
平成28年　    　献立表 深江保育園

日 曜 昼食 おやつ（午前） おやつ（午後） 主な材料
3歳未満児のみ 血や肉になる 熱や力になる 身体の調子を整える

2 月 いわしの蒲焼き　納豆 豆乳 かしわ餅 いわし　ちりめん　納豆　豆乳 上新粉　白玉粉　小豆 生姜　ほうれん草　人参　いちご

ほうれん草のカルシウム和え　味噌汁 ヨーグルト 味噌　豆腐　油揚げ 片栗粉　油　甘酒 ニラ　玉葱　キャベツ　中葱

3 火 【憲法記念日】

4 水 【みどりの日】

5 木 【こどもの日】

6 金 かしわの照り焼き　レタス　納豆 バナナ ミルク 鶏もも肉　納豆　ちりめん じゃが芋　マヨネーズ りんご　人参　レタス　玉葱　えのき茸

ポテトサラダ　味噌汁 天然酵母パン 味噌　厚揚げ　ミルク 強力粉　山芋　 きゅうり　もやし　わかめ　しめじ

7 土 きのことベーコンのスパゲティ いりこ バナナ ベーコン　 スパゲティ麺　 しめじ　えのき茸　玉葱　人参

野菜スープ じゃが芋　バナナ アスパラ　キャベツ　しいたけ　中葱

9 月 豚肉の生姜焼き　納豆　味噌汁 バナナ 牛乳 豚肉　納豆　ちりめん　きな粉 白玉粉 もやし　玉葱　キャベツ　人参

りんご 白玉黒蜜きな粉 油揚げ　味噌　豆腐　牛乳 生姜　ニラ　しめじ　中葱　りんご

10 火 【ごはんの日】ピースごはん　かしわの南蛮漬け　 りんご フルーツ 鶏もも肉　豆腐 甘酒　片栗粉　油 玉葱　人参　ピーマン　いちご

新じゃがのきんぴら　味噌汁 豆乳ヨーグルト 油揚げ　豆乳 じゃが芋　ごま　バナナ アスパラ　キャベツ　中葱

11 水 厚揚げの油淋鶏風　春雨スープ いりこ ミルク 厚揚げ　ミルク 白玉粉　油　ごま ニラ　人参　キャベツ　白葱　中葱

きんぴらごぼう　 もっちりドーナツ 油揚げ 小麦粉　春雨 生姜　玉葱　しいたけ　わかめ　ごぼう

12 木 魚の西京焼き　レタス　納豆 いりこ いりこ ひじき　鰆切り身　味噌　納豆 ５分づき米　ごま　 中葱　レタス　ニラ　玉葱　もやし

もやしとちくわのカレー和え　味噌汁 ひじきおにぎり ちりめん　厚揚げ　いりこ　ちくわ カレー粉 人参　しめじ　切り干し大根　わかめ　

13 金 ささ身の梅カツ　千切りキャベツ 豆乳 納豆うどん 鶏ささ身　納豆　ちりめん　豆乳 パン粉　小麦粉　油　うどん麺　バナナ 大葉　キャベツ　人参　きゅうり

春雨の酢の物　オニオンスープ ヨーグルト ベーコン　味噌　かつお節 春雨　ごま　じゃが芋　甘酒 わかめ　玉葱　小松菜　りんご

14 土 【保育参観・おべんとう交換】 いりこ バナナ

16 月 レバーの和風和え　吉野汁 バナナ ミルク 鶏レバー　味噌　油揚げ 強力粉　山芋　油 りんご　人参　ほうれん草　ごぼう　

こんにゃくの梅肉和え 天然酵母パン 高野豆腐　厚揚げ　チーズ ごま　甘酒　 切り干し大根　しいたけ　中葱

17 火 魚の梅味噌焼き　納豆 豆乳 いりこ 鰆切り身　梅味噌　納豆　豆腐 ごま　白米 キャベツ　人参　もやし　コーン

キャベツと車麩の和え物　味噌汁 ヨーグルト コーンライス ちりめん　味噌　豆乳　車麩 甘酒 玉葱　えのき茸　中葱　わかめ　いちご

18 水 中華の野菜あんかけ　味噌汁 いりこ 新じゃがの 豆腐　油揚げ　納豆 油　じゃが芋　 キャベツ　人参　しいたけ　玉葱　生姜

もりもり納豆 ポテトフライ 鶏ひき肉　卵 ほうれん草　しめじ　わかめ　中葱

19 木 チキンハンバーグ　レタス　野菜添え いりこ 高菜　　鮭と 鶏ひき肉　豆腐　味噌 油　パン粉　マカロニ 玉葱　いんげん　人参　きゅうり

