
保育園名 組 児童生徒名 記入者氏名（続柄） 保育園名 組 児童生徒名 記入者氏名（続柄）

料理名 料理名ミニミニお好み蒸しパン(主食） お好み焼き風　もちたま(主食）

　もち…1個
　干しエビ…適量
　マヨネーズ…適量
　かつお節…適量

卵…1個
ソース…適量
サラダ油…少々
青のり…適量

　～1人分～　←1歳児向け
　蒸しパンの素…20ｇ
　お好みの野菜…適量
　（人参、さつま芋など）

牛乳…大さじ1
※ハム、チーズをいれてもOK

材 料 材 料材 料 材 料

1

① 野菜はゆでて細かく切ります。
② 蒸しパンの素と牛乳をよく混ぜ合わせ、野菜と混ぜます。
③ 電子レンジ対応の小さめの器に入れて、約１分加熱してでき上
がりです。

① もちに小さじ1の水をかけ、電子レンジで1分加熱します。
② フライパンに油をいれ、加熱したもちの両面を焼き、干しエビ
を振りかけます。
③ 上に卵をわり、黄身を潰し、広げます。
④ 両面を焼き、ソース・マヨネーズ、かつお節、青のり等でトッ
ピングしたら出来上がりです。

作り方 作り方

ｺﾒﾝﾄ

ｺﾒﾝﾄ野菜が苦手な子も蒸しパンにすると食

べられますよ。野菜も少量なので、冷

蔵庫に少しだけ余っている野菜でつく

ることができます。

おもちが余っているときにつくると便利です。

大根おろしと醤油でもあっさりしておいしい

ですよ。

作り方 作り方



保育園名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄） 保育園名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄）

料理名 料理名炒り豆腐丼(主食）

　豆腐…1丁
　（綿・絹どちらでも）
　ひき肉…100ｇ
  卵…2個

とろろきゅうり丼(主食）

　とろろ（長いも）…1/3本
　きゅうり…1本
　浅漬けのもと…適量
　ごはん…適量

ほうれん草…2株
しょう油…大さじ1
みりん…大さじ1
ごはん

材 料 材 料材 料材 料

2

① 豆腐はキッチンペーパーで巻いて電子レンジに2分かけます。
② ほうれん草は細かく刻みます。
③ フライパンに油をひき、ひき肉を炒めながらほぐします。色が
かわったら、ほうれん草と①の豆腐をくずしながら入れて炒めま
す。火力は強火で水分をとばします。水分がとんだら、しょう
油、みりんを加えて調味し、とき卵を入れてほぐします。
④ ごはんの上に③をのせて出来上がりです。

① ごはんにすりおろしたとろろ（長いも）をかけます。
② 浅漬けの素に浸したきゅうりをビニール袋に入れ、軽く叩いて
つぶします。
③ ②を①にのせてできあがりです。

作り方 作り方

ｺﾒﾝﾄ
ｺﾒﾝﾄ

食べやすいので、よく噛んでくれないこ

とがあります。「よく噛んでね」と声か

けて食べています。

作り方作り方

とても簡単で短時間に作ることができます。

朝の寝起きには、丼にするとごはんといっしょ

にもりもりと食べられます。

ｺﾒﾝﾄ



保育園名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄） 学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄）

料理名 料理名

オクラ…2本
なめ茸…1ビン
しらす…適宜

　納豆…1パック
　ご飯…1杯
　いりごま…適量
　めんつゆ…適量

卵…1個
かつお節…適量
青のり…適量
ごま油…適量

　～4人分～
　金時草…2～3束
　長芋…200ｇ
　きゅうり…1本

納豆おやき☆(主食） サッパリ・トロネバ・血液サラサラ丼(主食）

材 料 材 料材 料

3

① ご飯と卵を混ぜてなじませてから、納豆、かつお節、いりご
ま、青のり、めんつゆを入れてまぜまぜします。
② フライパンにごま油をひいて、弱火で両面に焼き色がつくまで
焼けばできあがりです。
※一口サイズに切って、手づかみで食べてもGOOD！

