
2017年 1月 予定献立表

※児童の月齢、保育園行事、給食材料等の都合で献立を変更することもあります。

EM牛乳 EM牛乳
きなこクッキー もずく蒸しパン

果物 ほうれん草の味噌汁
拌三絲 大根と鶏の炒め煮

ちむしんじ 鯖のカレーピカタ
納豆ご飯 胚芽ご飯

30 31

さつまいもソフトクッキー スコ-ン
EM牛乳 むぎちゃ EM牛乳 EM牛乳 豆乳 りんごカルゲン

シリアルクッキー 人参蒸しパンふむふむ 黒糖くずもち

果物 コーンスープ けんちん汁 ﾆﾗとｺｰﾝのｽｰﾌﾟ
果物

もずく汁 ピーマンの細切炒め 春雨ナムル からし菜炒め 大根サラダ ごま和え(小松菜)

胚芽ご飯 五目ご飯
鮭のグラタン 豆腐の清し汁

島人参のコンソメスープ 果物

27

とうもろこし　 お魚ハンバーグ 白身魚のみそマヨネーズ焼き 豆腐入りナゲット
タコライス 胚芽ご飯 胚芽ご飯 胚芽ご飯

23 24 282625

鮭おにぎり みかん
EM牛乳 むぎちゃ ぶどうジュ-ス EM牛乳 むぎちゃ

紅白なます
お団子

果物

りんごケーキ ポンデケージョきなこトースト ぜんざい（金時豆）

果物 玉葱とえのきのみそ汁 豆腐と青菜の清し汁
果物

沖縄そば
白和えサラダ

お雑煮
豚汁 大根と胡瓜のサラダ くーぶいりちー 固形ヨーグルト

20

おかか和え すきやき風煮つけ 鯖の味噌煮
もずく丼 胚芽ご飯 おべんとう 胚芽ご飯
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やきいも アガラサー ムーチー ハッシュポテト
むぎちゃ

麩とｴﾉｷの清し汁

EM牛乳 豆乳EM牛乳
ちんすこう

果物 果物

肉じゃが
白菜サラダ 小松菜と油揚げの味噌汁

果物 じゃが芋の味噌汁 ホワイトシチュー

胚芽ご飯 くふぁじゅーしー
鮭のタンドリー風魚の照焼

（休園） 胡瓜とわかめの酢の物 小松菜サラダ 白菜と鶏肉の炒め

11

成人の日 麻婆豆腐 ゆし豆腐

9 14

胚芽ご飯 食パン 鶏そぼろご飯

まめぴよ（豆乳）カルゲン むぎちゃ

12 1310

土

7

たかはしもち おにぎり（ツナみそ） カルシウムパン

冬瓜スープ
ほうれん草と豆腐のみそ汁ほうれん草とコーン炒め

ごぼうピラフ
切干大根サラダ

コーンスープ
コールスローサラダ

胚芽ご飯 スパゲティーミートソース
鶏の塩麹焼き

ぽーぽー
豆乳

果物

水

4

カレーライス
キャベツの梅肉和え

金

5 6

木

かき玉汁
果物

火

3
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2017年 1月

ｴﾈﾙｷﾞｰ タンパク質 脂質 ｶﾙｼｳﾑ 鉄
血や肉となる食べ物 力や熱となる食物 体の調子を整える食物 (kcal) (g) (g) (mg) (mg)

1 日

2 月

3 火

4 水
豚肩ﾛｰｽ　卵　豆乳 精白米　三温糖　ちんびんミックス　山海節　じゃがいも　カレールゥ キャベツ　たまねぎ　　人参　ねぎ　胡瓜　　果物

494 21.3 7.7 352 1.5

5 木
鶏モモ肉　ベーコン　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　三温糖　油　片栗粉　さつま芋　もちこ

むぎ粉　黒砂糖粉
ﾎｳﾚﾝ草　ｺｰﾝ　白菜　玉葱　冬瓜　乾燥わかめ　人参　ねぎ　果物

666 28.9 12.3 358 3.7

6 金
合挽肉　豚ﾚﾊﾞｰ　ﾍﾞｰｺﾝ　卵　ツナ缶　みそ 精白米　スパゲッティ(乾)　有塩バター　オリーブ油　三温糖　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　片栗粉

もち粉　黒糖粉
玉葱　人参　ﾄﾏﾄ　にんにく　ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ缶　　ﾊﾟｾﾘ

584 25.5 15.8 147 1.8

7 土
ﾍﾞｰｺﾝ　ﾂﾅ缶　沖縄豆腐　みそ　まめぴよ（豆乳）スキムミルク　生クリーム 精白米　ごま油　上白糖　本みりん　胡麻　三温糖　上白糖　食パン ｺﾞﾎﾞｳ　ﾋﾟｰﾏﾝ　切り干し大根　胡瓜　人参　ほうれんそう

