
令和2年1月　　　予定献立表（一般）　　　　　可愛保育園

日 �曜 �昼食献立名 �午後おやつ 献立名 �主な材料の体内での働き ����栄養価 乳児　　　主食 ��血や肉となる �働く力や熟と 　なる �休の調子を整 えるもの �調味料・その他 �乳児 �幼児 

乳児・幼児　副食 �補食 

4 �土 �ごほん �牛乳 �まぐろ油漬缶 �はいが精米 �玉ねぎパセリ �塩 こしょう �507kca】 �408kcat ポテトのチーズ焼き �カステラ �ピザ用チーズ �じゃがいも �キャベツ．人参 ��たんばく賞 �たんばく貫 

18 ��野菜ソテー ��牛乳 �油 カステラ �ピーマン �だし汁 �16．2g �15．2g 味吋汁（生わかめ・凍り豆腐） ��凍り豆腐 ��生わかめ ��脂　質 �脂　質 

みかん ��味吋 ��みかん ��15．4g �16．3g 

6 20 �月 �ごほん �牛乳 �大豆水煮．豚もも肉 �はいが精米，油 �人参．玉ねぎ �水，ケチャップ �552kGal �445kcal ポークピーンズ �カップケーキ チーズ �油あげ．味噌 �砂嵐白胡麻 �切干し大根 �塩こしょう �たんばく質 �たんばく質 

切干し大根のナムル ��牛乳 �胡麻油ノ小麦粉 �きゅうり �酢．しょう油 �21．1g �20．0g 

味噌汁（油あげ・白菜） ��卵 �パター �白菜 �だし汁．B・P �脂　質 �脂　質 

せんべい �スキムミルク �黒砂糖 �レーズン �バニラエッセンス �18．6g �19．1g 

7 �火 �ごはん �お茶 �鶏むね肉（皮つき〉 �はいが精米米 �ほうれん草．人参 玉ねぎ．りんご �塩 こしょう �527kcさt たんばく茸 �393kGal たんばく貫 

」 鶏肉のポテトフレ－ク焼き �雑炊 �焼き竹輪綿豆腐 � 

24 �金 �白和え ��白味噌．味噌 �砂糖．白胡麻 魅 マヨネーズ �かぶかぶ（集） �しょう油 �23．3g �21．7g 昧吋汁（魅・玉ねぎ） ��牛乳（乳児のみ〉 ��大根 �だし汁 �脂　質 �脂　質 

りんご �クッキー �鶏もも肉（皮なし〉 ��長ねぎ �お茶 �14．0g �12．2g 

8 �水 �ごはん �牛乳 �豚挽肉．卵 �よいが精米 �長ねぎ．大根 �水，みりん �535kcal �441kcal 松風焼き �豆乳プリン �味吋．油あげ �砂糖．油 �人参．れんこん �しょう油 �たんばく質 �たんばく寅 

27 �月 �妙めなます ��絹豆腐．牛乳 �オートミール �しらたき．干しいたけ �塩 酢 �24．3g �24．7g 味噌汁（絹豆腐・生わかめ） ��豆乳，ゼラチン �白胡麻 �生わかめ ��脂　質 �脂　質 

ぽんかん �源氏パイ �責名粉 �黒砂糖 �ぽんかん �だし汁 �19．0g �20．2g 

9 23 �木 �味呵けんちんうどん（汁） �牛乳 �油あげ �乾麺 油 砂糖 �人参 �だし汁 壊 しょう油 �486kcal �433kcal だし巻卵 �干いも �味噌 ��ごぼう ��たんばく貫 �たんばく質 

ブロッコリーのソテー �胡麻せんべい �卵 ��大根 ��20．1g �19．4g 

ロ一・・スハム 牛乳 �干し草 胡麻せんべい �長ねぎ ブロッコリー �こしょう �脂質 19．4g �脂質 21．2g 

ヨーグルト 

10 �金 �ロールパン �お茶 �生鮭 �バターロール，油 �にんにく，ほうれん草 �ケチャップ，カレー粉 �491kCal �413kC8l 

魚のタンドリー風焼き �おしる∈ �プレーンヨーグルト �マヨネーズ，秒鱒 �ホールコーン車，自筆 �パプリ九壌 �たんばく質 �たんばく貫 

ほうれん草のマヨネーズ和え �塩味せんべい �小豆 �上新粉 �人参 �こしょう，しょう油 �22．2g �18．8g 

白菜スープ ��牛乳（乳児のみ） �白玉粉 �小松菜 �水．コンソメ �脂　質 �脂　箕 

みかん �バウムクーヘン ��ソフトサラダ �みかん �お茶 �12．8g �8，7g 

11 �土 �ごはん �牛乳 �鴇豆腐原挽肉 �はいが精米 �人参，玉ねぎ �しょう油 �535kcal �454kcal 炒り豆腐 �マドレーヌ �卵．油あげ �油 �生しいたけ，ほうれん草 �塩 �たんばく貫 �たんばく賢 

