
10時のおやつ 10時のおやつ

（3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児

親子丼 精白米 若鶏もも たまねぎ いちご エネルギー 503 Kcal 555 Kcal けんちんうどん ゆでうどん ぶたもも だいこん きな粉 エネルギー 494 Kcal 545 Kcal

れんこんの金平 三温糖 鶏卵 にんじん 蒸しパン たんぱく質 17.4ｇ 18.3ｇ 豆腐入り松風焼き さといも 油揚げ にんじん トースト たんぱく質 22.7ｇ 25.0ｇ

だいこんとわかめの味噌汁 調合油 淡色辛みそ 生しいたけ 脂  質 13.1 ｇ 12.6 ｇ ミニトマト 三温糖 削り節 ごぼう 脂  質 16.4 ｇ 16.9 ｇ

ミニゼリー いりごま きざみのり 牛乳 果物 いりごま 鶏ひき肉 長ねぎ 牛乳

ゼリー グリーンピース 食パン 木綿豆腐 ほうれんそう

れんこん ソフトマーガリン 鶏卵 くだもの

お赤飯 精白米 ささげ だいこん かりんとう エネルギー 512 Kcal 571 Kcal 味噌焼肉丼 精白米 ぶたロース にんじん ヨーグルト エネルギー 524 Kcal 561 Kcal

さわらのごまみそ焼き いりごま さわら きゅうり ドーナツ たんぱく質 19.3ｇ 20.8ｇ 切り干し大根のマヨサラダ 押麦 淡色辛みそ たまねぎ たんぱく質 19.5ｇ 20.0ｇ

なます風 三温糖 淡色辛みそ にんじん 脂  質 13.2 ｇ 12.9 ｇ しめじとたまごの中華スープ ごま油 鶏卵 こねぎ おせんべい 脂  質 16.4 ｇ 16.3 ｇ

里芋の煮付 さといも 削り節 さやいんげん 牛乳 果物 いりごま 切干しだいこん

えのきと麩のすまし汁 観世ふ 鶏卵 えのきたけ マヨネーズ きゅうり

果物 黒砂糖 くだもの 片栗粉 くだもの

ナポリタンスパゲティー スパゲティ ロースハム たまねぎ 七草がゆ エネルギー 513 Kcal 565 Kcal さつま芋カレー 精白米 ぶたもも ブロッコリー マカロニ エネルギー 530 Kcal 590 Kcal

さつま芋のサラダ オリーブ油 パルメザンチーズ にんじん たんぱく質 16.0ｇ 16.7ｇ 花野菜のドレッシングサラダ 押麦 ロースハム カリフラワー あべかわ たんぱく質 17.3ｇ 18.3ｇ

チンゲン菜とたまごのスープ 有塩バター プロセスチーズ マッシュルーム おせんべい 脂  質 13.7 ｇ 13.3 ｇ もやしと玉ねぎのスープ さつまいも きな粉 たまねぎ 脂  質 16.3 ｇ 16.6 ｇ

果物 さつまいも 鶏卵 きゅうり 果物 調合油 にんじん 牛乳

マヨネーズ チンゲン菜 三温糖 もやし

調合油 くだもの マカロニ くだもの

ナポリタンスパゲティー スパゲティ ロースハム たまねぎ 　ブルーベリー エネルギー 582 Kcal 652 Kcal チーズパン チーズパン まこがれい キャベツ ツナ昆布 エネルギー 510 Kcal 568 Kcal

さつま芋のサラダ オリーブ油 パルメザンチーズ にんじん マフィン たんぱく質 18.6ｇ 19.9ｇ 白身魚フライ 薄力粉 鶏卵 きゅうり むすび たんぱく質 19.4ｇ 21.1ｇ

チンゲン菜とたまごのスープ 有塩バター プロセスチーズ マッシュルーム 脂  質 21.8 ｇ 23.4 ｇ キャベツとハムのサラダ パン粉 ロースハム にんじん 脂  質 15.4 ｇ 15.6 ｇ

