
　　給食目標：食物しらべ

　　内　　　容：食物は色々な組み合わせで食べなければ

　　　　　　　　　ならない事を知る。　　

　　　　　　　　　給食の献立名を知る。

　　　　　　　　　おかずの中の食品名を知る。

　　※　１０日(水）誕生日会です。

おやつ(午前) 主食　他

お茶 ごはん ごはん、せんべい汁、ししゃもの天ぷら 牛乳

ビスケット 鮭天ぷら 小松菜のお浸し、ひじきとれんこんのサラダ、みかん シュガーラスク

お茶 ごはん ごはん、豆まめキーマカレー、わかめのサラダ 牛乳

ビスケット たけのこのきんぴら、福神漬け、りんご 鬼っこケーキ☆

お茶 納豆ごはん ごはん、そうめん汁、鯖の南蛮漬け、納豆 牛乳

ビスケット ほうれん草のごま和え、かぼちゃの含め煮、いよかん 大豆入りドーナツ☆

豆乳 ごはん ごはん、かき玉みそ汁、ひじき入りハンバーグ 牛乳・おせんべい

クラッカー ポパイサラダ、ブロッコリー、りんご ホイップクリームサンド

牛乳 ごはん ごはん、五目みそ汁、はんぺん卵 クラッカー

クラッカー マカロニサラダ、かぼちゃの含め煮、バナナ ヨーグルト

お茶 ごはん チキンカレー、ツナサラダ 牛乳・おせんべい

ビスケット ブロッコリー、福神漬け、くだもの ジャムサンド

牛乳 ごはん ごはん、里芋のみそシチュウ、つけもの お茶

おせんべい ふき炒め煮、ブロッコリーのおかか和え、いよかん ポパイスパゲティー☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、鯖の梅焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー 元気きんぴら、ほうれん草の納豆和え、バナナ ピザぱん

お茶 鬼っこごはん、わかめのスープ、おでんの肉みそがけ、カレー焼きそば、フライドポテト 牛乳

クラッカー ボイルウィンナー、ヨーグルトサラダ、ブロッコリー、いちご ケーキ

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、すき焼きの卵とじ 牛乳

ビスケット ブロッコリーのごま酢和え、大学ポテト、みかん りんごヨーグルト蒸しパン☆

お茶 ごはん みそ汁、とり肉のソース焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー ポテトサラダ、ブロッコリー、くだもの ブルーベリーサンド

牛乳 ごはん ごはん、ポークカレー、白菜と大根のサラダ クラッカー

おせんべい れんこんのごま炒め、福神漬、みかん いちごヨーグルト

お茶 ごはん ごはん、たまごのスープ、鮭ボール 牛乳・おせんべい

ビスケット ひじき炒め煮、なめ茸和え、バナナ ジャムサンド

お茶 まいたけ まいたけごはん、みそ汁、豆腐のキッシュ 牛乳

ビスケット ごはん スパゲティケチャップ、ブロッコリー、りんご くるくるパイ☆

豆乳 のりごはん ごはん、うどん、豚肉ロール、味付けのり 牛乳・おせんべい

クラッカー 煮たまご、野菜炒め、パイナップル マーブル食パン

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、スパニッシュオムレツ 牛乳

ビスケット りんごサラダ、さつま芋とひじき煮、いよかん ごまポッキー☆

お茶 ごはん みそ汁、とり肉の唐揚げ 牛乳・おせんべい

ビスケット スパゲティケチャップ、かぼちゃ含め煮、くだもの ホイップクリームサンド

ごはん ごはん、芋団子汁、さんまのかば焼き お茶

ヨーグルト 鮭のかば焼き 大豆と昆布の煮物、小松菜の納豆和え、バナナ きなこ団子☆

お茶 枝豆ごはん 枝豆ごはん、みそ汁、豆腐のふんわり揚げ 牛乳

ビスケット かぼちゃのそぼろあんかけ、コーンキャベツ、いよかん レーズンケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、かき玉汁、とり肉の甘辛揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー スパツナサラダ、ブロッコリー、りんご クッキーパン

