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●先日、くじらグループさんが大事にそだてた

大根を給食室に持ってきてくれました。とても

太くて立派な大根。翌日のお味噌汁の具に。 

軟らかくて、とってもおいしい大根でしたよ。

●うさぎ組さんとぞう組さんにお邪魔して、 

おやつのおにぎりを子たちの前で作り、出来立

てを食べてもらいました。 

●くじらグループさんにお手伝いをしてもら

い『七草粥』のお話をしました。呪文のように

唱えながら、七草を覚えました！ 

 暦の上では春が近づいていますが、まだまだ寒いこの頃。 

2 月は節分がありますが、節分には季節を分けるという意味があ

ります。季節の変わり目には体調を崩しやすいので、気をつける

という意味もあります。毎日の食事では、赤色・黄色・緑色の食

べ物をバランスよく食べて寒さを乗り切りましょう！ 

 

たんぽぽ共同保育園給食室 2021 年(令和 3年)2 月 

  ★★食育活動★★ 

 現代人は昔の人に比べ、食べものを噛む回数が

大幅に減ったといわれています。その原因には、

軟らかい食べものが好まれるようになったこと、

食にかける時間が短くなったことなどがあげられ

ます。よく噛むことは唾液の分泌を促し、消化吸

収をよくする働きがあります。また虫歯の予防や

肥満予防、丈夫なあごをつくるなどといった健康

上のメリットもあります。 

 よく噛んで食べる習慣を、小さなうちから身に

つけましょう！ 

 

たんぽぽレシピ 

『もちもちパン』 

材料(1 人分)：白玉粉 10ｇ ホットケーキ粉 8ｇ 

       牛乳 16ｇ 粉チーズ 10ｇ 油 1ｇ 

               

作り方 

① 白玉粉は、細かくつぶしておく。 

※ミルミキサーがあれば、それを使って粉状にす 

ると混ぜやすいです。 

② ①とホットケーキ粉・粉チーズ・油を混ぜ、牛乳

を加え、粉っぽさがなくなるまで、混ぜる。 

③ 1 個 20ｇの大きさに丸め、オーブンで焼く。 

(１８０℃ 6 分～8 分で焼く) 

 

 



  ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

ごはん もちもちパン 512.8(482.8)

高野豆腐の肉詰め 牛乳 21.7(20.5)

大根人参磯和え 甘夏 14.6(14.1)

味噌汁(白菜・長葱) 1.9(1.8)

☆節分の日☆ シュガートースト 548.1(510.0)

手巻き寿司(1階のクラスはちらし寿司) 牛乳 19.3(17.9)

かぼちゃの含め煮 みかん 9.5(9.3)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 2.2(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) 1.4(1.3)

ごはん 具だくさんうどん 515.6(476.2)

松風焼き ポンカン 22.6(20.9)

ネバネバ和え(人参) 12.3(11.2)

味噌汁(大根・玉葱) 3.0(2.8)

ごはん チーズ蒸しパン 543.5(507.1)

鯖の味噌煮　ブロッコリーのおかか和え 牛乳 22.6(21.0)

根菜のきんぴら いよかん 16.2(15.2)

味噌汁(豆腐・白菜) 1.9(1.8)

こぎつねごはん 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 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 焼き芋 474.3(442.8)

かれいの煮魚　あちゃら漬け 牛乳 21.1(19.4)

青菜人参こんにゃく白和え ポンカン 7.3(7.0)

味噌汁(大根・玉葱) 1.6(1.4)

ごはん しらす昆布おにぎり 489.6(453.9)

肉じゃが すまし汁(キャベツ・わかめ) 16.8(15.5)

青菜えのきツナの和えもの（もやし入り） はっさく 7.9(7.2)

味噌汁(白菜・玉葱) 2.2(2.1)

ごはん パンケーキ 531.8(496.4)

麻婆豆腐 牛乳 19.5(18.2)

ひじきの中華サラダ いよかん 14.8(13.8)

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 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)

カレーライス（じゃが芋） 野菜クラッカー 655.8(610.7)

人参サラダ(ツナ) 牛乳 17.8(16.6)

野菜スープ(レタス・わかめ) 甘夏 17.8(16.9)

2.4(2.2)

16 火
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、なつみか
ん、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

☆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)

13 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

15 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

10 水

豚肉(ロース)、ツナ
水煮缶、しらす干

し、米みそ（淡色辛
みそ）、かつお節

七分つき米、じゃがい
も、しらたき、三温糖、

ごま、油

はっさく、たまねぎ、緑豆も
やし、にんじん、えのきた
け、はくさい、ほうれんそ

う、キャベツ、いんげん、生
わかめ、刻みこんぶ、しょう

が、あおのり

12 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、いよかん、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

08 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

09 火
牛乳、かれい、木

綿豆腐、米みそ（淡
色辛みそ）

さつまいも、七分つき
米、しらたき、砂糖、
三温糖、すりごま

オレンジ、ほうれんそう、かぶ、に
んじん、だいこん、たまねぎ、しょ

うが

05 金

牛乳、さば、木綿豆
腐、米みそ（淡色辛
みそ）、ピザ用チー

ズ、かつお節

七分つき米、ホット
ケーキ粉、三温糖、ご

ま、ごま油

いよかん、ブロッコリー、れ
んこん、はくさい、ごぼう、

にんじん、しょうが

06 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

03 水
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

04 木

豚ひき肉、挽きわり
納豆、鶏もも肉、米

みそ（淡色辛み
そ）、牛乳、しらす

干し

七分つき米、干しうど
ん、パン粉、ごま

たまねぎ、オレンジ、だいこ
ん、こまつな、にんじん、し

めじ、ごぼう、焼きのり

たんぽぽ共同保育園　予定献立表2021年02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

01 月

牛乳、鶏ひき肉、粉
チーズ、凍り豆腐、
米みそ（淡色辛み

そ）

七分つき米、白玉
粉、ホットケーキ粉、
パン粉、油、三温糖

だいこん、なつみかん、に
んじん、はくさい、ねぎ、た
まねぎ、しいたけ、焼きの

り、しょうが

02 火

牛乳、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、食パン、
三温糖、砂糖、グラ
ニュー糖、すりごま、

