
エネルギー

たんぱく質

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料 　脂質／塩分
 (  )は未満児

580.4(504.7)

4 23.2(20.8)

火 18.1(17.3)

1.9(1.5)

576.1(458.1)

5 18.6(16.1)

水 16.8(15.2)

1.6(1.2)

550.4(475.6)

6 23.5(20.9)

木 20.2(18.4)

1.8(1.4)

545.0(437.2)

7 22.7(18.8)

金 17.3(15.5)

2.1(1.6)

600.4(474.5)

11 25.7(20.9)

火 17.5(15.5)

1.9(1.4)

604.8(507.9)

12 21.1(19.2)

水 19.6(18.6)

1.9(1.6)

546.2(443.0)

13 22.9(19.0)

木 18.0(16.5)

1.2(1.0)

498.6(410.5)

14 19.3(17.2)

金 13.2(12.8)

2.0(1.7)

585.6(465.3)

17 21.6(17.9)

月 17.0(15.3)

1.9(1.4)

530.1(450.4)

18 19.2(17.8)

火 12.9(12.9)

1.6(1.4)

517.5(418.8)

19 22.5(18.7)

水 13.7(13.0)

1.9(1.4)

501.5(412.7)

20 19.9(17.4)

木 15.1(14.1)

2.1(1.7)

552.4(448.5)

21 18.3(15.9)

金 13.9(13.1)

1.9(1.4)

566.5(449.3)

24 21.9(18.2)

月 17.6(15.5)

1.6(1.2)

517.1(418.2)

25 22.8(19.4)

火 14.1(13.3)

1.6(1.2)

565.5(451.5)

26 19.7(16.6)

水 10.4(10.7)

2.0(1.5)

549.0(441.8)

27 23.7(20.0)

木 16.8(15.3)

2.1(1.6)

606.8(481.7)

28 33.1(26.2)

金 18.2(16.4)

1.9(1.5)

572.0(499.4)

31 23.4(21.3)

月 21.3(20.2)

1.8(1.5)

エネルギー 583(495)

たんぱく質 23.3(19.8)

脂質 16.2(13.7)

塩分 1.6(1.5)

エネルギー 555(454)

たんぱく質 22.3(19.1)

脂質 16.4(15.2)

塩分 1.8(1.4)
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牛乳

牛乳

牛乳
マカロニ
きな粉

牛乳

バナナ、だいこん、○みかん濃縮
果汁、にんじん、たまねぎ、えの
きたけ、ごま、刻みこんぶ、ね
ぎ、あおのり

かつお・昆布だし汁、酢、
酒、しょうゆ、食塩

牛乳
みかん

蒸しパン

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

3時おやつ10時おやつ

サバカレー
切干し大根とひじきのサラダ

かぼちゃチーズ焼き
ヨーグルト

米、○マカロニ、じゃがい
も、○砂糖、マヨネーズ、
油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、ヨーグル
ト（低脂肪無糖）、さば
(水煮缶)、○きな粉、ベー
コン、チーズ

たまねぎ、かぼちゃ、トマト
ピューレ、にんじん、コーン缶、
切り干しだいこん、グリンピース
（冷凍）、ひじき、にんにく、
しょうが

洋風だしの素、カレー粉、
食塩、○食塩、こしょう

牛乳

ゆかりごはん
松風焼き　粉ふき芋

三色なます　厚揚げのみそ汁
バナナ

米、じゃがいも、○米粉、
○砂糖、押麦、○油、砂
糖、油、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、生揚げ、
鶏ひき肉、豚ひき肉、おか
ら、米みそ（淡色辛み
そ）、卵