① 金時草はさっと茹で、酢としょう油で薄めに味付けをします。
② オクラもさっと茹でスライスします。
③ きゅうりは薄く輪切りにします。
④ 長芋はすりおろします。
⑤ なめ茸、しらすと①～④を混ぜ合わせご飯にかけて完成です。

作り方 作り方

ｺﾒﾝﾄ
ｺﾒﾝﾄ

納豆のねばねばがいやで、子どもの

小さいときに手づかみで食べやすい

ようにおやきにしました。今でもバ

クバク食べてくれます(#^.^#)

こんがり焼き色がつくまで焼くのが

コツです！

金時草の味付けとなめ茸のだし味で

充分味がついています。なめ茸の代

わりにナメコやエノキをさっと茹で

たものを使ってもＯＫ。味をみて調

整します。のりやワサビ、しょうが、

みょうがなどをトッピングしても美

味しいですよ。

作り方



学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄） 学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄）

料理名 料理名

≪マヨネーズ≫
絹ごし豆腐…100ｇ
酢…小さじ1・1/2
塩…小さじ2/3
こしょう…少々
白みそ…小さじ1

≪ソース≫
ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽﾞ…100ｃｃ
ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ…250ｃｃ
しょうゆ…大さじ2
塩…小さじ1/2
しょうが…小さじ1
ｶﾞﾗﾑﾏｻﾗ…小さじ1/4

カリカリパンの目玉焼のっけ(主食）キャベツたっぷりかんたんお好み焼き(主食）

　～4人分～
  ≪お好み焼き≫
  薄力粉…1/2カップ
  水…40～50cc
  キャベツ…150ｇ

　～1人分～
　食パン…1枚
　ほうれん草…適量
　バター…少々
　マヨネーズ…少々

ハム…1枚
卵…1個
塩・こしょう…少々
とろけるチーズ…少々

材 料 材 料材 料材 料材 料

4

① グラタン皿にバターをうすくぬり、9等分した食パンにもバ
ターをぬって皿に並べます。
② 卵が中心になるよう食パンの上に割りいれます。
③ まわりに茹でたほうれん草、小さめに切ったハムを並べます。
④ 塩・こしょうし、マヨネーズをかけ、とろけるチーズをのせ、
オーブントースターで卵が半熟になるまで焼きます。

① 薄力粉と水をよく混ぜ、1ｃｍ角に切ったキャベツを加え、よ
く混ぜ合わせます。
② 熱したフライパンに油をひき、①を入れ全体に広げます。
③ フタをして、弱火にし、片面３分くらいずつ焼きます。
④ マヨネーズは、全ての材料をミキサーなどにかけます。
⑤ ウィスターソースは、材料をフライパンで8～10分、強火で煮
ます。100ｃｃぐらいになったら、ガラムマサラを入れてできあが
りです。

作り方 作り方作り方

ｺﾒﾝﾄ

ｺﾒﾝﾄ

まわりがカリカリに焼けた食パンに、

とろーり目玉焼とマヨネーズがとっ

ても美味～～です。

キャベツだけでも驚くほどおいしいです。

子供の食いつきが良かったレシピです。マ

ヨネーズやソースも手作りで安心ヘルシー

です。

作り方作り方



学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄） 学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄）

料理名 料理名栄養たっぷり しらす おにぎり(主食）

しらす…適量
大根菜…適量
ごま油…少々

　～4人分～
  ごはん
  白ゴマ…少々
　しょうゆ…少々

チーズ入り焼きおにぎり(主食）

　～4人分～
　ごはん…300ｇ
　プロセスチーズ…30ｇ
　生タイプのインスタントみ
　そ汁…1杯分

ごま油…少々

あれば
　白ごま、ハム、魚肉ソーセージ、
ちりめんじゃこなど

材 料 材 料材 料材 料

5

ごま油 少々

① フライパンでしらす、細かく切った大根菜をごま油でパリパリ
に炒めます。
② ①を醤油でからめます。
③ 白ご飯に混ぜ込み出来上がりです。

① ボウルにごはんを入れ、みそ汁の具、みそを混ぜます。
② チーズは角切りにし、①に混ぜます。
③ ②を4等分し、平たく形づくり、あれば白ごまをまぶします。
④ フライパンにごま油を熱し、両面をこんがり焼けば出来上がり
です。

