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【栄養目標量:以上児】 【今月の平均】

　　　　　エネルギー　  　560kcal 569kcal

　　　　　たんぱく質　　　21.0ｇ　　　 22.4ｇ

　　　　　脂質　　　　　　16.0ｇ　　　 16.1ｇ

たんじょうびかい こどもがよろこぶメニュー 「まごわやさしい」こんだて 　　　　　塩分　　　　　　2.5ｇ　　　　 2.5ｇ

オレンジ、キャベツ、えのきた
け、たまねぎ、こまつな、にん
じん

ぎゅうにゅう、せんべい

むぎちゃ、じゃこわかめごはん

とんじるうどん、むぎちゃ、し
ろみざかなのフライ、はくさい
のおかかあえ、バナナ

うどん、クロワッサン、あぶ
ら、さとう

しろみざかなﾌﾗｲ、ぶたにく、ミ
ルク、かつおぶし、ぎゅうにゅ
う

はくさい、バナナ、にんじん、
だいこん、ねぎ、しいたけ、こ
まつな

ミルク、シュガーロール

あおないりごはん、えのきとた
まねぎのみそしる、ボイルウイ
ンナー、ボイルキャベツ、オレ
ンジ

こめ、マヨネーズ、むぎ
ウインナー、みそ、あぶらあ
げ、ぎゅうにゅう

コーンのたきこみごはん、ポパ
イスープ、メンチカツ、キャベ
ツとツナサラダ、プリン

こめ、むぎ、あぶら、さとう
メンチカツ、たまご、ミルク、
ツナ、ぎゅうにゅう

キャベツ、たまねぎ、にんじ
ん、ほうれんそう、コーンかん

ミルク、ドーナツ

しょくパン（ジ・ブ）、はくさ
いとベーコンのシチュー、とり
にくのてりやき、ごまマヨネー
ズあえ

こめ、しょくパン、こむぎこ、
マヨネーズ、あぶら、さとう、
ごま、かたくりこ

とりにく、ベーコン、ちくわ、
しらすぼし、みそ、バター、
ぎゅうにゅう

キャベツ、はくさい、たまね
ぎ、にんじん、しめじ、いちご
ジャム、しょうが、ブルーベ
リージャム

ごはん、ほうれんそうとたまご
のみそしる、さばのみそに、や
さいのごまあえ、みかん

こめ、むぎ、ごま、さとう
さば、ミルク、みそ、たまご、
ぎゅうにゅう

みかん、キャベツ、りんご、に
んじん、ほうれんそう、たまね
ぎ、こまつな、しょうが

りんごヨーグルト、リッツ

ごはん、はくさいとあぶらあげ
のみそしる、ぶたにくのしょう
がやき、ポテトサラダ

こめ、じゃがいも、むぎ、マヨ
ネーズ、さとう

ぶたにく、アメリカンドッグ、
ミルク、あぶらあげ、みそ、
ぎゅうにゅう

はくさい、にんじん、ブロッコ
リー、しょうが

ミルク、アメリカンドッグ

ごはん、あおなとあぶらあげの
みそしる、ささみチーズカツ、
きりぼしだいこんのうまに

こめ、しょくパン、むぎ、あぶ
ら、さとう

ミルク、ツナ、あぶらあげ、み
そ、とろけるチーズ、スライス
チーズ、ぎゅうにゅう

こまつな、たまねぎ、、にんじ
ん、きりぼしだいこん、ピーマ
ン、しいたけ

ミルク、ツナピザトースト

なっとうごはん、とうふとあぶらあ
げのみそしる、シューマイ、ほうれ
んそうともやしのごまあえ、バナナ

こめ、むぎ、さとう、ごま
シューマイ、とうふ、なっと
う、みそ、あぶらあげ、ぎゅう
にゅう

バナナ、もやし、ほうれんそ
う、にんじん、わかめ

ミルク、スティックパン

ごはん、にゅうめんじる、まつ
かぜやき、だいこんのとろみに

こめ、フライドポテト、そうめ
ん、むぎ、ふ、さとう、あぶ
ら、かたくりこ、ごま

とうふ、とりひきにく、ミル
ク、ちくわ、たまご、みそ、
ぎゅうにゅう

だいこん、にんじん、たまね
ぎ、ほうれんそう、グリンピー
ス

ぎゅうにゅう、ビスケット

ごはん、たまねぎとわかめのみ
そしる、さわらのさいきょうや
き、ひじきのいために、オレン
ジ

こめ、じゃがいも、むぎ、さと
う、あぶら、ごま

さわら、ミルク、みそ、あぶら
あげ、ぎゅうにゅう

オレンジ、たまねぎ、えのきたけ、
にんじん、しいたけ、ひじき、しょ
うが、わかめ、いちごジャム、グリ
ンピース

いちごヨーグルト、ビスケット

ミルク、フライドポテト

やきそば、はくさいのスープ、
とりのからあげ、フルーツカル
ピスゼリー

ちゅうかめん、コッペパン
とりのからあげ、ぶたにく、ミ
ルク、カルピス、ぎゅうにゅう

はくさい、キャベツ、みかんか
ん、にんじん、もやし、ピーマ
ン、わかめ、パセリ、かんてん

ミートボール、みそ、かつおぶ
