
 

 

 

 

 

 

 

 

 お子さんと一緒にやってみよう！ 

 干し野菜作り 

    

 

  

 

 

 

      

 

 

 なかなかクッキングのできない状況ではあ

りますが、先月は、らいおん組さんにカレーラ

イスの玉ねぎの皮むきをお願いしました。 

 たくさん玉ねぎがありましたが、みんなで上

手に皮むきしてくれたおかげで、とても助かり

ました！ らいおん組の先生と相談して、また

お願いしたいと思っています。 

 お家でも、ぜひ♪ 

クッキングは五感を育てますよー。 

  

 あけましておめでとうございます。 

今年も元気いっぱいの子どもたちに負けないように、給食作り頑

張ります！！ 

 寒さも本番になり、体調も崩しやすい季節です。手洗いうがい

をしっかりして、睡眠も十分とって、給食もモリモリ食べて、元

気な身体を作っていきましょう☆ 

たんぽぽ共同保育園給食室 2021 年(令和 3年)1 月 

★★クッキング★★ 

 空気の乾燥している冬は、干し野菜作りに最適

です。大根やきのこ類などは、食べやすい大きさ

に切ったり、ちぎったりして、水分を拭き取り、

ザルや干し網に重ならないように並べ天日干しし

ます。野菜を干すことでうま味が凝縮され、食材

によっては栄養価も高くなります。また保存性が

高くなり、調理したときに味が染み込みやすくな

るという利点もあります。 

  

 

たんぽぽレシピ  

『焼きおにぎり』 おにぎりは人気です！ 

 

材料(1 人分)：米 30ｇ 醤油 1.5ｇ 鰹節 0.5ｇ 

作り方 

① 米を炊くときに、水と一緒に醤油も入れてに炊

く。 

② 炊きあがったら、鰹節を混ぜて、食べやすい大き

さに握る。 

③ フライパンで両面こんがり焼いてできあがり。 

 

☆保育園では、オーブンで焼いています。 

 

 

 



  ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

ごはん マカロニきな粉和え 498.9(464.7)

高野豆腐の肉詰め 牛乳 18.6(17.4)

さつま芋煮 切り干し大根煮 みかん 11.1(10.4)

味噌汁(キャベツ・長葱) 1.5(1.4)

ごはん 大学芋 551.4(513.8)

鯖の味噌煮　 牛乳 20.1(18.5)

酢蓮　ひじきの煮物 りんご 16.8(15.8)

味噌汁(豆腐・白菜) 1.8(1.7)

ごはん 黒米おにぎり 524.7(485.3)

松風焼き すまし汁(キャベツ・麩) 21.0(19.2)

ネバネバ和え(人参) いちご 12.1(10.9)

味噌汁(大根・玉葱) 2.0(1.8)

ごはん 七草がゆ 396.8(368.3)

筑前煮 みかん 14.2(13.2)

紅白なます 4.7(4.5)

味噌汁(白菜・玉葱) 1.7(1.6)

☆こども新年会☆ らいおん組→お餅　すまし汁 494.5(461.5)

ごはん　鶏の唐揚げ　味噌汁(切干し大根・白菜) 他のクラス→焼き芋　牛乳　 19.0(17.5)

カリフラワーおかかあえ りんご 11.4(10.6)

小松菜人参もやし甘酢和え 1.4(1.2)

こぎつねごはん(土曜日用) 豆パン 509.7(476.6)

きゃべつもやししめじ炒め 牛乳 17.4(16.3)

さつま芋煮 いちご 11.5(11.0)

味噌汁(大根・玉葱) 2.0(1.8)

ごはん のりおにぎり 469.0(435.8)

かれいの煮魚　さつま芋煮 すまし汁(キャベツ・わかめ) 19.7(18.0)

青菜人参こんにゃく白和え りんご 4.2(3.9)

味噌汁(大根・玉葱) 2.2(2.1)

ごはん 具だくさんうどん 472.9(437.2)

肉じゃが いちご 17.6(16.3)

青菜えのきツナの和えもの（もやし入り） 8.0(7.2)

味噌汁(白菜・玉葱) 3.0(2.9)

ごはん シュガートースト 498.1(465.0)