作り方 作り方作り方

ｺﾒﾝﾄ ｺﾒﾝﾄ

時間のない朝は、夜のうちにつくっ

ておくと楽ちんです。

みそ汁の具は何でもかまいません

が、戻りにくいものは向きません。

混ぜる具も、火を通さなくてよい

ものを入れると手早くできます。

作り方



学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄） 学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄）

料理名 料理名簡単中華ごはん(主食） 超かんたん炊きこみごはん(主食）

　米…1と1/2カップ
　焼き鳥缶…1缶
　こんにゃく…1/3枚
　にんじん…30ｇ

水…220cc
しょうゆ…大さじ1
みりん…大さじ1

　マーボー豆腐の素…1箱
　竹の子水煮…1本
　ゆでうずら卵…8～10個

米…4合
しいたけ…4枚

材 料 材 料材 料

6

① 米は洗っておきます。
② 竹の子、しいたけは1cm角に切ります。
③ 炊飯器に米を入れ、4合のご飯を炊くように水を入れます。そ
の中に、ひき肉入りマーボー豆腐の素2パックを入れ軽く混ぜま
す。
④ ③に②を加え炊飯器のスイッチを入れます。
⑥ 炊き上がったらすぐにうずら卵を入れてむらします。

① こんにゃく、にんじん細切りにします。
② 炊飯器に、洗ってザルにあげておいた米、①、焼き鳥缶（汁
も）、水、しょうゆ、みりんを加え炊きます。

作り方 作り方

ｺﾒﾝﾄ

ｺﾒﾝﾄ
朝からしっかり食べたい時や、弁当のお

にぎりなどにどうぞ！

子どもたちに人気です。

作り方 作り方

焼き鳥缶の汁もつかうのがポイントです!



保育園名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄） 保育園名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄）

料理名 料理名

パン耳…1斤分
（サンドイッチの残りなど）
牛乳…90cc
粉…50g

　　ピーマン…1個
Ａ　玉ねぎ…半分
　　ウインナー…適量

　ケチャツプ…適量
　とろけるチーズ…適量

（ツナ缶で）カルツナーラ(主食） （パン耳）ピザ(主食）

パスタ…170g
塩…適量
ツナ…1缶
卵…2個
チューブ入りにんにく…少々

　　　めんつゆ…大さじ2
Ａ　　牛乳…大さじ2
　　　マヨネーズ…大さじ1
　　　粉チーズ…大さじ2
　　　つぶコショウ

材 料 材 料材 料 材 料

7

① パスタをゆで、ツナの油1/2をからめます。
② ボウルに卵とAを混ぜ合わせます。
③ フライパンに残りのツナ油を熱し、にんにくを加え香りがでた
ら、ツナ、①をサッと炒め、火を止め②をザックリ混ぜ、コショ
ウをふります。

① パン耳のみじん切り、牛乳、粉を混ぜ、テフロン加工のフライ
パンに押し付けるよう丸く薄くのばします。（両面をうっすら焼
く）
② Aを薄切りにして、電子レンジにかけます。
③ ①にケチャップをぬり、②を美しくならべ、チーズをのせフラ
イパンでチーズがとろけるまでとろ火で焼きます（オーブントー
スター可）。

作り方 作り方

ｺﾒﾝﾄ ｺﾒﾝﾄ

ツナ缶を油も捨てずに利用し、手軽にお

いしくパスタがつくれます。（栄養士よ

り）

パン耳を上手に利用してピザ生地をつ

くっています。すてきなアイディアです

ね。（栄養士より）

作り方 作り方



学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄） 学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄）