マカロニサラダ　ゴボウのコロコロスープ わかめのおにぎり 鮭フレーク マヨネーズ　ごま ごぼう　しいたけ　わかめ　グリーンピース

20 金 車麩の角煮　大豆とひじきの煮物 豆乳 牛乳 車麩　ひじき　大豆　牛乳　豆乳 油　片栗粉　甘酒 にんにく　生姜　人参　玉ねぎ　りんご

味噌汁 ヨーグルト お好み焼き 油揚げ　かつお節　豆腐　卵 小麦粉　山芋　バナナ 切り干し大根　中葱　キャベツ　もやし

21 土 五目うどん いりこ バナナ 油揚げ　かまぼこ バナナ　うどん麺 玉葱　人参　しいたけ　

もやしのナムル 鶏もも肉 ごま 中葱　にら　もやし

23 月 ひじきのぎょうざ　納豆 バナナ ミルク ひじき　納豆　ちりめん 強力粉　山芋　ごま 玉葱　人参　アスパラ　もやし　ほうれん草

野菜のごま和え　味噌汁 天然酵母パン 味噌　油揚げ　豆腐　ミルク 餃子皮　ごま油 にら　えのき茸　中葱　りんご

24 火 チキンカレー　りんご 豆乳 高菜ごはんピザ 手羽元　味噌　鮭フレーク 白米　マヨネーズ　じゃが芋 玉葱　人参　かぼちゃ　キャベツ

グリーンサラダ ヨーグルト チーズ　豆乳 カレールー　カレー粉　甘酒 きゅうり　りんご　いちご

25 水 魚の煮付け　野菜添え　 いりこ たくあん 鯛切り身　納豆　ちりめん ５分づき米　 生姜　いんげん　人参　ごぼう

納豆　味噌汁 五目おにぎり 厚揚げ　味噌　麩　油揚げ じゃが芋 もやし　玉葱　わかめ　しめじ　

26 木 【お誕生会】 バナナ こいのぼり

ケーキ

27 金 手羽元と野菜の煮物　五目煮 豆乳 冷しそうめん 手羽元　厚揚げ　 じゃが芋　そうめん 人参　いんげん　しいたけ　大根　中葱

味噌汁 ヨーグルト 大豆　豆乳 甘酒　バナナ ごぼう　玉葱　しめじ　わかめ　キャベツ　りんご

28 土 焼きそば　 いりこ バナナ ひじき　豚肉 バナナ　ごま油 玉葱　人参　もやし

キャベツとひじきの煮物 かまぼこ 焼きそば麺 中葱　キャベツ　しいたけ

30 月 魚のフライ～らっきょタルタル～ バナナ ミルク 鯵切り身　味噌　納豆　豆乳 練りごま　小麦粉 ごぼう　きゅうり　にら　中葱

ごぼうのゴマサラダ　納豆　味噌汁 蒸しパン ちりめん　油揚げ　ミルク パン粉　油　ごま 玉葱　人参　キャベツ　しめじ

31 火 じゃが芋と春雨の炒め物　味噌汁 豆乳 中華おこわ 高野豆腐　油揚げ　豆腐 もち米　じゃが芋　甘酒 玉葱　人参　しいたけ　切り干し大根　いちご

切り干し大根の煮物 ヨーグルト 味噌　麩　豚肉　豆乳 春雨　ごま油　くず粉 ニラ　えのき茸　わかめ　たけのこ

※全園児について、午前に梅醤番茶、又は豆乳甘酒ヨーグルトを提供。また、毎食と毎おやつ時にはノンカフェインの三年番茶を提供しています。

※はな、ひよこ組は、午前のおやつすべてにミルクを添えて、給食には玄米粉入りの軟飯を提供します。

　またひよこ組のメニュー内容に関しては、食材や調理法を随時変更して、提供しています。

※食材入荷の都合により、献立内容が変更になることがあります。

給食だより
新年度が始まって1ヶ月が経ちました。新しいクラスにも慣れてきた頃でしょうか。一方、

少し疲れもたまって、体調を崩すこともあると思います。ご家庭でも、食事の栄養バランスに気をつけ、

十分な睡眠をとってください。朝ごはんは必ずとって元気に登園してくださいね！

そして、汗をかく季節になってきましたので、こまめな水分補給を心掛けてください(´▽｀)


