
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）

チキンカツ丼 　654 （523） 精白米 鶏肉 玉ねぎ ヨーグルト お菓子 ご飯、じゃが芋の味噌汁 　640 （507） 精白米 鶏肉、ハム ねぎ、トマト 麦茶 アップルパイ

４　（土） 高野豆腐の味噌汁 　21.0（18.7） 薄力粉 卵、凍り豆腐 ミニゼリー ２０（月） ねぎ塩チキン、マカロニサラダ 　22.0（16.8） マカロニ わかめ、味噌 きゅうり、人参 ビスケット 牛乳

りんご 　22.1（16.7） パン粉 わかめ 野菜ジュース トマト 　29.8（23.7） 玉ねぎ、りんご

ポークカレーライス 　657 （512） 精白米 豚肉 人参、玉ねぎ 麦茶 ずんだ団子 ご飯、豆腐の味噌汁 　614 （504） 精白米 さんま 切り干し大根 牛乳 がんづき

６　（月） フルーツヨーグルト 　19.8（15.2） じゃが芋 豆腐 もも缶、みかん缶 せんべい 牛乳 ２１（火） さんまの蒲焼き風、切り干し大根煮 　21.1（17.7） 薄力粉 油揚げ、卵 人参、干し椎茸 牛乳

　22.6（17.0） カレールウ ヨーグルト パイナップル缶 ほうれん草のごま和え 　21.0（17.7） 調合油 豆腐、わかめ ほうれん草、もやし 果物

ご飯、ひきな汁 　604 （505） 精白米 いわし、油揚げ梅、ごぼう 野菜ジュース 七草粥 のりご飯、えのきのすまし汁 　608 （544） 精白米 豆腐、鶏肉 人参、きゅうり プリン カスタードドック

７　（火） いわしの梅煮、茶碗蒸し 　26.8（21.9) こんにゃく かまぼこ 人参、干し椎茸 果物 ２２（水） あんかけ豆腐、チーズサラダ 　24.1（21.9） さつま芋 チーズ トマト、えのき 牛乳

白菜のおかか和え 　17.3（13.9） 里芋 鶏肉、豆腐 白菜、もやし 牛乳 さつま芋のレモン煮 　20.1（18.5） 麩、パイ皮 卵 果物

ご飯、クリームシチュー 　606 （502） 精白米 ささみ、チーズ ブロッコリー、人参 ヨーグルト ココアケーキ ご飯、人参のスープ 　594 （513） 精白米 まぐろ、豚肉 人参、玉ねぎ 牛乳 温麺

８　（水） ささみのチーズパン粉焼き 　24.6（21.4） じゃが芋 ベーコン、卵 キャベツ、コーン 牛乳 ２３（木） まぐろのカレームニエル 　22.7（20.3） 薄力粉 大豆 グリンピース 野菜ジュース

グリーンサラダ、トマト 　23.5（17.7） 調合油 牛乳、バター 玉ねぎ ポークビーンズ、ボイルブロッコリー 　18.6（17.7） 乾うどん 油揚げ ブロッコリー、ねぎ

ご飯、小松菜の味噌汁 　595 （514） 精白米 さば、卵 人参、玉ねぎ 牛乳 バナナクレープ ご飯、大根の味噌汁 　616 （529） 精白米 豚肉、豆腐 玉ねぎ、えのき 牛乳 あんホイップサンド

９　（木） さばの竜田揚げ、具沢山卵焼き 　24.0（21.3） じゃが芋 油揚げ 小松菜 牛乳 ２４（金） 和風ハンバーグ 　26.5（23.1） 食パン 卵、ハム しめじ、しいたけ 牛乳

ボイルブロッコリー 　24.3（22.0） 片栗粉 ベーコン ブロッコリー 南瓜サラダ、果物 　23.4（21.3） パン粉 小豆、ホイップ人参、南瓜

ご飯、ベーコンのスープ 　618 （531） 精白米 豚肉、卵 人参、玉ねぎ 牛乳 ツナサンド

１０（金） ピーマンの肉詰め 　21.5（19.4） さつま芋 ハム、ツナ ピーマン 野菜ジュース ２５（土）

 さつま芋サラダ、果物 　21.2（19.7） 食パン ベーコン きゅうり

焼きそば 　622 （529） 中華麺 豚肉 キャベツ、人参 牛乳 お菓子 ご飯、豆腐の味噌汁 　609 （491） 精白米 さわら、豆腐 玉ねぎ、人参 バナナ 毛布の中の子豚