ごはん　さばの南蛮漬け
納豆和え　かぼちゃのみそ汁

みかん

米、○ロールパン、押麦、
油、砂糖、片栗粉、○米粉

○牛乳、◎牛乳、さば、○
豆乳、挽きわり納豆、○ツ
ナ油漬缶、米みそ（淡色辛
みそ）

みかん、かぼちゃ、もやし、たま
ねぎ、にんじん、こまつな、だい
こん、○たまねぎ、ねぎ、赤ピー
マン、ピーマン

かつお・昆布だし汁、酢、
しょうゆ、食塩、○食塩、
○パセリ粉、こしょう、○
こしょう

牛乳
ツナクリーム

サンド

牛乳
野菜もち

麦入りごはん
厚揚げのみそ炒め

はるさめサラダ　中華スープ
りんご

米、○米、押麦、はるさ
め、砂糖、片栗粉、ごま油

○牛乳、◎牛乳、生揚げ、
豚肉(肩ロース)、○しらす
干し、卵、ハム、米みそ
（淡色辛みそ）

にんじん、りんご、たまねぎ、ね
ぎ、きゅうり、にら、○だいこ
ん、ピーマン、○ほうれんそう、
○にんじん、ごま、○なずな、に
んにく、しょうが

酢、しょうゆ、中華だしの
素、食塩、○食塩、こしょ
う

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩
ロース)、焼き豆腐、○お
から、○豆乳、米みそ（淡
色辛みそ）、ちくわ、○卵

バナナ、はくさい、こまつな、に
んじん、たまねぎ、しらたき、え
のきたけ、○にんじん、ねぎ、ご
ま、カットわかめ、干ししいた
け、○レモン果汁

かつお・昆布だし汁、しょ
うゆ、酢、みりん

牛乳
七草粥

おこわ　鮏のマヨネーズ焼き
じゃがいもゆかり和え

切干大根のサラダ　かき玉汁
バナナ

じゃがいも、米、○米粉、
もち米、マヨネーズ、○砂
糖、○油、砂糖、油、片栗
粉、ごま油

○牛乳、◎牛乳、さけ、
卵、鶏もも肉、○豆乳、ち
くわ、○きな粉、淡色みそ

バナナ、きゅうり、○こまつな、
にんじん、たまねぎ、たけのこ
（ゆで）、○みかん濃縮果汁、ほ
うれんそう、葉ねぎ、切り干しだ
いこん、干ししいたけ

かつおだし汁、しいたけだ
し汁、しょうゆ、酢、食
塩、酒、こしょう

牛乳
人参

ドーナッツ

ごはん　鶏肉のカレー風味
野菜フライとタルタルソース
コンソメスープ　プチゼリー

米、パン粉、○米粉、油、
小麦粉、砂糖、マヨネー
ズ、○黒砂糖、○油

◎牛乳、○牛乳、鶏もも
肉、○豆乳、卵、○大豆
（乾）、ゼラチン

キャベツ、○りんご、かぼちゃ、
なす、たまねぎ、にんじん、えの
きたけ、○干しぶどう、にんに
く、しょうが

ケチャップ、しょうゆ、
酒、洋風だしの素、食塩、
カレー粉、パセリ粉

牛乳
りんごの

大豆ケーキ

ごはん
豚肉のすき焼き風煮物

小松菜の和風和え
わかめのみそ汁　バナナ

米、○小麦粉、○砂糖、○
油、砂糖、○無塩バター

麦茶
プリン

せんべい

中華丼　ほうれん草のナムル
かぼちゃの甘煮

はるさめスープ　みかん

米、ごま油、はるさめ、片
栗粉、○砂糖、砂糖、油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(も
も)、しばえび、かまぼ
こ、○いわし（田作り）