お茶 ごはん ごはん、カレーうどん、チーズ入り卵焼き 牛乳

ビスケット ほうれん草ソテー、大根と人参のおかか和え、パイナップル 野菜サンド☆

お茶 ごはん チキンカレー、コールスロー 牛乳・クラッカー

ビスケット ブロッコリー、福神漬け、くだもの ブルーベリーサンド

◎ ２月の平均栄養価は次のとおりです。
３歳以上児　　：　　エネルギー　（597kcal)　　・たんぱく質　（21.4g）　・脂質　（18.7g）　・カルシウム　（317g）　・食塩　（1.9g）
３歳未満児　　：　　エネルギー　（548kcal)　　・たんぱく質　（18.4g）　・脂質　（17.7g）　・カルシウム　（287g）　・食塩　（1.6g）
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☆印・・手作りおやつです。

日付 曜日
未満児の献立 全　　　　　　　児　　　　　　の　　　　　　　献　　　　　　　立

主　食　と　副　食

この時期は感染性胃腸炎などみられ
てきます。手洗い、うがいはもちろん大
切ですが、菌に負けない強い身体を作
ることが大切です。毎日の食事から
様々な栄養素を取り入れて丈夫な身体
づくりをしましょう。



▽ 子供たちに人気のメニューを紹介します  ▽ 

 

◎変わりマーボ―             

《 材料４人分 》             《 作り方 》 

・豆腐     140ｇ  ・たけのこ  16ｇ   ①、豆腐は 1㎝角位にカットして一度茹でておく 

・豚ひき肉   40ｇ    ・ピーマン  12ｇ   ②、野菜は細かくカットする。ピーマンは下茹でしておく 

・しょうが        ・人参    20ｇ    ③、鍋にごま油を熱ししょうが、にんにく、ねぎを炒める 

・にんにく        ・れんこん   20ｇ    更に豚肉を炒め、肉の色が変わったら②（ピーマン以外） 

・ごま油         ・なす    32ｇ    の野菜を加える。 

・砂糖・みりん      ・ねぎ    12ｇ   ④、野菜がかぶる位に水を加え、野菜に火が通ったら調味料 

・醤油                       で味をつける。最後に下茹でしたピーマンと①を加えて味を 

・片栗粉                      調え水溶き片栗粉でトロミをつけて完成。 

◎大豆とひじきのサラダ 

《 材料４人分 》             《 作り方 》 

・大豆水煮    40ｇ  ・人参   12ｇ   ①、大豆は一度茹でておく 

・干しひじき   3.2ｇ  ・きゅうり 20ｇ   ②、人参、きゅうりは大豆の大きさにカットする 

・マヨネーズ   20ｇ               人参は軟らかく煮る 

・塩・こしょう                 ③、干しひじきは戻し、軟らかく煮る。①、②、③ともに 

・醤油                      水分をきり和えて調味料で味付けし出来上がり。 

◎なめ茸和え 
《 材料４人分 》             《 作り方 》 

・ほうれん草   100ｇ             ①、ほうれん草は茹でて冷水にさらし、アク抜きをする 

・なめ茸     12ｇ              ②、水分を切り、食べやすい大きさにカットする 

                         なめ茸と合えて出来上がり。 

※好みで醤油を足してもいいですが・・出来るなら減塩にしたいものですね！ 

 

 

 

 
 

 

《食と健康のはなし》  ・・・  風をひいた時の食事   ・・・ 

☆無理に食べない・・・ 胃腸などの消化器官も弱っています。無理にたくさん食べると胃腸に負担をかけてしまいます。

脱水だけには気をつけましょう。 

☆軟らかく消化のよいもの・食欲が出てきたら胃腸に負担をかけないよう、よく加熱して軟らかくするとよいでしょう。 

 

                                 

１月２０日（水）の給食です。 

たんぽぽ組で全員が残さず食べれた日のメニューの紹介です。 

野菜が苦手でなかなか進まないお友達もみんなと楽しく会話をしな

がら、ひと口は・・・とチャレンンジしているうちに食べきることが

出来ました。みんなで「今日は完食だぁ～」と食べ切れた事を喜びな

がら食器を片づけました。 

おすすめの ： おかゆ・うどん・食パン・白身魚・脂の少ない肉類（ささみ・とり肉・赤身肉） 

食べ物  ： 豆腐・ヨーグルト・ポタージュスープ・バナナ・りんごなど 


