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エネルギー

たんぱく質
　脂質／塩分
 (  )は未満児

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

04 645.9(516.9)

水 24.4(20.6)

23.5(20.0)

2.8(2.1)

05 622.7(500.6)

木 21.6(18.6)

22.6(19.4)

2.3(1.7)

06 389.9(353.0)

金 14.4(14.2)

9.5(10.5)

0.6(0.6)

07 341.4(254.0)

土 11.3(8.4)

8.0(5.6)

1.7(1.2)

10 626.8(503.5)

火 27.7(22.9)

20.9(18.3)

2.9(2.1)

11 409.6(391.2)

水 21.3(20.1)

19.2(18.7)

2.6(2.1)

12 544.4(473.7)

木 26.5(23.2)

14.0(13.9)

2.3(1.7)

13 456.3(387.3)

金 14.5(13.8)

10.6(11.2)

1.7(1.3)

14 310.5(229.9)

土 6.7(5.1)

7.9(5.6)

0.4(0.3)

16 595.5(481.6)

月 21.1(18.3)

17.8(16.1)

1.3(1.0)

17 732.8(577.7)

火 28.4(23.4)

26.1(21.9)

2.1(1.6)

18 577.6(495.5)

水 20.7(19.0)

27.6(23.4)

1.4(1.2)

19 531.3(439.7)

木 20.3(17.9)

14.2(13.8)

2.8(2.1)

20 490.0(422.6)

金 17.2(16.0)

14.5(14.0)

3.9(3.0)

21 376.5(278.9)

土 16.0(11.7)

10.6(7.5)

1.6(1.1)

23 678.2(544.8)

月 28.2(23.4)

27.6(23.0)

2.6(1.9)

24 558.7(490.8)

火 21.1(19.6)

18.2(17.6)

1.6(1.4)

25 530.1(438.8)

水 24.0(20.5)

15.8(14.9)

3.0(2.2)

26 473.1(410.2)

木 16.6(15.5)

12.3(12.5)

4.1(3.1)

27 654.8(522.9)

金 26.8(22.3)

27.9(23.1)

2.2(1.6)

28 403.6(297.8)

土 10.0(7.5)

11.5(8.1)

1.7(1.2)

30 642.0(512.5)

月 28.7(23.6)

27.5(22.9)

3.0(2.2)

31 524.4(463.4)

火 28.6(24.7)

22.9(20.7)

1.9(1.5)

牛乳

午後間食

芋けんぴ、牛乳

※栄養表示は平日は昼食と午後間食の合計。土曜日は昼食のみの表示です。　　　

献  　立　 　表 衣笠愛児園

黒糖パン、鶏肉の照り焼き
ほうれん草サラダ
白菜ミルクスープ

黒糖パン、さつま芋、砂糖、
油

牛乳、鶏もも肉、かにかまぼ
こ、脱脂粉乳

ほうれん草、白菜、人参、ｸ
ﾘｰﾑｺｰﾝ缶、ﾎｰﾙｺｰﾝ缶

米、小麦粉、砂糖、白玉麩、
片栗粉、油

牛乳、豚ひき肉、凍り豆腐、
米みそ、煮干し、かつお節、

玉ねぎ、きゅうり、人参、ｸﾞﾘ
ﾝﾋﾟｰｽ、わかめ

牛乳

日付 献立
材         料        名

午前間食

ちんすこう、牛乳

牛乳
【七草】

七草がゆ、お茶

さつま芋カレー
春雨の酢の物、チーズ

米、さつま芋、マカロニ、春
雨、ごま油、油、砂糖

牛乳、豚肉、チーズで鉄分、
きな粉、ちくわ、

玉ねぎ、人参、もやし、きゅう
り、しめじ

牛乳

ご飯、凍り豆腐の煮物
ｷｭｳﾘとﾜｶﾒのおかか和え
玉ねぎとお麩の味噌汁

マカロニきな粉
牛乳

スパゲッティイタリアン
ブロッコリーとコーンの炒め物

大根スープ、みかん
スパゲティー、米、油、砂糖 豚ひき肉、バター、牛乳

みかん（早生）、玉ねぎ、だ
いこん、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、キャベツ、
人参、ﾎｰﾙｺｰﾝ缶、ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰ
ﾚ、七草、ﾋﾟｰﾏﾝ、えのき