みかん、かぼちゃ、ほうれんそ
う、はくさい、にんじん、もや
し、にら、しいたけ、たけのこ、
すりごま、黒きくらげ、しょう
が、にんにく

かつお・昆布だし汁、しょ
うゆ、酢、中華だしの素、
酒、○しょうゆ、食塩、こ
しょう

牛乳

牛乳

牛乳
おやつ小魚
ビスケット

ごはん　ミートローフ
ポテトサラダ

れんこんのきんぴら
豆腐となめこのみそ汁　バナナ

米、じゃがいも、○砂糖、
片栗粉、マヨネーズ、砂
糖、油、ごま油

◎牛乳、○牛乳、木綿豆
腐、豚ひき肉、鶏ひき肉、
ハム、米みそ（淡色辛み
そ）

バナナ、きゅうり、れんこん、た
まねぎ、にんじん、ねぎ、なめ
こ、コーン缶、ピーマン、ひじ
き、○いちご

かつお・昆布だし汁、しょ
うゆ、酒、食塩、ナツメグ

○牛乳、◎牛乳、さけ、○
豆乳、鶏もも肉、ハム、生
クリーム

りんご、たまねぎ、トマト、きゅ
うり、にんじん、しめじ、エリン
ギ、しいたけ、切り干しだいこ
ん、にんにく

酢、酒、洋風だしの素、食
塩、こしょう

牛乳
黒糖蒸しパン

◎牛乳、○豆乳、鶏もも
肉、ツナ油漬缶、○きな
粉、米みそ（淡色辛みそ）

バナナ、きゅうり、コーン缶、こ
まつな、にんじん、ごま、しょう
が、にんにく

煮干だし汁、しょうゆ、
酒、食塩

麦茶
豆乳もち

ゆかりごはん　から揚げ
パスタサラダ

小松菜とじゃが芋のみそ汁　バナナ

米、じゃがいも、○片栗
粉、スパゲティ、○砂糖、
押麦、油、片栗粉、マヨ
ネーズ

牛乳
焼きおにぎり

麦入りごはん　えびたまあんかけ
キャベツとツナの和え物

中華スープ　フルーツ杏仁豆腐

米、じゃがいも、砂糖、○
焼ふ、押麦、はるさめ、○
バター、○砂糖、片栗粉、
油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、卵、牛
乳、えび、脱脂粉乳、ツナ
○きな粉

キャベツ、にんじん、みかん缶、
はくさい、もも缶（白桃）、パイ
ン缶、いちご、ほうれんそう、こ
まつな、えのきたけ、ごま、万能
ねぎ、干ししいたけ、カットわか
め、粉かんてん、黒きくらげ

しょうゆ、酢、中華だしの
素、食塩

ごはん　鮭のトマトクリーム煮
切干大根のサラダ

チキンスープ　りんご

米、○米粉、じゃがいも、
○油、○黒砂糖、小麦粉、
油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩
ロース)、卵、○卵

バナナ、チンゲンサイ、クリーム
コーン缶、もやし、たまねぎ、
コーン缶、にんじん、あさつき、
塩こんぶ、しょうが

しょうゆ、みりん、中華だ
しの素、食塩

牛乳
お麩ラスク

ちゃんぽんうどん
にんじんのじゃこごま和え
かぼちゃ蒸しパン　バナナ

ゆでうどん、○米、小麦
粉、砂糖、油、ごま油、○
ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉
(肩)、豆乳、卵、しらす干
し、脱脂粉乳、○かつお節