475 13.1 12.6 157 3.9

8 日

9 月

10 火
沖縄豆腐　豚挽肉　みそ　ｼﾗｽ　麩　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　ごま油　三温糖　片栗粉　薄力粉　油 長ねぎ　ﾆﾗ　人参　生姜　にんにく　胡瓜　ﾄﾏﾄ　乾燥わかめ　ねぎ　えのき

果物 593 24.7 17.3 353 2.2

11 水
豚肩ﾛｰｽ　ゆし豆腐　みそ　ﾛｰｽﾊﾑ　ツナ缶　ＥＭ牛乳 胚芽米　米粒麦　もちきび　さつまいも　油　　すり胡麻 人参　ねぎ　小松菜　胡瓜　ゴボウ　ｺｰﾝ　果物

578 18.6 14.8 186 3.5

12 木
赤魚　鶏ﾓﾓ肉　みそ　卵　普通牛乳　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　本みりん　油　じゃがいも　ちんびんミックス　黒

砂糖粉
生姜　白菜　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　人参　しめじ　乾燥わかめ　ねぎ　果物

556 25.7 12 357 2

13 金
鮭　ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ　かに風味かまぼこ　鶏ﾓﾓ肉　普通牛乳 食パン　油　パン粉　オリーブ油　じゃがいも　薄力粉　有塩バター　精白米

三温糖　もち粉　黒砂糖粉
にんにく　白菜　胡瓜　ﾐｶﾝ　人参　玉葱　ﾊﾟｾﾘ　焼きのり

608 19.9 17.6 94 3.4

14 土
鶏挽肉　豚ﾛｰｽ　油揚げ　味噌 人参　ｺﾞﾎﾞｳ　根みつば　生姜　玉葱　グリーンﾋﾟｰｽ　しらたき　小松菜　果物

641 22.5 18.9 304 2.1

15 日

16 月
豚挽肉　卵　竹輪　削り節　豚肩肉　みそ　きな粉　ＥＭ牛乳 精白米　ごま油　じゃがいも　有塩バター　三温糖 もずく　ﾋﾟｰﾏﾝ　人参　生姜　ｷｬﾍﾞﾂ　胡瓜　ｺﾞﾎﾞｳ　干椎茸　こんにゃく　ねぎ

果物 615 27.2 13.6 337 2.7

17 火
沖縄豆腐　牛肩ﾛｰｽ　ﾂﾅ缶　煮干　みそ 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　三温糖　金時豆　黒砂糖　白玉粉　押麦 ﾎｳﾚﾝ草　しらたき　白菜　花人参　大根　胡瓜　玉葱　えのき　ねぎ　果物

577 21.3 11.4 221 5.2

18 水
ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ　卵　普通牛乳 ｸﾞﾗﾆｭｰ糖　ﾎｯﾄｹｰｷ粉　幼児ぶどうジュース ﾚﾓﾝ汁　りんご

621 27.1 19.3 369 2.9

19 木
鯖　チキアギｰ　沖縄豆腐　卵　かつお節　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　三温糖　本みりん　油　ポンデＱミックス 生姜　昆布　干椎茸　こんにゃく　人参　ﾆﾗ　ﾎｳﾚﾝ草　果物　ﾌﾟﾙｰﾝ

193 11.2 5.2 308 0.5

20 金
三枚肉　かまぼこ　木綿豆腐　固形ﾖｰｸﾞﾙﾄ　鮭 沖縄そば　本みりん　三温糖　胡麻　精白米　油 昆布(乾)　玉葱　ねぎ　ﾎｳﾚﾝ草　胡瓜　こんにゃく　干椎茸　人参　ｶﾗｼ菜

507 23.7 8.3 175 2.3

21 土
鶏もも肉　なると　きな粉 もち粉　黒砂糖粉 ﾚﾓﾝ　人参　大根　みつ葉　長ねぎ　みかん

450 20.9 12.7 112 3.5

22 日

23 月
合挽肉　ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ　ﾛｰｽﾊﾑ　くるま麩　スキムミルク　生クリーム　竹輪　ＥＭ
牛乳

精白米　油　マカロニ　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　片栗粉 玉葱　レタス　ﾄﾏﾄ　もずく　生姜　オレンジ　ﾄｳﾓﾛｺｼ
518 16.2 14.5 128 1.7

24 火
鱈　沖縄豆腐　麩　豚ﾓﾓ肉　ﾍﾞｰｺﾝ　きな粉 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　本みりん　三温糖　片栗粉　緑豆春雨　片栗粉

油　ﾀﾋﾟｵｶ澱粉　ｻﾂﾏｲﾓ澱粉　黒砂糖粉
玉葱　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　ｺｰﾝ　ﾊﾟｾﾘ

465 17.5 9.9 115 2.2

25 水
ﾎｷ　みそ　沖縄豆腐　卵　スキムミルク　油揚げ　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　本みりん　緑豆春雨　ごま油　薄力粉　三