し、ぎゅうにゅう

オレンジ、キャベツ、しめじ、
にんじん、たまねぎ

ミルク、オレオケーキ

しょくパン（ジ・ブ）、はくさ
いとベーコンのシチュー、とり
にくのてりやき、ごまマヨネー
ズあえ

こめ、しょくパン、こむぎこ、む
ぎ、マヨネーズ、あぶら、さとう、
ごま、かたくりこ

とりにく、ベーコン、ちくわ、
みそ、バター、ぎゅうにゅう

キャベツ、はくさい、たまねぎ、に
んじん、しめじ、いちごジャム、だ
いこん、こまつな、しょうが、ブ
ルーベリージャム

むぎちゃ、あおないりごはん

カレーライス、むぎちゃ、わふ
うさらだ、りんご

こめ、じゃがいも、ホットケー
キこ、むぎ、さとう、あぶら

ぎゅうにゅう、せんべい

ごはん、ほうれんそうとたまご
のみそしる、さばのみそに、や
さいのごまあえ、みかん

こめ、むぎ、ごま、さとう
さば、ミルク、みそ、たまご、
ぎゅうにゅう

みかん、キャベツ、にんじん、
ほうれんそう、たまねぎ、こま
つな、しょうが

ぶたひきにく、ミルク、たま
ご、バター、ぎゅうにゅう

りんご、キャベツ、たまねぎ、
にんじん、ピーマン、ふくじん
づけ、わかめ

ミルク、あましょく

ふりかけごはん、しめじとたま
ねぎのみそしる、ミートボー
ル、キャベツのおかかあえ、オ
レンジ

こめ、むぎ

しろみざかなﾌﾗｲ、ぶたにく、あ
ぶらあげ、かつおぶし、ぎゅう
にゅう

はくさい、バナナ、にんじん、
だいこん、ねぎ、しいたけ、こ
まつな

ミルク、コーンフレーク

さんしょくどん、とうふとわか
めのみそしる、もやしときゅう
りのサラダ、にまめ

こめ、さとう、むぎ、あぶら
とりひきにく、たまご、とう
ふ、ミルク、みそ、ぎゅうにゅ
う、ハム

もやし、ほうれんそう、にんじ
ん、ねぎ、きゅうり、わかめ

のむヨーグルト、サブレ

ごはん、はくさいとあぶらあげ
のみそしる、ぶたにくのしょう
がやき、ポテトサラダ

こめ、じゃがいも、むぎ、マヨ
ネーズ、さとう

むぎちゃ、きつねごはん

わかめごはん、たまねぎとあぶらあ
げのみそしる、シューマイ、キャベ
ツとにんじんのごまあえ、バナナ

こめ、むぎ、ごま、さとう
ぎゅうにゅう、シューマイ、み
そ、あぶらあげ、ぎゅうにゅう

バナナ、キャベツ、たまねぎ、
わかめ、にんじん

ぶたにく、ミルク、あぶらあ
げ、みそ、ぎゅうにゅう

はくさい、にんじん、ブロッコ
リー、しょうが

ぎゅうにゅう、ビスケット

とんじるうどん、むぎちゃ、し
ろみざかなのフライ、はくさい
のおかかあえ、バナナ

こめ、うどん、あぶら、さと
う、ごま

ぶたひきにく、ミルク、ぎゅう
にゅう

りんご、キャベツ、たまねぎ、
にんじん、ピーマン、ふくじん
づけ、わかめ

ミルク、かりんとう

ごはん、にゅうめんじる、まつ
かぜやき、だいこんのとろみに

こめ、そうめん、むぎ、ふ、さ
とう、あぶら、かたくりこ、ご
ま

とうふ、とりひきにく、ミル
ク、ちくわ、たまご、みそ、
ぎゅうにゅう

だいこん、にんじん、たまね
ぎ、ほうれんそう、グリンピー
ス

ミルク、バームクーヘン

ごはん、あおなとあぶらあげの
みそしる、ささみチーズカツ、
きりぼしだいこんのうまに

こめ、むぎ、さとう、あぶら

さわら、ミルク、みそ、あぶら
あげ、ぎゅうにゅう

オレンジ、みかんかん、たまねぎ、
えのきたけ、にんじん、しいたけ、
ひじき、しょうが、わかめ、グリン
ピース

ミルク、せんべい

ひづけ こんだて 3じおやつ

ミルク、あぶらあげ、みそ、ス
ライスチーズ、ぎゅうにゅう

こまつな、にんじん、きりぼし
だいこん、しいたけ

カレーライス、むぎちゃ、わふ
うサラダ、りんご

こめ、じゃがいも、むぎ、さと
う、あぶら

さむいひがつづくので、かぜのよぼうのためにもしょくじのまえにはかならす、『うがいてあらい』をしましょう。

ざ　　い　　り　　ょ　　う　　め　　い

みかんヨーグルト、リッツ

こ　　ん　　だ　　て　　ひ　　ょ　　う

2023ねん01がつ

※園の行事などで献立が入れ替わることがあります。

しょくじのマナーをまもり、あいてをおもいやり、たのしくしょくじをしましょう。
※食材の関係で献立が変わることがあります。

ごはん、たまねぎとわかめのみ
そしる、さわらのさいきょうや
き、ひじきのいために、オレン
ジ

こめ、じゃがいも、むぎ、さと
う、あぶら、ごま