ごま油

みかん、かぼちゃ、きゅう
り、にんじん、キャベツ、た
まねぎ、焼きのり、かんぴょ

う（乾）



  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

ごはん おかかチーズおにぎり 428.8(399.5)

かれいの野菜あんかけ すまし汁(大根・わかめ) 17.4(16.0)

キャベツ胡瓜の甘酢和え いよかん 3.9(3.7)

味噌汁(白菜・長葱) 2.1(2.0)

♪♪お誕生会♪♪ ころころドーナツ 605.3(566.8)

さつま芋ご飯　ミートローフ 牛乳 21.8(20.2)

ブロッコリーおかかあえ りんご寒天 20.3(19.2)

大根サラダ　味噌汁(キャベツ・豆腐) 1.8(1.6)

ごはん けんちんうどん 440.4(407.6)

鶏の照り焼き　酢蓮 ポンカン 19.7(18.1)

おからの煮物 7.1(6.4)

味噌汁(キャベツ・なめこ) 3.0(2.9)

炊き込みごはん レーズンパン 510.2(478.2)

ツナ野菜炒め 牛乳 16.4(15.4)

さつま芋煮 いちご 10.5(10.1)

味噌汁(大根・わかめ) 2.1(1.9)

ごはん 蒸しパン 520.6(484.5)

鰤の照り焼き　さつま芋煮 牛乳 19.4(18.0)

切り干し大根煮 みかん 14.5(13.5)

味噌汁(白菜・長葱) 1.3(1.2)

そぼろ丼(とりそぼろ) ポテト餅 524.3(487.3)

きゅうりわかめしらすの酢の物 牛乳 20.4(19.0)

味噌汁(大根・玉葱) はっさく 11.4(10.8)

2.3(2.1)

ごはん マカロニきな粉和え 467.8(435.6)

鰆の西京焼き　人参甘煮 牛乳 20.8(19.3)

ひじきの煮物 いちご 11.7(11.0)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 1.5(1.4)

ごはん 和風スパゲティ 493.2(461.0)

ポークビーンズ 牛乳 19.9(18.6)

ブロッコリーと人参のごまサラダ ポンカン 12.8(12.1)

味噌汁(大根・長葱) 1.4(1.3)

ひじきごはん（豚ひき肉） 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

26 金

牛乳、だいず水煮
缶詰、豚肉(ロー
ス)、鶏ひき肉、米
みそ（淡色辛み

そ）、バター

七分つき米、スパゲ
ティ、三温糖、すりご

ま、油

ブロッコリー、オレンジ、
ホールトマト缶詰、たまね
ぎ、にんじん、だいこん、

キャベツ、まいたけ、ピーマ
ン、ねぎ、コーン缶、焼きの

り

27 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

24 水

牛乳、鶏ひき肉、ピ
ザ用チーズ、しらす
干し、米みそ（淡色

辛みそ）

七分つき米、じゃがい
も、片栗粉、三温糖、

ごま

きゅうり、はっさく、ほうれん
そう、だいこん、たまねぎ、
しいたけ、にんじん、生わ
かめ、焼きのり、しょうが

25 木

牛乳、さわら、だい
ず水煮缶詰、米み
そ（淡色辛みそ）、
きな粉、油揚げ

七分つき米、マカロ
ニ、しらたき、三温
糖、ごま、ごま油

にんじん、いちご、キャベ
ツ、たまねぎ、ごぼう、しい

たけ、ひじき

20 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

22 月
牛乳、ぶり、米みそ
（淡色辛みそ）、油

揚げ

七分つき米、さつまい
も、ホットケーキ粉、

ごま油、三温糖

みかん、はくさい、ねぎ、に
んじん、切り干しだいこん、

干しぶどう、しいたけ

18 木

牛乳、豚ひき肉、木
綿豆腐、ツナ水煮

缶、米みそ（淡色辛
みそ）、かつお節

七分つき米、ホット
ケーキ粉、さつまい
も、油、三温糖、パン
粉、小麦粉、黒ごま、
グラニュー糖、片栗

粉

りんご天然果汁、だいこ
ん、ブロッコリー、たまね

ぎ、キャベツ、ピーマン、に
んじん、生わかめ、かんて

ん（粉）

19 金

鶏もも肉、おから、
木綿豆腐、豚ひき

肉、米みそ（淡色辛
みそ）

七分つき米、干しうど
ん、砂糖、ごま、油、

三温糖

オレンジ、れんこん、にんじ
ん、キャベツ、なめこ、だい
こん、こまつな、たまねぎ

17 水
かれい、米みそ（淡
色辛みそ）、ピザ用
チーズ、かつお節

七分つき米、小麦
粉、三温糖、片栗粉、

ごま油

キャベツ、いよかん、緑豆
もやし、はくさい、にんじ

ん、だいこん、きゅうり、エリ
ンギ、コーン缶、ねぎ、いん

げん、生わかめ

　　【献立の平均栄養価】
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