
エネルギーKcal　  　主　　な 　　 材　　料 　名 エネルギーKcal　　   主　 な     材　 　料 　名
 日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ  日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ

脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児） 脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児）

かき揚げうどん 　633 （514） 乾うどん えび 玉ねぎ、人参 野菜ジュース アメリカンドック ご飯、もやしの中華スープ 　606 （485） 精白米 豚肉、えび 人参、玉ねぎ ゼリー あんこバタートースト

４　（月） フルーツポンチ 　17.9（13.9） 調合油 卵 ほうれん草、ねぎ 牛乳 １８（月） 八宝菜、バンバンジーサラダ 　25.6（20.5） 調合油 いか、あさり 白菜、椎茸 果物

　22.6（17.0） 小麦粉 魚肉ソーセージ もも缶、みかん缶 トマト 　23.1（16.6） 食パン 鶏肉、わかめ きゅうり、トマト 牛乳

挽肉カレーライス 　649 （547) 精白米 豚肉 玉ねぎ、人参 牛乳 マーマレードジャムサンド ご飯、じゃが芋の味噌汁 　595 （492） 精白米 さば レモン、玉ねぎ 牛乳 お麩のラスク

５　（火） シーザーサラダ 　22.8（20.4） じゃが芋 ベーコン レタス、きゅうり 牛乳 １９（火） さばの塩焼き、炒り豆腐 　22.2（18.7） 麩 鶏肉、卵 人参、干し椎茸 果物

　25.5（22.9） 食パン 卵 サニーレタス 小松菜のお浸し 　24.9（20.8） 調合油 バター 小松菜、もやし 牛乳

ご飯、ひきな汁 　570 （554) 精白米 めかじき、卵 干し椎茸、三つ葉 プリン ココアケーキ ご飯、卵のコンソメスープ 　598 （487） 精白米 鶏肉 レモン、にんにく 麦茶 クリームタルト

６　(水) かじきまぐろのバター醤油焼き 　26.3（25.2） バター、油揚げ 白菜、人参 果物 ２０（水） 鶏肉のバーベキューソース 　23.0（18.1） スパゲティ ハム 人参、きゅうり せんべい 果物

茶碗蒸し、白菜のおかか和え 　19.5（19.6） 鶏肉、蒲鉾 大根、もやし 牛乳 スパゲティサラダ、ボイルブロッコリー 　22.0（16.6） 卵 ブロッコリー 牛乳

ご飯、なめこの味噌汁 　587 （507） 精白米 鶏肉、ハム ねぎ、きゅうり 牛乳 七草がゆ ゆかりご飯、大根のすまし汁 　575 （498） 精白米 さわら、味噌 人参、大根 牛乳 ポテトチーズ焼き

７　（木） 鶏のから揚げねぎポン酢かけ 　19.7（18.1） 春雨 豆腐、卵 人参、なめこ 麦茶 ２１（木） さわらの西京焼き 　23.8（21.2） 白滝 昆布、わかめ 玉ねぎ 果物

春雨サラダ、果物 　20.3（19.0） 調合油 鶏肉 かぶ すき昆布の煮物、しゅうまい 　21.4（19.8） じゃが芋 さつま揚げ ねぎ 牛乳

てまり寿司、はんぺんのすまし汁 　593 （512） 精白米 鶏肉、たら 人参、ごぼう 牛乳 星のポテト ご飯、白菜の味噌汁 　586 （506） 精白米 鶏肉、豆腐 人参、玉ねぎ 牛乳 ケークサレ

８　（金） 白身魚の野菜あんかけ 　20.0（18.3） 小麦粉 ひじき 蓮根、干し椎茸 果物 ２２（金） 豆腐のつくね焼き 　23.8（21.2） パン粉 ハム、卵 きゅうり、白菜 野菜ジュース

蓮根とひじきのサラダ、ミニケーキ 　15.8（15.7） 蒟蒻 はんぺん 玉ねぎ、白菜 野菜ジュース ポテトサラダ、果物 　17.8（17.2） じゃが芋 油揚げ 大根

卵とじうどん 　554 （434） 乾うどん 鶏肉 人参、玉ねぎ ヨーグルト カステラ 豚丼 　622 （485） 精白米 豚肉 レタス ヨーグルト ドーナッツ

９　（土） 果物 　21.1（18.3） 油揚げ 干し椎茸 ミニゼリー ２３（土） 豆腐の味噌汁 　18.7（16.4） 豆腐 玉ねぎ ミニゼリー

　15.7（11.8） 卵 みつば 牛乳 果物 　24.0（18.1） わかめ 牛乳

ご飯、大根の味噌汁 　606 （492） 精白米 鶏肉 ねぎ、人参 ほうじ茶 スティックパイ ご飯、わかめのすまし汁 　595 （24.4） 精白米 鶏肉、味噌 人参、もやし ほうじ茶 どら焼き、せんべい

