
１月　予定献立表
そよかぜ保育園

午前 午後 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

1 水

2 木

3 金

4 土

6 月 ゆかりごはん
松風焼き　柿なます
雑煮風汁

バナナ
おかかおにぎり　田作り
牛乳

米、里芋、米粉、三温糖、パン
粉、油

牛乳、鶏ひき肉、木綿豆腐、卵、
鶏もも肉、米みそ、いわし、かつ
お節

柿、大根、葱、人参、小松菜、きゅう
り、玉ねぎ、ごま

7 火 七草ごはん
筑前煮　きんとん
かぶと厚揚げのみそ汁

せんべい
黒糖と甘納豆の蒸しパン
牛乳

米、さつま芋、小麦粉、くりの甘
露煮、黒砂糖、油

牛乳、鶏もも肉、豆乳、生揚げ、
米みそ

蕪、蓮根、人参」、板こんにゃく、竹
の子、ごぼう、隠元

8 水 ごはん
かじきの西京漬焼き　けんちん汁
小松菜とコーンの和え物

クラッカー
りんごケーキ
牛乳

米、里芋、小麦粉、三温糖、バ
ター、ごま油

牛乳、かじき、木綿豆腐、鶏肉、
卵、白みそ

小松菜、りんご、人参、大根、板こん
にゃく、ごぼう、コーン、葱

9 木 ロールパン
鮭とほうれん草のグラタン
せん野菜サラダ　ポトフ

バナナ
なめたけおにぎり
麦茶

ロールパン、じゃが芋、米、里
芋、小麦粉、バター、油、パン
粉、三温糖

牛乳、鮭、鶏もも肉、ツナ、チー
ズ、干しえび

玉ねぎ、きゅうり、蕪、人参、大根、
ほうれん草、しめじ、なめたけ、マッ
シュルーム、焼きのり、青のり

10 金 ごはん
鶏肉のトマト煮　マッシュポテト
ボイルブロッコリー　野菜スープ

せんべい
お汁粉
麦茶

米、じゃが芋、白玉粉、上新粉、
油、小麦粉、バター、三温糖

鶏もも、あずき、ベーコン、牛乳
玉ねぎ、ブロッコリー、キャベツ、
ホールトマト、マッシュルーム、人参

11 土 中華丼 春雨サラダ　わかめスープ クラッカー
菓子
牛乳

米、春雨、ごま油、片栗粉、三温
糖

牛乳、豚肉、えび、うずら卵
キャベツ、もやし、きゅうり、みかん
缶、玉ねぎ、竹の子、コーン、葱、絹
さや、わかめ

13 月 成人の日

14 火 ご飯
ジャージャー豆腐　きゅうりの酢の物
たまごスープ

せんべい
メロンパン
牛乳

米、ロールパン、小麦粉、片栗
粉、三温糖、マーガリン、春雨、
ごま油

牛乳、生揚げ、豚肉、卵、米みそ
きゅうり、玉ねぎ、みかん缶、人参、
竹の子、椎茸、小松菜、にら、わかめ

15 水 ご飯
鮭の塩焼き　納豆
蓮根のきんぴら　五目汁

クラッカー
南瓜ドーナツ
牛乳

米、さつま芋、小麦粉、三温糖、
油、ごま油

牛乳、鮭、挽きわり納豆、米み
そ、豚ひき肉、卵、油揚げ、かつ
お節

蓮根、南瓜、白菜、人参、大根、ピー
マン、葱

16 木 みそラーメン ジャーマンポテト　ババロア バナナ
五平餅
麦茶

中華めん、じゃが芋、米、油、三
温糖、ごま油

牛乳、豚ひき肉、米みそ、ベーコ
ン

人参、キャベツ、もやし、玉ねぎ、
葱、にら、コーン、ごま、にんにく、
生姜

17 金 ごはん
鶏肉のレモンソース　パスタサラダ
かぶのスープ

せんべい
チヂミ
牛乳

米、小麦粉、サラダ用スパゲ
ティ、マヨドレ、上新粉、三温
糖、油、片栗粉、ごま油

牛乳、鶏ささみ、豚ひき肉、ベー
コン、かにかまぼこ、卵

蕪、人参、玉ねぎ、キャベツ、きゅう
り、にら、レモン果汁、ごま

18 土 親子丼
小松菜のしらすサラダ
豆腐としめじのみそ汁

クラッカー
菓子
牛乳

米、三温糖、油
牛乳、卵、鶏肉、木綿豆腐、米み
そ、しらす干し、油揚げ

小松菜、玉ねぎ、キャベツ、人参、し
めじ、葱、万能ねぎ、わかめ

20 月 青菜ごはん
高野豆腐の煮物　キャベツの昆布和え
もやしとわかめのみそ汁

バナナ
大学芋
牛乳

さつま芋、米、油、三温糖、片栗
粉

牛乳、鶏ひき肉、米みそ、凍り豆
腐、油揚げ

キャベツ、もやし、人参、隠元、塩こ
んぶ、黒ごま、干し椎茸、わかめ

21 火 ドリア
から揚げ　ブロッコリーの三色サラダ
オニオンスープ

クラッカー
ケーキ
牛乳

米、じゃが芋、小麦粉、片栗粉、
油、バター、パン粉、ごま油

牛乳、鶏むね肉、えび、粉チーズ
玉ねぎ、ブロッコリー、人参、マッ
シュルーム、コーン、グリンピース

22 水 ごはん
ぶりの照り焼き　納豆和え
豚汁

せんべい
アメリカンドッグ
牛乳

米、里芋、ホットケーキ粉、油、
三温糖、ごま油

牛乳、ぶり、ウインナーソーセー
