
給食だより（幼児） しあわせの丘こども園

おせち料理は今ではお正月に食べるごちそうになっていますが、本来は
家族そろって一年を元気に過ごせたことを祝い、神様にお供えする料理の
ことでした。地方のおせち料理はそのなごりがまだ根強く、
その土地でとれるごちそうをみんなで食べる風習が今でも残っています。
準備を手伝ってもらったり、一品一品に願いや意味が込められていることを
話したりしながら、わが家の「おせち料理」を伝えてあげてください。
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牛乳が付きます。
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コーンマヨトースト 人参ケーキ 小松菜だんご フライドポテト ココアスコーン

お弁当日

お知らせ

おせち料理って？

349
○精白米　豚肉　にんじん　玉葱
　生しいたけ　卵　ねぎ
○大根　にんじん　青菜　昆布　削り節
○みかん

○精白米
○鶏肉　土生姜　片栗粉
○ほうれん草　キャベツ　にんじん
　ちりめんじゃこ
○豆腐　えのき茸　ねぎ　昆布　削り節

○精白米　牛肉　じゃがいも　玉葱　人参
　りんご　トマトピューレ　ケチャップ
○キャベツ　にんじん　きゅうり　玉葱
　マヨドレ
○ヨーグルト

○精白米
○さば　土生姜
○小松菜　にんじん　厚揚げ
○大根　にんじん　しめじ　みつば　昆布
　削り節　片栗粉

○精白米
○鶏肉ミンチ状　玉葱　土生姜
○ひじき　にんじん　水煮大豆
○白菜　玉葱　わかめ　昆布　削り節

卵入りトントン丼　みそ汁
フルーツ

ごはん　鶏のからあげ
ほうれん草のじゃこ煮
みそ汁

ハヤシライス
茹で野菜サラダ
ヨーグルト

ごはん
さばのみそ煮
小松菜と厚揚げの煮物
吉野汁

ごはん
鶏団子煮　ひじき煮
みそ汁

397 444 615 415

ごまめ 豆腐入りドーナツ のりおにぎり 大学いも ヨーグルトケーキ しらすおにぎり

○精白米
○豚肉　玉葱　にら　太もやし　にんにく
　土生姜
○じゃがいも　玉葱　きゅうり　にんじん
　マヨドレ
○りんご　バナナ　ヨーグルト(無糖）

○精白米
○鶏肉　土生姜　片栗粉
○ほうれん草　玉葱　にんじん　ツナ水煮
○大根　しめじ　うすあげ　ねぎ　昆布
　削り節
○みかん

○ロールパン
○マカロニ　ほたて貝柱（冷）　玉葱
　にんじん　パセリ　牛乳　粉チーズ
○小松菜　えのき茸　にんじん
　鶏がらスープ
○玉葱　もやし　ねぎ　鶏がら

○精白米　もち米　豚肉　たけのこ(水煮)
　にんじん　干ししいたけ
○鶏肉　玉葱
○はるさめ　きゅうり　にんじん　ハム
○豆腐　白菜　わかめ　昆布　削り節

○精白米
○紅鮭(トラウト）　ねぎ　マヨドレ
○ごぼう　にんじん　糸こんにゃく
○さつま芋　えのき茸　小松菜　昆布　削
り節

○スパゲティ　ハム　玉葱　にんじん
　ピーマン　ケチャップ　粉チーズ
○豆腐　にんじん　ねぎ　昆布　削り節

スパゲティイタリアン
すまし汁
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米粉ブラウニー オレンジゼリー チーズとフルーツ フレンチトースト マリービスケット

ごはん　スタミナ焼き
ポテトサラダ
フルーツヨーグルト

ごはん　鶏肉の旨煮
ほうれん草とツナの炒め煮
みそ汁　フルーツ

パン　ホタテのグラタン
小松菜の洋風煮
スープ

中華風炊き込みごはん
鶏肉の香味焼き
春雨のサラダ　みそ汁

ごはん　鮭のねぎマヨ焼き
きんぴらごぼう　みそ汁
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○精白米　麦　味付のり
○鶏肉　大根
○ほうれん草　キャベツ　にんじん
○白菜　じゃがいも　わかめ　昆布
　節り節

○精白米　豆腐　豚肉赤身ミンチ　玉葱
　にんじん　生しいたけ　ねぎ　土生姜
　片栗粉
○かぶ（葉付き）　玉葱　昆布　削り節
○りんご

○精白米
○ぶり　土生姜
○高野豆腐　金時人参　玉葱　小松菜
○しめじ　金時人参　ねぎ
　昆布　削り節

○精白米　鶏肉　じゃがいも　玉葱
　にんじん　カレールウ
○小松菜　玉葱　にんじん　ベーコン
　鶏がらスープ
○ヨーグルト

○精白米　牛肉　玉葱　にんじん　しめじ
　ねぎ　昆布　削り節
○豚肉ミンチ　さつま芋　玉葱　片栗粉
○バナナ

麦ごはんと味付のり
鶏肉と大根の煮物
ほうれん草のごま和え
みそ汁

豆腐そぼろ丼　かぶのみそ汁
フルーツ

ごはん　ぶりの照焼き
高野豆腐の含め煮
すまし汁

チキンカレーライス
小松菜の洋風煮
ヨーグルト

牛丼
さつま芋のそぼろ煮
フルーツ
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ふのラスク チーズマフィン わかめおにぎり 春菊入りかきあげ 豆腐入りみたらしだんご 　そぼろおにぎり

○精白米
○豚肉　玉葱　土生姜
○切干し大根　にんじん　ちくわ
○さつま芋　にんじん　ねぎ　昆布
　削り節

○精白米
○牛肉　じゃがいも　玉葱　にんじん
　糸こんにゃく
○ほうれん草　もやし　にんじん　ハム
○七草セット　にんじん　昆布　削り節

○ロールパン　いちごジャム
○鶏肉　マヨドレ
○小松菜　玉葱　にんじん
　カーネルコーン
○豆腐　しめじ　キャベツ　昆布　削り節

○精白米　大根　にんじん　うすあげ
○本さわら　ゆず
○ブロッコリー　にんじん　花かつお
○切麩　玉葱　水菜　昆布　削り節

○精白米
○鶏肉　土生姜
○白菜　ほうれん草　にんじん
○切干大根　にんじん　しめじ　昆布
○みかん

○中華めん　豚肉　チンゲン菜　玉葱
　もやし　にんじん　鶏がら　土生姜
○かぶ（葉付き）　玉葱　ウィンナー
　鶏がらスープ
○型抜きチーズ

400 424 316 352 309 351

ごはん
豚肉の生姜炒め　切干大根煮
みそ汁

ごはん　肉じゃが
ほうれん草のナムル　七草汁

パンとジャム
鶏肉のカレーマヨ焼き
小松菜とコーンのソテー
すまし汁

大根ごはん
さわらのゆうあん焼き
ブロッコリーの土佐煮
水菜のすまし汁

ごはん　鶏肉の照り煮
白菜の煮浸し　みそ汁
フルーツ

みそラーメン
かぶとウインナーの洋風煮
型抜きチーズ

金 土

☆給食・間食は行事などの都合により、
            献立日が変更になる場合があります。

  数字は給食のみの栄養価です。

　      ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal)  たんぱく質(g)  脂質(g)

やさしいハッピーターン

今月の給食目標　冬の味覚を楽しみましょう ２０２０年１月
月 火 水 木