鰆の西京焼き 牛乳 21.5(19.9)

カリフラワーおかかあえ みかん 14.7(13.9)

おからの煮物　味噌汁(キャベツ・なめこ) 1.7(1.6)

ごはん パンケーキ 535.1(499.7)

麻婆豆腐 牛乳 19.3(17.9)

ひじきの中華サラダ りんご 14.8(13.9)

ワンタンスープ 1.8(1.7)

刻み昆布の混ぜご飯 チーズパン 512.0(479.9)

しらす入り野菜炒め 牛乳 17.1(16.2)

ごまポテト いちご 12.8(12.3)

味噌汁(大根・麩) 2.3(2.1)

ごはん じゃこトースト 509.5(476.5)

タンドリーチキン(1階のクラスは照り焼きチキン) 牛乳 23.1(21.5)

さつま芋煮　切り昆布と野菜の煮物 みかん 13.7(13.1)

味噌汁(高野豆腐・キャベツ) 2.3(2.1)

ごはん いももち 514.0(478.3)

かじきフライ　人参甘煮 牛乳 19.7(18.2)

もやし小松菜人参おかか和え いちご 12.0(11.2)

味噌汁(白菜・玉葱) 1.5(1.4)

たんぽぽ共同保育園　予定献立表2021年01月

日
曜
日

昼　　食 おやつ 血や肉をつくるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

献　立 材　料　名

04 月
牛乳、鶏ひき肉、凍
り豆腐、米みそ（淡
色辛みそ）、きな粉

七分つき米、さつまい
も、マカロニ、パン

粉、三温糖、ごま油

みかん、キャベツ、にんじ
ん、ねぎ、切り干しだいこ

ん、たまねぎ、ごぼう、干し
しいたけ、しょうが

05 火

牛乳、さば、木綿豆
腐、米みそ（淡色辛
みそ）、だいず水煮

缶詰、油揚げ

七分つき米、さつまい
も、三温糖、しらたき、
油、砂糖、ごま、黒ご

ま、ごま油

りんご、れんこん、はくさ
い、にんじん、ごぼう、しい

たけ、ひじき、しょうが

06 水

豚ひき肉、挽きわり
納豆、米みそ（淡色
辛みそ）、牛乳、し

らす干し

七分つき米、パン粉、
焼ふ、玄米、ごま

たまねぎ、こまつな、いち
ご、だいこん、にんじん、

キャベツ、しめじ、焼きのり

07 木
鶏もも肉、鶏ひき

肉、米みそ（淡色辛
みそ）

七分つき米、さとい
も、板こんにゃく、砂

糖、油

みかん、だいこん、にんじ
ん、れんこん、はくさい、た
まねぎ、せり、しいたけ、か
ぶ、だいこん（葉）、かぶ・

葉、いんげん、なずな

08 金
牛乳、鶏もも肉、米

みそ（淡色辛み
そ）、かつお節

さつまいも、七分つき
米、油、片栗粉、三温

糖

りんご、カリフラワー、緑豆
もやし、こまつな、はくさい、
にんじん、コーン缶、切り干

しだいこん、しょうが

09 土

牛乳、鶏ひき肉、ツ
ナ水煮缶、米みそ
（淡色辛みそ）、油
揚げ、ひよこまめ

（ゆで）

七分つき米、ロール
パン、さつまいも、

油、三温糖

キャベツ、緑豆もやし、いち
ご、だいこん、たまねぎ、し
めじ、にんじん、コーン缶

12 火
かれい、木綿豆

腐、米みそ（淡色辛
みそ）

七分つき米、さつまい
も、しらたき、三温糖、

すりごま、黒ごま

りんご、ほうれんそう、にん
じん、だいこん、たまねぎ、
キャベツ、生わかめ、しょう

が、焼きのり

13 水

豚肉(ロース)、鶏も
も肉、ツナ水煮缶、
米みそ（淡色辛み

そ）

七分つき米、じゃがい
も、干しうどん、しらた
き、三温糖、ごま、油

たまねぎ、にんじん、緑豆もや
し、いちご、えのきたけ、はくさ

い、ほうれんそう、だいこん、ごぼ
う、いんげん、しょうが

14 木

牛乳、さわら、おか
ら、米みそ（淡色辛
みそ）、豚ひき肉、
バター、かつお節

七分つき米、食パン、
三温糖、油、ごま、グ

ラニュー糖

みかん、カリフラワー、キャ
ベツ、にんじん、なめこ、こ