牛乳
ポテトサラダサンド

牛乳

中華丼、コンソメスープ
バナナ

米、片栗粉、油、砂糖 豚肉
玉ねぎ、白菜、ﾊﾞﾅﾅ、人参、
チンゲンサイ

お茶

大豆（ゆで）、豚ひき肉、鶏も
も肉、ﾊﾑ、チーズ、牛乳

玉ねぎ、キャベツ、人参、か
ぶ、だいこん、きゅうり、ﾎｰﾙ
ｺｰﾝ缶、ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ、小松菜、
長ねぎ、にんにく

牛乳

ご飯、松風焼き
切り干し大根の煮物
凍り豆腐の味噌汁

米、食パン、じゃが芋、砂
糖、片栗粉、白ごま、油

牛乳、鶏ひき肉、木綿豆腐、
米みそ、油揚げ、煮干し、凍
り豆腐

玉ねぎ、人参、小松菜、切り
干しだいこん、きゅうり、ｸﾞﾘﾝ
ﾋﾟｰｽ、あおのり

【鏡開き】
お雑煮風、お茶

ご飯、魚のフライ（さけ）
白あえ（ごまみそ）、豚汁

米、さといも、パン粉、油、小
麦粉、砂糖、すりごま(白)

鉄分ヨーグルト、さけ、木綿
豆腐、米みそ、豚肉、ちく
わ、煮干し、牛乳

ﾊﾞﾅﾅ、ほうれん草、だいこ
ん、人参、しらたき、ごぼう、
長ねぎ

牛乳
ヨーグルト（鉄）
バナナ、お茶

チーズパン、チリコンカーン
コールスロー、かぶのスープ

ロールパン、トック、ﾌﾚﾝﾁﾄﾞ
ﾚｯｼﾝｸﾞ、油、砂糖

焼きうどん、かぼちゃの甘煮
白菜のスープ、みかん

ゆでうどん、米、砂糖、油
豚肉、しらす干し、かつお
節、牛乳

かぼちゃ、みかん（早生）、も
やし、キャベツ、白菜、人
参、マッシュルーム、ﾎｰﾙｺｰ
ﾝ缶、にら、玉ねぎ、焼きのり

牛乳

ベジタブルピラフ
じゃが芋と玉ねぎのスープ

りんご
米、じゃが芋、油 ウインナー、バター

りんご、玉ねぎ、きゅうり、ﾐｯ
ｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ（冷凍）、マッ
シュルーム、人参

お茶

米、小麦粉、強力粉、砂糖、
片栗粉、油

牛乳、鶏もも肉、米みそ、か
つお節

きゅうり、かぼちゃ、人参、板
こんにゃく、ごぼう、いんげ
ん、長ねぎ、うめびしお、ｶｯﾄ
わかめ

牛乳

のりじゃこ焼きご飯
お茶

もっちりいもドーナッツ
牛乳

【新メニュー】
かぼちゃあんまん

牛乳

【誕生会】えびピラフ
チキンチーズハンバーグ

白菜とりんごのサラダ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのスープ、ゼリー

米、コッペパン、油、パン粉、
砂糖

牛乳、鶏ひき肉、えび（むき
身）、脱脂粉乳、ミックスチー
ズ、ホイップクリーム、牛乳

白菜、玉ねぎ、きゅうり、りん
ご、もも缶、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、人参、
えのき