温糖　無塩バター　フルーツグラノーラ　油
人参　もやし　胡瓜　ｺﾞﾎﾞｳ　大根　長ねぎ　ﾌﾟﾙｰﾝ

538 22.6 14.4 324 1.7

26 木
鶏ﾓﾓ肉　鶏挽肉　木綿豆腐　卵　ﾂﾅ缶　卵　普通牛乳　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　片栗粉　油　無塩バター　ｸﾞﾗﾆｭｰ糖　ホットッケー

キ粉
玉葱　にんにく　生姜　ｶﾗｼ菜　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　人参　ﾆﾗ　ｺｰﾝ　乾燥わかめ
果物 620 24.7 16.8 367 2.5

27 金
鮭　普通牛乳　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ　豆乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　油　薄力粉　有塩バター　胡麻　じゃがいも　さつ

ま芋　油　黒砂糖粉
玉葱　しめじ　大根　胡瓜　ﾄﾏﾄ　島にんじん　人参

638 26.7 17.1 449 2.3

28 土
鶏ﾓﾓ肉　油揚げ　絹ごし豆腐　卵 精白米　ごま油　本みりん　胡麻　三温糖　薄力粉　無塩バター　りんごカルゲ

ン
人参　ゆで筍　ねぎ　えのき　小松菜　果物　糸きりわかめ

506 19.2 7.8 362 2.2

29 日

30 月
挽きわり納豆　豚ﾚﾊﾞｰ　豚肩ﾛｰｽ　みそ　ﾂﾅ缶　きな粉　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　じゃがいも　春雨　胡麻　ごま油　三温糖　薄力粉

無塩バター
にんにく　人参　玉葱　ねぎ　胡瓜　もやし　もずく　果物

603 26 13.9 323 3.6

31 火
鯖　卵　鶏ﾓﾓ肉　油揚げ　味噌　ＥＭ牛乳 胚芽米　もちきび　米粒麦　薄力粉　油　ごま油　本みりん　三温糖　　ホット

ケーキ粉
大根　人参　こんにゃく　むき枝豆　ﾎｳﾚﾝ草　もずく

659 27 24.6 316 2.6

☆保育所の行事、材料等の都合により献立を変更することがあります。また、月例に応じて食材、調理形態を変更することがあります。

日付 曜
材料と体内での主なはたらき



たんぽぽ組、ゆり組ねぎ収穫！！給食のお汁に入れて食べましたよ。 

 
 

 

    各クラス 第Ⅳ期 （１月～３月）の食育目標  （保育課程に基づいて） 

0 歳児  

もも組 

・食べる意欲を大切にし、その成長に合った食器を選んだり、食事の量

を調整する。                            

・スプーンやフォークに慣れ、最後まで自分で食べる。 

1歳児       

ちゅうりっぷ組 

・食器に手を添えたりして、こぼしながらも一人で最後まで食べようと

する。                         

・果物の皮と身の違いがわかり、皮を自分でむこうとする。 

２歳児           

たんぽぽ組 

・行事食を食べ食の面からも季節の行事を楽しむ。                                                    

 ・苦手な物もバランスよく食べられるようにする。 

３歳児  

ゆり組 

・食事のマナーを守り、友達と楽しく食べる。           

・食物と健康に興味を持ち、苦手な物も食べる事ができる。 

４歳児  

さくら組 

・自分の体の事や必要な栄養について気づくようにする。 

５才児 

ひまわり組 

・正月や節分、ひなまつりなど季節の行事にちなんだ食に触れ、その意

味を知り関心を深める。 

・自分たちで育てた野菜を調理して食べる喜びを味わう。 

あけましておめでとうございます。年末年始のお休みは、みなさんどうお過ごしだ

ったでしょうか。今年も残すところあと 3か月。食育だよりを通して子どもたちの

成長のお手伝いをしていきますので、どうぞよろしくお願いします 

ひまわり組クリスマスクッキング☆ケーキ

をデコレーションして食べました。 

 

クリスマス行事食＆おやつ 

食育だより  発行：西平 

餅つきとは？                              

お正月で二段になった丸いおもち「鏡餅」は神様にお供えする餅として知られています。昔はおめでたい事がある

時にお餅を食べていたそうで、今でもお正月が近づくとお餅つきをして鏡餅を作り、新しい年を迎える準備をしま

す。当園では新しい年を迎え、今年も健康で過ごせますようにと言う願いを込めて１月２１日（土）に「新春餅つき

大会」を行います。是非、ご家族皆さんでご参加下さい！！（保護者会主催） 

ミニトマト収穫して頂きました！！ 

さくら組、ひまわり組が電力じゃがいも畑に行ってきまし

た。雑草抜き、水かけをしましたよ！！次回は 2 月☆ 

調理お願いしま～す 
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