バナナ、もやし、にんじん、キャ
ベツ、たまねぎ、かぼちゃ、さや
えんどう、ごま

しょうゆ、○しょうゆ、中
華だしの素、食塩

牛乳
フレンチ
トースト

ごはん　鶏肉とたまごの煮物
ほうれん草のごま和え
豆腐スープ　オレンジ

米、○小麦粉、砂糖、○砂
糖、○油

○牛乳、◎牛乳、鶏もも
肉、うずら卵水煮缶、木綿
豆腐、○卵

オレンジ、ほうれんそう、にんじ
ん、だいこん、ごぼう、もやし、
にら、○干しぶどう、ごま、にん
にく、しょうが

しょうゆ、酢、酒、中華だ
しの素、食塩

牛乳
レーズン
蒸しパン

ごはん　豚肉のしょうが焼き
チンゲン菜の昆布和え
コーンスープ　バナナ

米、○食パン、油、○グラ
ニュー糖、ごま油

牛乳
じゃこごま
おにぎり

わかめごはん
白身魚の揚げおろし煮

野菜炒め　じゃが芋となめこのみそ汁

バナナ

○さつまいも、米、じゃが
いも、ビーフン、油、片栗
粉、ごま油

○牛乳、◎牛乳、かれい、
米みそ（淡色辛みそ）

バナナ、だいこん、たまねぎ、か
ぼちゃ、にんじん、ピーマン、な
めこ、葉ねぎ、干ししいたけ、
しょうが

かつお・昆布だし汁、かつ
おだし汁、しょうゆ、酒、
みりん、中華だしの素

牛乳

牛乳

○牛乳、◎牛乳、鶏むね
肉、卵、ベーコン、ツナ油
漬缶、粉チーズ

いちご、かぶ、たまねぎ、きゅう
り、にんじん、○いちごジャム、
かぶ・葉、切り干しだいこん、
ピーマン、ひじき

ケチャップ、ワイン
（白）、食塩、洋風だしの
素

牛乳
焼きいも

食パン　ポークビーンズ
ブロッコリーと卵のサラダ

みかん

食パン、じゃがいも、○
米、砂糖、油

○牛乳、◎牛乳、ゆで大
豆、豚肉(肩ロース)、ツナ
油漬缶、○しらす干し、
卵、脱脂粉乳

みかん、たまねぎ、ホールトマト
缶詰、ブロッコリー、にんじん、
○ごま、ごま、○あおのり、にん
にく

ケチャップ、しょうゆ、
酢、酒、洋風だしの素、食
塩、パセリ粉

牛乳
クラッカー

サンド

ミートスパゲティー
ブロッコリーのチキンサラダ

野菜スープ
さつま芋のりんご煮

マカロニ・スパゲティ、さ
つまいも、○小麦粉、○無
塩バター、油、○砂糖、砂
糖、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、豚ひき
肉、鶏ささ身、脱脂粉乳、
粉チーズ

りんご、たまねぎ、にんじん、ブ
ロッコリー、キャベツ、トマト
ピューレ、さやえんどう、コーン
缶、レモン果汁、にんにく

ケチャップ、ウスターソー
ス、ワイン（赤）、食塩、
酢、洋風だしの素

牛乳
型抜き

クッキー
牛乳

新年あけましておめでとうございます。まだまだ寒い季節ですが、よく食べよく動き、夜はしっかりと休み長期休み中に乱れがちな

生活リズムをしっかりと整えていきましょう。新しく迎えた年も心身ともに健やかに成長してほしいと思います。

本年も安全で、子どもたちが笑顔になれる給食を作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

【春の七草】
せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざに、すずな（かぶ）・すずしろ（だいこん）を加えるとはるの七草になります。

1月7日に七草かゆを食べて無病息災を願う風習は、古くから日本で行われてきました。

このように昔から食べ継がれてきた食文化を、食卓を通して子どもたちに伝えていきたいですね。

【寒い冬は朝食で温まろう】　寒い冬も早寝、早起き、朝ごはんで元気に一日をスタートしましょう。

2022年1月  献    　  立      　表 　　　　　　　　　　　　幼児食　ゆいのひ保育園

温野菜にひと工夫

ごはん　鶏肉のピカタ
切干大根のサラダ

かぶとベーコンのスープ煮
いちご

米、じゃがいも、マヨネー
ズ、小麦粉

給与栄養目標量

平均給与所要量

また大根・にんじん・ごぼうなどの根菜類は体を温めます。根菜たっぷりのみそ汁など前日につくりおきすると便利です。

朝食の効果

＊事前に献立を確認し、給食ではじめて口にするものがないようにお願いします。

生野菜は体を冷やす作用があるので、冬は温野菜がおすすめです。

常備菜を活用
時間のない朝はひじき煮や、切干し大根煮など常備菜があると便利です。

野菜をレンジでチンして、温泉卵をのせればココット風に。刻んだ温野菜とたんぱく質食品、鶏肉や納豆を一緒に和えてもいいですね。

バランスよく食べることで、体と脳が目覚めて午前中、元気に活動ができ集中力も持続します。また、体温が上昇し免疫力が高まります。


