
　　給食目標：落ち着いて食べよう

　　内　　　容：食事中は席を立ったりしないで

　　　　　　　　　一定の時間内に食べるようにする。

　　※  ８日(水)お餅つき誕生日会です。

　　※１４日(火)みずき団子飾りです。

おやつ(午前) 主食　他

お茶 ごはん チキンカレー、コールスロー お茶・おせんべい

クラッカー ブロッコリー、福神漬、バナナ ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、そうめん汁、千草やき卵、納豆 牛乳

ビスケット 筑前煮、ほうれん草ソテー、みかん チョコレートバー☆

豆乳 ごはん ごはん、白菜のクリーム煮、ブロッコリーのごま和え 牛乳・おせんべい

クラッカー ジャーマンポテト、即席漬、りんご ホイップクリームサンド

お茶 ごはん きなこ餅、あずき餅、雑煮、鮭のちゃんちゃん焼き ヨーグルト

クラッカー 五目汁 昆布煮、だて巻き、枝豆、くりきんとん、たくあん、みかん おせんべい

豆乳 ごはん ごはん、小松菜のみそ汁、スコッチエッグ 牛乳

クラッカー ブロッコリーのカレー和え、かぼちゃの含め煮、パイナップル シュガーラスク

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、茶碗蒸し 牛乳

ビスケット 豚肉とれんこんのきんぴら、なめ茸和え、バナナ きなこクッキー☆

お茶 ごはん みそ汁、とり肉のごま焼き お茶・おせんべい

ビスケット スパゲティケチャップ、ブロッコリー、バナナ フレンチトースト

豆乳 ごはん ごはん、じゃが玉スープ、鮭のチーズ焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー ごぼうサラダ、小松菜の納豆和え、みかん クッキーパン

牛乳 ふきごはん ふきごはん、みそ汁、豆腐のつくね揚げ おせんべい

おせんべい 和風サラダ、かぼちゃ含め煮、パイナップル プリン

豆乳 ごはん ごはん、大根汁、ピザハンバーグ 牛乳・おせんべい

クラッカー インディアンサラダ、ブロッコリー、りんご あんぱん

牛乳 ごはん ごはん、みそ汁、すき焼きの卵とじ お茶

おせんべい れんこんサラダ、大学ポテト、バナナ のこのこスパゲティ☆

お茶 ごはん かき玉汁、とり肉のから揚げ お茶・おせんべい

クラッカー スパゲティケチャップ、ブロッコリー、バナナ メロンパン

お茶 ごはん ごはん、ポークカレー、白菜と大根のサラダ 牛乳

ビスケット ふきの炒め煮、福神漬、りんご 大豆入りドーナツ☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、とり肉の梅しょうゆ焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー 五目ひじき、かぼちゃの含め煮、みかん チョコツイスト

お茶 枝豆ごはん 枝豆ごはん、かき玉みそ汁、かき揚げ 牛乳

ビスケット 大豆と昆布の煮物、ほうれん草のごま和え、りんご くるくるパイ☆

豆乳 ごはん ごはん、うどん、とり肉の甘辛和え 牛乳・おせんべい

クラッカー にぎやかきんぴら、小松菜のお浸し、バナナ ジャムサンド

牛乳 ごはん ごはん、みそ汁、なすと豚肉のしょうが焼き お茶

おせんべい さつま芋サラダ、菜の花和え、みかん かぼちゃ白玉☆

お茶 ごはん チキンカレー、コールスロー お茶・おせんべい

ビスケット ブロッコリー、福神漬、バナナ フレンチトースト

お茶 ごはん ごはん、里芋のみそシチュウ、ブロッコリーのおかか和え 牛乳

おせんべい 小女子の変わり煮、のり風味の酢の物、りんご ほうれん草とバナナの蒸しパン☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、鯖の竜田揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー マカロニサラダ、ほうれん草とちくわのお浸し、みかん マーブル食パン

お茶 鬼っこごはん 鬼っこごはん、すまし汁、豆腐とツナのハンバーグ クラッカー

ビスケット ほうれん草のパスタ、大根と人参のおかか和え、バナナ いちごヨーグルト

豆乳 ごはん ごはん、かき玉汁、大根のみそ煮込み 牛乳・おせんべい

クラッカー 春雨サラダ、小松菜とコーンのごま和え、パイナップル カフェオレパン

お茶 ごはん ごはん、ラーメン、五目たまご焼き 牛乳

ビスケット うどん かぼちゃのそぼろあんかけ、キャベツのカレー炒め、みかん 野菜サンド☆

◎ １月の平均栄養価は次のとおりです。

           給   食   だ   よ   り 令和 ２年 １月

久 慈 保 育 園

　　　　給 　 食 　 献　  立　  表　
☆印は、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 おやつ(午後）

4 土

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

３歳以上児　　：　　エネルギー　(605kcal)　　・たんぱく質　（21.1g）　　・脂質　（18.8g）　　・カルシウム　（282㎎）　・食塩（1.8g）
３歳未満児　　：　　エネルギー　(567kcal)　　・たんぱく質  （18.8g） 　 ・脂質　（18.0g）　　・カルシウム　（562㎎）　・食塩（1.6g）

新しい年を迎えました。

生活のリズムを早めに整え
今年一年元気に過ごしましょう。



 

 

 

あけましておめでとうございます 
 

新年あけましておめでとうございます。充実したお正月休みを過ごせましたか？ 

元気に登園して、休み中の楽しい思い出をたくさん聞かせてくださいね！！ 

 

 

 

 

 

 

▽ 今月の新メニューを紹介します ▽ 

◎ ほうれん草とバナナの蒸しパン    ※1/27（月）のおやつにでます。 

 

《材料 ４人分》               《作り方》 

・ほうれん草    20ｇ     ①、ほうれん草は茹でて 1 ㎝位にカットしておく。 

・ホットケーキ mix  60ｇ    ②、たまごは割りほぐし、砂糖と合わせ、バナナは手でつぶしておく。 

・牛乳    40g         ③、①のほうれん草と牛乳とミキサーにかける。 

・たまご   30g         ④、ボウルに粉を入れ、②と③をサックリ混ぜて 8 号のアルミカップに 

・砂糖    6g           流し入れ 10 分位蒸す。 

・バナナ   60g 

 

 

 

 

 

《旬の食材》・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

みかん 
冬の果物と言えばみかんですよね！ 

みかんには、ビタミン B・C・E、ナイアシン、葉酸、カリウム、β－カロテン、マグネシウム、リンなどの栄養素が含

まれています。中でもビタミン C を豊富に含んでおり、みかん２個で約 1 日に必要なビタミン C の量を摂取できます。 

家族みんなでこたつを囲み、温まりながら美味しいみかんを食べて風邪予防をしましょう。 

かぶ 
正月明けに食べられる七草粥の「すずな」としておなじみの野菜です。 

根と葉に共通して含まれているのがビタミン C です。 

葉は根の４倍ものビタミン C を含み、 

ほうれん草の約２倍に相当し、葉・根共に無駄なく頂きたい野菜です。 

ハムやコーン、ココアなど入れても美味しいです！！ 