１２（火） ねぎ塩チキン 　21.7（17.0） マカロニ ハム 大根、ねぎ せんべい 牛乳 ２５（月） 鶏肉の味噌焼き、和風春雨サラダ 　24.4（18.9) 春雨 卵 きゅうり、ねぎ ビスケット 果物

マカロニサラダ、ミニゼリー 　29.5（22.2） パイ皮 油揚げ、味噌 きゅうり ブロッコリーのごま和え 　18.0（16.3） 麩、わかめ ハム ブロッコリー 牛乳

ご飯、卵のコンソメスープ 　594 （475) 精白米 鮭 しめじ、干し椎茸 ヨーグルト ピーナッツクリームサンド ふりかけご飯、けんちん汁 　587 （507） 精白米 赤魚、卵 たくあん 牛乳 ミートパイ

１３（水） 鮭のきのこクリーム 　24.5（20.7） 小麦粉 ベーコン レタス、きゅうり 果物 ２６（火） 赤魚煮、竹輪の磯辺揚げ 　23.1（20.6) 蒟蒻 竹輪、青のり きゅうり、大根 果物

イタリアンサラダ、トマト 　26.5（19.4） 食パン 卵 サニーレタス、人参 牛乳 たくあんときゅうりの漬け物 　24.2（22.0） パイ皮 豚肉、チーズ 人参、ごぼう 牛乳

ご飯、お麩のすまし汁 　597 （515） 精白米 豚肉、味噌 人参、ごぼう 牛乳 さつま芋蒸しパン ご飯、小松菜の味噌汁 　606 （451） 精白米 のり、豚肉 玉ねぎ、人参 ヨーグルト 揚げパン

１４（木） 豚肉の味噌焼き、五目豆煮 　23.5（20.9) 麩 大豆、鶏肉 干し椎茸 果物 ２７（水） 肉豆腐、南瓜サラダ 　23.7（17.5） 調合油 豆腐、 南瓜、きゅうり 牛乳

きゅうりとわかめの酢の物 　21.5（19.9） さつま芋 昆布、わかめ きゅうり、みかん 牛乳 トマト 　23.6（17.5） パン 油揚げ トマト、小松菜

ロールパン、ポトフ 　584 （505） ロールパン かれい ほうれん草 牛乳 きつねご飯 のりご飯、きのこの味噌汁 　624 （535） 精白米 ぶり、卵 玉ねぎ、人参 牛乳 チーズ蒸しパン

１５（金） カレイのフリッター 　22.2（20.0） フリッター粉 卵、バター 人参、しめじ 麦茶 ２８（木） ぶりの照り焼き、卵焼き 　27.1（23.6） ベーコン ほうれん草、ねぎ 牛乳

ほうれん草のソテー 、果物 　24.2（21.9） 精白米、ごま 油揚げ コーン ほうれん草のお浸し 　26.4（23.6） バター、チーズ もやし、えのき

ミートソーススパゲティ 　591 （517） スパゲティ 豚肉 人参、玉ねぎ プリン マドレーヌ 食パン、セロリのスープ 　604 （520） 食パン 豚肉、牛乳 玉ねぎ、ピーマン 牛乳 ご飯のおとし焼き

１６（土） キャベツのスープ 　22.9（20.7） チーズ キャベツ、干し椎茸 ミニゼリー ２９（金） ピザバーグ 　26.0（22.8） 精白米 チーズ、えび 人参、きゅうり 野菜ジュース

果物 　19.3（17.9） ベーコン マッシュルーム 牛乳 ブロッコリーとえびのサラダ、果物 　25.8（23.2） 調合油 ベーコン ブロッコリー

ソース焼きそば 　624 （542） 中華麺 豚肉、卵 人参、キャベツ プリン バウムクーヘン

≪今月の食育予定≫ ３０（土） わかめのスープ 　19.9（18.5） わかめ 玉ねぎ、ピーマン ミニゼリー

１/１３(水)　　３歳児　　箸指導 果物 　22.8（20.6） 青のり ねぎ、もやし 牛乳

１/１５(金)　　５歳児　  箸指導 都合により献立が変更になることがあります。ご了承ください。　　1食あたりの平均塩分量　以上児：2.2ｇ　未満児：1.7ｇ

　　

令和３年　１月　　予定献立表　　　太陽認定こども園

≪旬の食材≫
白菜、ほうれん草、小松菜、ブロッコリー、
蓮根、かぶ、大根、ぶり、さわら、カレイ、
たら、小豆、みかんなど