果物 さつまいも 鶏卵 きゅうり 牛乳 かぶとしめじの豆乳スープ 調合油 豆乳 かぶ 麦茶

マヨネーズ チンゲン菜 果物 マヨネーズ まぐろ油漬缶 たまねぎ

調合油 くだもの 有塩バター くだもの

鮭チャーハン 精白米 鶏卵 長ねぎ チーズ エネルギー 530 Kcal 590 Kcal

春雨サラダ 調合油 さけ グリーンピース トースト たんぱく質 20.7ｇ 22.5ｇ

豆腐とわかめのスープ ごま油 ロースハム にんじん 脂  質 20.7 ｇ 22.2 ｇ

果物 いりごま 木綿豆腐 きゅうり 牛乳

はるさめ プロセスチーズ カットわかめ

マヨネーズ くだもの

チキンピラフ 精白米 ベーコン たまねぎ バナナ エネルギー 512 Kcal 588 Kcal

大根のごまドレシングサラダ 調合油 パルメザンチーズ にんじん ケーキ たんぱく質 15.2ｇ 16.1ｇ

イタリアンスープ バター 鶏肉 白菜 脂  質 20.8ｇ 22.4ｇ

ミニゼリー いりごま 鶏卵 きゅうり 牛乳

パン粉 大根

バナナ

ネバネバ丼 精白米 納豆 もやし 焼きそば エネルギー 536 Kcal 593 Kcal

肉じゃが 押麦 しらす干し たまねぎ たんぱく質 23.3ｇ 25.2ｇ

はんぺんとみつばのすまし汁 じゃがいも 削り節 にんじん 牛乳 脂  質 19.0 ｇ 19.1 ｇ

チーズキッス しらたき ぶたもも さやいんげん

調合油 はんぺん キャベツ

三温糖 チーズ みつば

かぼちゃロールパン ロールパン めかじき たまねぎ ひじき エネルギー 517 Kcal 580 Kcal

かじきのソテーバーベキュソース 薄力粉 ロースハム りんご むすび たんぱく質 20.8ｇ 22.7ｇ

小松菜とハムのチーズ和え 調合油 プロセスチーズ こまつな 脂  質 19.1 ｇ 20.3 ｇ

コーンポタージュ 三温糖 生クリーム にんじん 麦茶

果物 有塩バター 油揚げ コーン缶

精白米 くだもの

玄米ご飯 精白米 若鶏もも キャベツ おでん エネルギー 495 Kcal 547 Kcal

チキン南蛮タルタルソース 玄米 鶏卵 にんじん たんぱく質 21.9ｇ 24.0ｇ

キャベツおかか和え 薄力粉 かつお節 なめこ ヨーグルト 脂  質 16.8 ｇ 17.2 ｇ

豆腐となめこの味噌汁 調合油 木綿豆腐 長ねぎ ドリンク

果物 三温糖 淡色辛みそ みかん

マヨネーズ 焼き竹輪 くだもの
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1月の旬の食材

大根 かぶ 白菜 ごぼう 小松菜 ほうれん草

さといも ブロッコリー カリフラワー ねぎ

みかん いよかん りんご たら ぶり

郷土料理を

味わいましょう

お正月に食べる料理といえば、お雑

煮がありますが、地方ごとにお雑煮に

入る食材が異なることを知っています

か？ たとえば、東京は四角いおもち

に、鶏肉や野菜を合わせて。新潟はイ

クラやさけ、しいたけなど具だくさん。

京都は白味噌で味つけ、おもちは丸。

福岡も丸いおもちで、ぶりやしいたけ

が入っているのが特徴です。地方や家

庭で異なる個性が光るお雑煮です。

おもちの誤飲には、注意が必要です

が、お正月の食事を楽しみしましょう。

春の七草（七草がゆ）

１月７日は、せり・なずな・

ごぎょう・はこべら・ほとけの

ざ・すずな・すずしろの七草が

入った七草がゆを食べ、胃腸を

いたわりましょう。おかゆの味

付けが苦手な子どもには雑煮風

やすまし汁にして食べるのもお

すすめです。

★6日のおやつに提供します★

先月は、親子収穫体験へのご参加ありがとうございました。

保護者の皆様と食農活動を一緒にさせて頂き、給食室の職員も

ご家庭の様子を知る良い機会となりました。新鮮な野菜に触れ、

食への興味が広がれば幸いです。今後の給食作りや食育・食農

活動へ活かしていきたいと思います。

目標 今月 目標 今月
エネルギー 432kcal 519kcal 549kcal 578kcal

たんぱく質 17.3g 19.7g 20.6g 21.2g
脂質 14.4g 16.8g 17.1g 17.4g

乳児(1～2歳児 幼児（3～5歳児）