まつな

15 金

牛乳、木綿豆腐、
豚ひき肉、ヨーグル

ト(無糖)、米みそ
（淡色辛みそ）

七分つき米、ホット
ケーキ粉、ごま油、ワ
ンタンの皮、三温糖、

片栗粉

緑豆もやし、りんご、たまね
ぎ、きゅうり、キャベツ、に
んじん、しいたけ、ねぎ、

コーン缶、にら、ひじき、に
んにく

16 土

牛乳、豚ひき肉、と
ろけるチーズ、米み
そ（淡色辛みそ）、

しらす干し

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、焼

ふ、油、すりごま

キャベツ、いちご、だいこ
ん、たまねぎ、にんじん、い

んげん、刻みこんぶ

18 月

牛乳、鶏もも肉、
ヨーグルト(無糖)、
しらす干し、米みそ
（淡色辛みそ）、凍

り豆腐、油揚げ

七分つき米、食パン、
さつまいも、マヨネー

ズ、油、三温糖

みかん、キャベツ、にんじ
ん、しめじ、刻みこんぶ、万

能ねぎ、にんにく

19 火
牛乳、かじき、米み
そ（淡色辛みそ）、
きな粉、かつお節

七分つき米、さつまい
も、パン粉、小麦粉、
油、三温糖、片栗粉

緑豆もやし、にんじん、こまつ
な、いちご、はくさい、たまねぎ

☆市場の都合により、献立を変更することがあります。ご了承ください。

☆給食の事で、ご質問などありましたら、お気軽に給食室までどうぞ♪

☆お米は、産地直送の庄内米を使用しています。(七分つき米を使用)



  ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

日
曜
日

昼　　食 おやつ 血や肉をつくるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

献　立 材　料　名

そぼろ丼(とりそぼろ) すいとん 476.2(438.8)

きゅうりわかめしらすの酢の物 りんご 17.2(15.8)

味噌汁(大根・玉葱) 7.3(6.7)

2.5(2.3)

ごはん 焼きおにぎり 438.7(408.5)

かれいの野菜あんかけ すまし汁(大根・わかめ) 17.0(15.7)

里芋と蓮根の煮物 みかん 3.0(2.8)

味噌汁(キャベツ・長葱) 2.0(1.9)

♪♪お誕生会♪♪ ヨーグルトパン（いちごジャム添え） 580.5(546.6)

コーンごはん　チキンナゲット 牛乳 18.4(17.2)

ブロッコリーおかかあえ みかん寒天 15.8(14.9)

大根サラダ　味噌汁(キャベツ・玉葱) 1.9(1.7)

炊き込みごはん レーズンパン 510.2(471.5)

ツナ野菜炒め 牛乳 16.4(15.1)

さつま芋煮 いちご 10.5(9.7)

味噌汁(大根・わかめ) 2.1(1.9)

ごはん ツナトースト 520.0(485.1)

かじきのチーズ焼き 牛乳 22.6(21.1)

人参甘煮　スパサラ みかん 13.4(12.7)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 1.9(1.8)

ごはん ごへいもち 482.5(449.1)

れんこんのつくね焼き すまし汁(大根・麩) 17.9(16.5)

ネバネバ和え(ほうれん草・人参) いちご 8.0(7.3)

味噌汁(白菜・玉葱) 1.8(1.6)

ごはん けんちんうどん 424.2(393.5)

鶏の照り焼き　ブロッコリーのおかかあえ りんご 19.0(17.4)

五目味噌きんぴら 5.8(5.2)

味噌汁(白菜・長葱) 2.9(2.8)

ごはん ポテト餅 547.2(508.5)

鮭フライ　さつま芋煮 牛乳 20.7(19.2)

春雨サラダ みかん 12.6(11.9)

味噌汁(キャベツ・えのき) 1.8(1.7)

カレーライス 野菜クラッカー 657.3(612.2)

