腐・わかめ）
洋風肉じゃが
キャベツのゆかり和え
オレンジ

米、じゃがいも、○米、
油

○牛乳、木綿豆腐、ウイ
ンナーソーセージ、ちく
わ、白みそ、◎ヨーグル
ト

オレンジ、たまねぎ、に
んじん、キャベツ、きゅ
うり、ねぎ、グリンピー
ス、○塩こんぶ、○の
り、わかめ

かつお・昆布だし汁、洋
風だしの素、みりん、
しょうゆ 麦茶

プチダノン

牛乳
おにぎり
（塩こんぶ）

御飯
みそ汁（豆腐・わかめ）
洋風肉じゃが
ブロッコリーのごま酢あえ
りんご

牛乳
アンパンマン
せんべい
ハーベスト

御飯
みそ汁（じゃが芋・青梗菜）
さわらのみそ焼き
ぜんまいの煮物

米、○食パン、じゃがい
も、マヨドレ、○アレル
ギー用マーガリン、○三
温糖、○ねりごま、三温
糖、ごま油

○牛乳、さわら、○ミ
ロ、さつま揚げ、白み
そ、◎ヨーグルト

ぜんまい、にんじん、チ
ンゲンサイ、葉ねぎ、わ
かめ、◎いちごジャム

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ御飯

豆っこ汁
けんちん揚げ
ゆでブロッコリー

米、片栗粉、パン粉、三
温糖、油

○牛乳、木綿豆腐、鶏ひ
き肉、大豆、ベーコン、
◎牛乳

ブロッコリー、にんじ
ん、たまねぎ、だいこ
ん、葉ねぎ、しいたけ

しょうゆ、中華だしの
素、食塩、こしょう

牛乳
かぼちゃ
クッキー

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。

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
竹の子、アスパラガス、キャベツ、人参、しらす、かれい、いちご

献立紹介
冷凍野菜（mixベジタブル、

コーン、オクラ、南瓜、パプリ

カなど）、冷凍豆腐、魚肉ソー

セージ、ツナ缶、トマト缶など

を常備しておくと、朝ごはん作

りの強い味方になります♪

令和3年４月献立表

朝食を食べると、睡眠中に下がった体温が上がって

体が活動しやすい状態になります。また脳にエネルギーが

補給されるので脳が活発に動き出します。

今年度も朝ごはんを食べて、元気に登園して下さい！

湘南こども園

お誕生会

※材料名は分量の多い順番になっています。

簡単な朝食レシピを

紹介します❣

【みそ汁またはおじや】

みそ汁

深めの器にインスタントみそ汁と
お湯を注ぎ、冷凍ほうれん草、冷凍
豆腐、刻んで冷凍しておいたねぎを
適量入れ、レンジで1分加熱する。

おじや

みそ汁に溶き卵1個とご飯５０ｇ程
を混ぜて、ラップをして、レンジで
40秒程加熱する。

作り方

１ 材料全部を混ぜ合わせる。

２ フライパンに油を敷き、１を1人分ずつ流し

込みふたをして弱火で加熱する。

３ 裏返し、ふたをしないで焼き目がつくまで焼く。

【冷ご飯のピザ風お焼き】
材料 幼児２人分

ご飯・・・・・・1.5膳

卵・・・・・・・１個

ピザ用チーズ・・15ｇ

mixベジタブル・・50ｇ

塩、こしょう・・少々

作り方

1 フランスパンは１ｃｍ位の大きさ

に切っておく。

２ ベーコンは千切りにし、油で炒め、

フランスパンも炒める。

３ ２に水を１５０ｃｃ入れ、煮立ったら

コンソメ、塩・こしょうで味を調え、

溶き卵を加えて、火が通ったら、

【フランスパン入りスープ】
材料 幼児２人分

フランスパン・・30ｇ

ベーコン・・・・１枚

卵・・・・・・・１個

塩、こしょう・・少々

油、コンソメ・・少々

幼児１人分

ツナ缶、しらす干し、

ハムを入れても

good!
湘南こども園では、バスが運行していて給食が提供さ

れている日の給食写真を、４月からはマチコミに掲載す

ることになりました（今まではホームページに掲載）。

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、マチコミタイムラインを参考に

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❣