料理名 料理名 なットースト(主食）うめぼしさっぱりごはん(主食）

～1人分～
食パン…6枚切1枚
スライスチーズ…1枚
なっとう…1パック

のり（味付でも可）…適量
ケチャップ…適量
マヨネーズ…適量

　～材料4人分～
　米…2合
　梅干し…大1個
　昆布…3～4cm
　青じそ…2～3枚

材 料 材 料材 料 材 料

8

① 納豆についているタレを納豆に混ぜます。
② パンにのせ、適当にちぎったスライスチーズを納豆の上にのせ
ます。
③ その上にケチャツプ、マヨネーズをかけ、最後にのりを手でク
シャっとしパラパラとかけ、トースターで焼きます。

① 普段どおりにお米をといで、昆布と梅干しを入れて炊きます。
② 炊き上がったら、昆布と種をとった梅干し、刻んだ青じそを混
ぜてできあがりです。

作り方 作り方作り方

ｺﾒﾝﾄ
ｺﾒﾝﾄ

のりは、たっぷりかけるとおいしいです。また、

トマト、レタスなどを添えると、なお良いです。

包丁、まな板も使わないので忙しい朝にはとっ

ても良いです。

さっぱりして、食が進みます。シラス

干しを入れてもおいしいですよ。

作り方



保育園名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄） 保育園名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄）

料理名 料理名梅、おかかチャーはん(主食）

　～1人分～
　ご飯…1杯
　梅干し…1個
　いりごま…少々
　ごま油…少々

おかか…1パック
卵…1個
きざみのり…少々
しょうゆ…少々

巣ごもりエッグ（主菜）

　～2人分～
　卵…2個
　キャベツ…1/4個くらい
　人参…1/3本

ハム…2枚
塩…少々
こしょう…少々
オリーブ油…少々

材 料材 料 材 料材 料

9

① フライパンにごま油をひいて、といた卵を流し、半熟に炒めた
ところでご飯を入れてさらに炒めます。
② ご飯がパラパラになったら、おかかと細かくつぶした梅干しを
入れて炒めて、醤油で味を整えます。
③ ②を皿によそって、いりごまと刻みのりをのせます。

① キャベツ、人参、ハムは千切りにします。
② フライパンに油をひき、①をささっと軽めに炒めます。塩こ
しょうを少々ふります。
③ キャベツにドーナツ型の卵を入れる部分をつくります。
④ 卵を入れたら通常の目玉焼きと同様に水を少し入れて蒸し焼き
です。

作り方作り方

ｺﾒﾝﾄ

家にある食材を使い、炒めるだけの簡単料理です。

朝の忙しい時は、もってこいの朝ごはんだと思い

ます。

シラス干しやツナ缶などを入れても良いと思いま

す。

ｺﾒﾝﾄ

野菜と卵を一緒に食べれるし、キャベツも沢山

食べられます。

作り方作り方作り方作り方



学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄） 学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄）

料理名 料理名とうふ炒め(主菜） 白あえ風サラダ(主菜）

　～4人分～
　絹ごし豆腐…1丁
　生卵…1ケ
　すりごま…適量

ブロッコリー…適量
魚肉ソーセージ…2本

　絹ごし豆腐…1丁
　きゅうり…1本
　トマト…1個

カットわかめ…5ｇ（大さじ1）
すり白ごま…大さじ4
ポン酢

材 料 材 料材 料 材 料

10

① 上記材料を食べやすい大きさに切り、フライパンで炒め、味塩
で味付けすします。

① ボウルに絹ごし豆腐に入れ、カットわかめを戻さずにそのまま
加えて、手でくずしてまぜて、5分ほどおきます。
② きゅうりは薄切りにし、トマトは適当なサイズに小さめに切り
ます。
③ わかめがとうふの水分を吸ってもどったら、②と、ごまをまぜ
ます。
④ 器に盛り、ポン酢をかけできあがり！！