牛乳
フルーツサンド

牛乳

ご飯、揚げ鶏とごぼうの味噌和え
きゅうりの梅あえ

ワカメと長ねぎの清まし

生揚げ、牛乳、ちくわ、米み
そ、鶏肉(もも皮なし)、煮干
し、バター

玉ねぎ、キャベツ、人参、ｸ
ﾘｰﾑｺｰﾝ缶、きゅうり、にら、
マッシュルーム、黄ﾋﾟｰﾏﾝ、
ﾋﾟｰﾏﾝ、ﾎｰﾙｺｰﾝ缶

牛乳

ぶどうパン、カジキのマヨネーズ焼き
中華サラダ（コーン）
キャベツのスープ

さつま芋、ぶどうパン、片栗
粉、春雨、油、砂糖、白ごま

牛乳、かじき、ﾊﾑ、バター、
きゅうり、玉ねぎ、キャベツ、
人参、マッシュルーム、ﾎｰﾙ
ｺｰﾝ缶

牛乳

コーンクリーム
スパゲッティ

お茶

肉みそあんかけうどん
ジャーマンポテト、みかん

じゃが芋、干しうどん、米、
油、片栗粉、白ごま、砂糖

豚ひき肉、ﾍﾞｰｺﾝ、しらす干
し、米みそ、バター、牛乳

みかん（早生）、玉ねぎ、人
参、ﾎｰﾙｺｰﾝ缶、長ねぎ、う
め干し、ﾊﾟｾﾘ

牛乳
梅しらすごはん

お茶

ご飯、生揚げの甘酢炒め
キャベツとちくわのサラダ

ニラの味噌汁

米、スパゲティー、片栗粉、
小麦粉、砂糖、油

牛乳 ピザトースト、牛乳

かやくご飯
豆腐となめこの味噌汁

バナナ
米、砂糖、油

絹ごし豆腐、鶏もも肉、米み
そ、油揚げ、煮干し

ﾊﾞﾅﾅ、きゅうり、人参、ごぼ
う、なめこ、ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ

お茶

牛乳、鶏肉(もも皮なし)、
チーズ、脱脂粉乳、バター

玉ねぎ、もやし、人参、ﾌﾞﾛｯ
ｺﾘｰ、ｶﾘﾌﾗﾜｰ、きざみのり

牛乳

マーボー丼、おからサラダ
ほうれん草と春雨のスープ

みかん

米、食パン、春雨、砂糖、
油、片栗粉

牛乳、木綿豆腐、おから、豚
ひき肉、ピザ用チーズ、ﾊﾑ、
米みそ

みかん（早生）、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、人
参、にら、玉ねぎ、長ねぎ、
ほうれん草、ﾋﾟｰﾏﾝ

わかめおにぎり
お茶

ご飯、サバの味噌煮
変わりきんぴら

豆腐と小松菜の清まし

米、スパゲティー、砂糖、
油、白ごま

さば、絹ごし豆腐、さつま揚
げ、米みそ、ﾍﾞｰｺﾝ、バ
ター、牛乳

つきこん、人参、ほうれん
草、小松菜、玉ねぎ、ごぼ
う、ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ、しょうが

牛乳
ほうれん草とベーコンの

スパゲッティ
お茶

バターロール、さつま芋のグラタン
ブロッコリーとカリフラワーのドレ和え

もやしスープ

さつま芋、米、ロールパン、
小麦粉、油、白ごま

牛乳
さくさくチーズクッキー

牛乳

けんちんうどん
隠元ともやしとハムの酢の物

りんご

干しうどん、米、さといも、砂
糖、ごま油、油、片栗粉、

豚肉、かまぼこ、ハム、油揚
げ、牛乳

もやし、りんご、きゅうり、人
参、だいこん、小松菜、いん
げん、長ねぎ、ひじき

牛乳

豚肉
玉ねぎ、きゅうり、人参、ﾊﾞﾅ
ﾅ、マッシュルーム、しめじ

お茶

ひじきご飯、お茶

ご飯、鶏の唐揚げ
キャベツとコーンの甘酢和え

かぶの味噌汁

米、小麦粉、マーガリン、片
栗粉、砂糖、油

牛乳、鶏もも肉、米みそ、油
揚げ、煮干し、粉ﾁｰｽﾞ

キャベツ、かぶ、ほうれん
草、ﾎｰﾙｺｰﾝ缶、しょうが

ご飯、鶏肉・大根・大豆の煮物
白菜のおひたし

ワカメと玉ねぎの味噌汁

米、じゃが芋、ぎょうざの皮、
油、砂糖

牛乳、鶏もも肉、大豆（ゆ
で）、チーズ、米みそ、しらす
干し、煮干し、ﾊﾑ

だいこん、白菜、人参、玉ね
ぎ、きゅうり、いんげん、ｶｯﾄ
わかめ

牛乳 ポテトパイ、牛乳

ハヤシライス
きゅうりのサラダ、バナナ

米、じゃが芋、ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝ
ｸﾞ、油

お正月があり、家族で一緒に過ごす時間が多くなる
時季です。食事を一緒に食べる機会も増えるでしょ
う。みんなで食べることは子どもの安

心につながり、より食
事がおいしく感じられ
ます。行事食に親しむ
など、家族で楽しい時
間を過ごせるといいで
すね。

家族で食卓を囲む時間を大切に

お雑煮は、土地の産物ともちを一つの鍋で煮た料理のこ
とで、地域によってもちの形や汁の味、具材などが違い

ます。室町時代に縁起のよ
い食事として定着し、その
後時代に合わせて庶民にも
広がり、やがて新年を祝う
お正月料理になりました。

お正月のお雑煮