１１（土） 玉ねぎのスープ 　18.4（17.1） わかめ 玉ねぎ、もやし 牛乳 ２７（月） さわらの塩麹焼き、肉じゃが 　26.0（19.9） じゃが芋 豚肉、わかめ きゅうり、みかん 牛乳

果物 　23.2（21.2） 卵、青のり ピーマン ミニゼリー きゅうりとわかめの酢の物 　20.8（15.6） 白滝、食パン ウインナー グリンピース

ご飯、きくらげのスープ 　632 （541） 精白米 豚肉、えび 玉ねぎ、人参 牛乳 マカロニグラタン

１３(月) ２８（火） 八宝菜、バンサンスー 　20.2（18.5） 春雨 いか、あさり 白菜、きゅうり 野菜ジュース

しゅうまい 　27.1（24.1） マカロニ ベーコン もやし、きくらげ 果物

ふりかけご飯、はんぺんのすまし汁 　609 （477） 精白米 鮭、チーズ 人参、きゅうり 麦茶 りんご蒸しパン ご飯、コーンスープ 　633 （522） 精白米 はんぺん キャベツ、人参 ヨーグルト たこ焼き

１４（火） 鮭の味噌チーズ焼き 　26.0（19.9） スパゲティ ハム、卵 ほうれん草 せんべい 牛乳 ２９（水） チーズはんぺんフライ 　21.8（19.4） パン粉 卵、ハム きゅうり、トマト 牛乳

和風スパゲティサラダ、ナゲット 　23.3（17.5） 薄力粉 はんぺん りんご キャベツサラダ、トマト 　24.6（18.6） 調合油 牛乳、たこ 玉ねぎ、コーン

ご飯、玉ねぎのスープ 　602 （518） 精白米 ハム コーン、キャベツ 牛乳 いちごフルーチェ ご飯、白菜の味噌汁 　592 （511） 精白米 豚肉、味噌 玉ねぎ、人参 牛乳 チーズケーキ

１５（水） ハムカツ、コールスローサラダ 　18.2（17.0） 薄力粉 卵 きゅうり、人参 お菓子 ３０（木） 豚肉のしょうが焼き 　25.8（22.7） 里芋 鶏肉、油揚げ もやし、小松菜 牛乳

トマト 　23.5（21.4） パン粉 牛乳 トマト、干し椎茸 果物 里芋のそぼろ煮、小松菜のおひたし 　21.0（19.6） 薄力粉 チーズ、卵 白菜 果物

ご飯、白菜の味噌汁 　606 （503） 精白米 たら、チーズ コーン、人参 ゼリー フライドポテト パン、玉ねぎのスープ 　574 （497） ロールパン 豚肉、卵 玉ねぎ、レタス 牛乳 みそ焼きおにぎり

１６（木） たらのマヨコーン焼き 　22.6（18.6） じゃが芋 ひじき、大豆 きゅうり、白菜 牛乳 ３１（金） 肉だんごのトマト煮込み 　23.0（20.6） パン粉 ベーコン きゅうり、トマト 牛乳

ひじき煮、漬け物 　27.5（20.6） 薄力粉 油揚げ、昆布 たくあん 温野菜サラダ、果物 　20.1（18.9） さつま芋 味噌 サニーレタス

いなり寿司、太巻き、けんちん汁 　596 （514） 精白米 油揚げ、のり きゅうり、キャベツ 牛乳 ピザトースト 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：2.3ｇ　未満児：1.8ｇ

１７(金) りっちゃんサラダ 　17.9（16.7） 里芋 卵、ハム かんぴょう、トマト 野菜ジュース

ミニケーキ 　17.1（16.6） こんにゃく チーズ、ベーコン コーン、大根

ミートソーススパゲティ 　631 （492） スパゲティ 豚肉 干し椎茸 ヨーグルト お菓子 今月の食育予定

１８(土) キャベツのスープ 　25.2（21.3） 調合油 ベーコン キャベツ ミニゼリー １/１５(水)　　　５歳児　　　箸指導

果物 　20.8（15.7） 片栗粉 卵、チーズ 玉ねぎ、人参 牛乳 １/２３(木)　　　３歳児　　　箸指導

令和２年１月　　予定献立表　　　太陽認定こども園

　成人の日

生活発表会

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、お正月
料理で疲れた胃腸をいたわりま
しょう。