25 ��里芋の煮物 �いりこ �味噌 �砂糖 �冷凍グリンピース �だし汁 �18．8g �17．9g 味叶汁（生わかめ・玉ねぎ・油あげ） ��牛乳 �里芋 �生わかめ ��脂　質 �脂　質 

りんご ��いりこ �マドレーヌ �りんご ��16．9g �17．5g 

14 �火 �カレー（ライス） �牛乳 �豚もも肉 �はいが精米 �人参 �カレー粉，水 �526kcat �457kcal スピナチサラダ �レーズンロール �スキムミルク �油パター �玉ねぎ �コンソメ，ケチャップ �たんばく貧 �たんばく質 

28 ����まぐろ油濃缶 牛乳 �小麦粉，白胡麻 砂糖．じゃがいも レーズンロール �ほうれん草 �中濃ソース．塩 酢 しよう油 �17．4g 脂質 18．8g �17．7g 脂質 21．9g チーズ せんべい 

15 29 �水 �ごほん �のむヨーグルト �鼠赤味吋 �はいが積米 �生姜汁．白菜 �だし汁 酒 しょう油 塩 �545kGal �439kGal 魚の味吋煮 �じゃこトースト 100％リンコ○ゾユース �花かつお �砂糖 �人参．長ねぎ ��たんばく賞 �たんばく質 

白菜のおひたし ��卵．牛乳（乳児のみ） �かたくり粉 �小松菜 ��23．6g �22．9g 

かきたま汁 ��のむヨーグルト �食パン �りんご ��脂　質 �脂　質 

りんご �サブレ �ちりめんじゃこ �マヨネーズ �青のり ��16．9g �16．7g 

16 �木 �はちみつサンド �牛乳 �卵，粉チーズ �食パンパター �ほうれん草ヰヤペツ �塩こしょう 酢 しょう油 �505kGal �397kcal 青菜とチーズのオムレツ �きのこごほん �ロースハム �はちみつ．油 �きゅうりセロリ ��たんばく質 �たんばく寅 

30 ��しよう油フレンチ ��綿豆腐 �春雨（でんぷん） �人参．みかん ��20．3g �18．6g 春雨と豆腐のスープ ��牛乳 �はいが精米 �しめじ �鶏ガラスープ �脂　質 �脂　質 

みかん �ヨーグルト �油あげ �砂糖 �冷凍グリンピース �だし汁 �18．5g �15．7g 

17 �金 �ごはん 生揚のカレー妙め �牛乳 スパゲティミートソース �生あげ豚もも肉 �よいが精米 �人参．玉ねぎ ピーマン，エリンギ �塩カレー粉 �532kGa �429kca 味吋 �油 ��だし汁，ケチャップ �たんばく質 �たんばく質 

31 ��ブロッコリーのマヨネーズ添え ��牛乳 �マヨネーズ �ブロッコリー．切干し大根 パセリ �中濃ソース 水 こしょう �21．9g �21．4g 味l甘汁（切干し大根・ほうれん草） ��豚挽肉 粉チーズ �スパゲティ 小麦粉 ���脂質 18．9g �脂質 20．0g 

クロワッサン 

21 �火 �ごはん �牛乳 �豚レバー �はいが精米．胡麻油 �生姜汁．ピーマン �酒．しょう油 �525kcal �433kcal 

レバーの香り揚げ �ロールカステラ �絹豆腐 �かたくり扮，油 �人参．きゅうり �だし汁 酢 �たんばく質 �たんばく賞 

マカロニサラダ ��味噌 �砂糖 �なめこ ��21．5g �21．5g 

味噌汁（絹豆腐・なめこり小松菜） �100％オレンゾゾユース �牛乳 �マカロニ �小松菜 �塩 こしょう �脂　質 �脂　質 

ぽんかん �サブレ ��ロールカステラ �ぽんかん ��16．6g �17．7g 

22 �水 �ごはん �牛乳 �卵 さつま揚げ �はいが精米．油 �長ねぎ．人参 �塩，こしょう �575kca �473kCal 

中華風卵焼き �肉まん ��砂糖かたくり粉 �干しいたけ �水．鶏ガラスープの兼 �たんばく質 �たんばく質 

煮びたし ��味噌 �さつま芋．小麦粉 �小松菜．白菜 �しょう油．みりん �20．1g �18．7g 

味噌汁（玉ねぎ・さつま芋） � �牛乳 �強力粉 �玉ねぎぽんかん �だし汁．B・P �脂　質 �脂　質 

ぽんかん �バウムクーヘン �豚挽肉 �胡麻油 �生姜汁，黄たけのこ �ドライイースト洒 �15．7g �16．0g 

端幼児は盲 ��嶋食給食のため、主食分の蛍養儀が含まれていません。　品（審考）幼児の主食は陸井楠鵜石心さを日喪量としてい舌す。 

アレルギー等に配慮し、使用食材を明記しています。各家庭で御確認ください。