ジ、木綿豆腐、挽きわり納豆、豚
肉、米みそ、卵、かつお節

人参、もやし、大根、小松菜、板こん
にゃく、葱、ごぼう

23 木 ごはん
ポークカレー　パインサラダ
カルピスゼリー

ヤクルト
すいとん
麦茶

米、じゃが芋、米粉、油、三温
糖、ごま油

豚肉、カルピス、鶏肉、牛乳
キャベツ、白菜、パイン缶、玉ねぎ、
大根、みかん缶、人参、きゅうり、椎
茸、グリンピース、粉かんてん

24 金 ごはん
鶏肉のマーマレード焼き
ブロッコリーのソテー　クラムチャウダー

せんべい
コーンフレークスナック
牛乳

米、じゃが芋、油、小麦粉、バ
ター

牛乳、鶏もも、牛乳、あさり水煮
ブロッコリー、玉ねぎ、クリームコー
ン、マーマレード、人参、マッシュ
ルーム、コーン

25 土
あんかけ
焼きそば

温野菜サラダ　わかめスープ クラッカー
菓子
牛乳

中華めん、片栗粉、マヨドレ、
油、三温糖、ごま油

牛乳、豚肉、エビ
人参、ブロッコリー、南瓜、キャベ
ツ、もやし、玉ねぎ、コーン、葱、に
ら、わかめ

27 月 ごはん
マーボー豆腐　ビーフンソテー
きのこスープ

バナナ
マカロニきな粉
牛乳

米、マカロニ、ビーフン、三温
糖、油、ごま油、片栗粉

牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、きな
粉、米みそ、ハム

玉ねぎ、葱、えのきたけ、人参、しめ
じ、竹の子、ピーマン

28 火 ごはん
白身魚のフライ　切干大根のサラダ
里芋と小松菜のみそ汁

せんべい
もちもちチーズパン
牛乳

米、里芋、ホットケーキ粉、白玉
粉、三温糖、パン粉、油、小麦
粉、ごま油

牛乳、メルルーサ、かにかまぼ
こ、米みそ、粉チーズ、卵、油揚
げ

小松菜、きゅうり、人参、切干大根、
ごま

29 水 わかめご飯
肉豆腐　白菜のおかか和え
かきたま汁

クラッカー
のりごまクッキー
牛乳

米、小麦粉、三温糖、バター、片
栗粉

牛乳、焼き豆腐、豚肉、卵、かつ
お節

白菜、玉ねぎ、ほうれん草、葱、人
参、えのきたけ、ごま、青のり

30 木 卵とじうどん チキンナゲット　もやしのごま酢和え バナナ
おかかチーズおにぎり
牛乳

ゆでうどん、米、片栗粉、油、三
温糖

牛乳、卵、木綿豆腐、鶏ひき肉、
鶏もも肉、チーズ、かつお節

もやし、玉ねぎ、人参、みつば、葱、
きゅうり、ごま、焼きのり

31 金 ライ麦ロール
タンドリーチキン　白菜サラダ
ミネストローネ

せんべい
お好み焼き
牛乳

ライ麦ロール、じゃがいも、小麦
粉、マヨドレ、マカロニ、長芋、
油、三温糖

牛乳、鶏もも、ヨーグルト、豚
肉、ハム、干しえび、かつお節

白菜、りんご、トマトジュース、トマ
ト、玉ねぎ、キャベツ、人参、葱、セ
ロリ、レモン果汁、青のり

材料（昼食と午後おやつ）

※食材の仕入れにより、献立の内容が変更になる場合がありますので、あらかじめ
　ご容赦ください。
※０～2歳児クラスは、午前おやつとして牛乳７０mlとお菓子等が出ます。
※アレルギーをお持ちの園児については、アレルゲンの除去または、代替えで
　対応します。

　　　　　　　【１月の栄養摂取（予定）】
　　　　　　　　　　　3歳以上児　　　　　　　3歳未満児
　エネルギー　　　　　　568kcal                        511kcal
　タンパク質　　　　　　22.0g                            19.6g
　脂　　　質　　　　　　15.4g                           14.5ｇ
　カルシウム　　　　　　227mg                         244mg
　　　鉄　　　　　　　　2.4mg                           1.9mg
　ビタミンA　　　　　　199μg                         178μg
　ビタミンB１　　　　　0.32mg                         0.28mg
　ビタミンB２　　　　　0.39mg                         0.40mg
　ビタミンC　　　　　　29mg                            26mg
　塩　　　分　　　　　　2.2g                              1.9g

令和　２年

日 曜 主食 副食
おやつ