作り方 作り方

ｺﾒﾝﾄ ｺﾒﾝﾄ

作り方 作り方

前日にプラスチック製容器に入れて

準備しておけば、朝は炒めるだけで

良いので楽ですよ。お好みでとうふ、

ブロッコリーの量を増やすのも良い

と思います。

朝ごはんだけでなく、忙しいお母さんの

夜ごはんメニューの一品にもピッタリ！手

間いらず、すぐつくれ、ヘルシーで体によ

くておいしいです。わかめや野菜にからん

だとうふがクリーミーで、こうばしいごま

とさっぱりポン酢が暑い季節にも食欲をそ

そる一品です。



学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄） 学校名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄）

料理名 料理名

　ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ…大1
　トマト…中1個　　＋酢
　塩…少々
　こしょう…少々

A　玉子…1コ
B　カマンベールチーズ
C　豆腐…小さいサイズ1コ

　ほうれん草…1束
　納豆…1P
　納豆のタレ、醤油

味の素…少々
（お好みで辛子）
きざみのり…適量

トマトとオリーブオイル炒め　3バージョン(主菜） ほうれん草の納豆和え(主菜）

材 料 材 料材 料 材 料

11

　

A スクランブルエッグを作り皿に盛ります。
B カマンベールチーズを一口大に切り、切り口をフライパンで両
面を焼き皿に盛ります。
C 豆腐をフライパンで両面焼き皿に盛ります。
① オリーブオイルをフライパンに入れ、一口大に切ったトマトを
炒め塩・コショウで味付けします。（酢を少量加えてもOK）
　A　B　C　の上に①をのせる。またはもう一度①のフライパンに
もどして軽くまぜます。

① ほうれん草は色よくさっとゆで、冷まし、ぶつ切りにします。
② ボウルにほうれん草、納豆、たれ、調味料をいれよく混ぜ合わ
せます。
③ 器に盛り、きざみのりを散らしできあがりです。

作り方 作り方

ｺﾒﾝﾄ

ｺﾒﾝﾄ

作り方

A、B、Cそれぞれのトッピングにしらす

干し、かつおぶしなどをのせても良い

です。きゅうりの小口切りにオリーブ

オイルを多めにした①をのせても良い

です。冷たいトマトが苦手な場合、オ

リーブオイルで炒めるのが良いとか。

すぐに火が通るので朝食に楽ちんです。

作り方

ほうれん草をゆでるだけで、あっという間にでき

あがり！納豆の粘りで、ほうれん草がズルズルと

口の中に入ってかなりの量が摂取できます。人参

やきのこ等を加えるとごちそうに（!?）



保育園名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄） 保育園名 学年・組 児童生徒名 記入者氏名（続柄）

料理名 料理名カンタン野菜いっぱいポトフ(副菜）

　玉ねぎ…1/4
　にんじん…1/4
　キャベツ…2～3枚
　コーン…20ｇ～30ｇ
　ウインナー…2本～4本

水…600～800cc
コンソメスープの素…1～2コ
しお、こしょう…少々

ミックスジュース（副菜）

　～4人分～
　バナナ…2本
　氷…８～10個
　ハチミツor缶詰の汁…適量

みかんの缶詰…小1/2缶
牛乳…150～200ｃｃ

材 料 材 料材 料材 料 ☆野菜は何でもOK☆

ほうれん草、はくさい、トマト、

レタス、ブロッコリー

材 料
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① 玉ねぎ、にんじん、キャベツ、ウインナーを食べやすい大きさ
に切ります。
② 鍋に水と食材を入れて煮ます。
③ 野菜が煮えたら、コンソメスープの素を入れます。
④ しお、こしょうで味をととのえて完成です！！

① 全部をミキサーに入れ、程よくミックスしたらできあがり。

作り方 作り方作り方

ｺﾒﾝﾄ
ｺﾒﾝﾄ

上の材料ですと野菜は3種類ですが、できる

だけたくさん野菜を入れるよう心がけてい

ます。スープにすると野菜もしんなりして

食べやすく味も薄味なので･･･子供達は大す

きです。

作り方 作り方

ごはんだと食べにくくてもジュースなら

朝からどんどん飲めて栄養も沢山とれま

す。