人参サラダ 牛乳 17.8(16.6)

野菜スープ(レタス・わかめ) はっさく 17.8(16.9)

2.4(2.2)

ひじきごはん 豆パン 496.6(464.9)

ツナ野菜炒め 牛乳 17.1(16.0)

青のりポテト いちご 11.5(11.1)

味噌汁(大根・麩) 1.7(1.6)

[ ３～５歳児 ] エネルギー510Kcal 蛋白質 20.8g 脂質 12.5g カルシウム 206mg 鉄分 2mg

[ １～２歳児 ] エネルギー 471Kcal 蛋白質 19.2g 脂質 11.6g カルシウム 194mg 鉄分 2mg

　　【献立の平均栄養価】

20 水
鶏ひき肉、しらす干
し、米みそ（淡色辛

みそ）、油揚げ

七分つき米、小麦
粉、三温糖、ごま

きゅうり、りんご、ほうれん
そう、たまねぎ、だいこん、
キャベツ、にんじん、しいた

け、生わかめ、しょうが

21 木
かれい、米みそ（淡
色辛みそ）、かつお

節

七分つき米、さとい
も、小麦粉、片栗粉、

ごま油、三温糖

みかん、緑豆もやし、れん
こん、キャベツ、にんじん、
だいこん、エリンギ、ねぎ、

いんげん、生わかめ

22 金

牛乳、鶏ひき肉、木
綿豆腐、ヨーグルト
(無糖)、ツナ水煮

缶、米みそ（淡色辛
みそ）、バター、か

つお節

七分つき米、強力
粉、三温糖、砂糖、

油、片栗粉

みかん天然果汁、だいこ
ん、ブロッコリー、たまね

ぎ、キャベツ、コーン缶、い
ちご、生わかめ、かんてん
（粉）、にんにく、しょうが

23 土
牛乳、鶏ひき肉、ツ
ナ水煮缶、米みそ

（淡色辛みそ）

七分つき米、ロール
パン、さつまいも、油

いちご、にんじん、チンゲン
サイ、たまねぎ、キャベツ、
だいこん、しめじ、干しぶど

う、生わかめ

25 月

牛乳、かじき、ピザ
用チーズ、ツナ水

煮缶、米みそ（淡色
辛みそ）

七分つき米、食パン、
スパゲティ、マヨネー
ズ、パン粉、三温糖

みかん、にんじん、たまね
ぎ、キャベツ、きゅうり、コー

ン缶、あおのり

26 火

鶏ひき肉、挽きわり
納豆、米みそ（淡色
辛みそ）、しらす干

し

七分つき米、片栗
粉、焼ふ、三温糖、す

りごま

たまねぎ、れんこん、ほう
れんそう、いちご、はくさ

い、にんじん、だいこん、し
いたけ、焼きのり、しょうが

27 水
鶏もも肉、米みそ
（淡色辛みそ）、木
綿豆腐、かつお節

七分つき米、干しうど
ん、板こんにゃく、ご
ま、ごま油、三温糖

りんご、ブロッコリー、はくさ
い、にんじん、れんこん、だ
いこん、ごぼう、たまねぎ、

まいたけ、ねぎ

28 木

牛乳、さけ、ピザ用
チーズ、鶏ささ身、
米みそ（淡色辛み

そ）

七分つき米、じゃがい
も、さつまいも、パン
粉、小麦粉、はるさ

め、片栗粉、油、三温
糖、ごま油、ごま

みかん、きゅうり、キャベ
ツ、えのきたけ、にんじん、

コーン缶、焼きのり

29 金
牛乳、豚ひき肉、バ
ター、ツナ水煮缶

七分つき米、じゃがい
も、小麦粉、三温糖、

油

にんじん、たまねぎ、はっさ
く、ブロッコリー、緑豆もや
し、こまつな、レタス、生わ

かめ、あおのり

30 土

牛乳、豚ひき肉、ツ
ナ水煮缶、米みそ
（淡色辛みそ）、ひ
よこまめ（ゆで）

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、焼

ふ、油、ごま

いちご、チンゲンサイ、たま
ねぎ、キャベツ、だいこん、
にんじん、ひじき、あおのり
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