平成２９年度
日

曜
日

4
5

１月

こんだてひょう

おおぶち保育園
１０時

昼食

３時のおやつ

３歳未満児

３歳未満児・幼児

あか (蛋白質)
血液や肉をつくる

みどり (無機質・ビタミン)

力や体温となる

体の調子をととのえる

木 ごはん ちきんぼーるのくりーむに ひじきとえだまめのさらだ みそしる

はっぴーたーん

★ごまおふらすく ぎゅうにゅう

ちきんぼーる ぎゅうにゅう
とうふ おふ

金 わふうつなまよどん きりぼしだいこんさらだ わかめすーぷ

ちーず

★たまごむしぱん ぎゅうにゅう

しーちきん たまご ちーず ぎゅうにゅう

6

土 しょくぱん(じゃむ) しろみざかなのかれーちーずやき はくさいさらだ こんそめすーぷ

おかし

おかし ぎゅうにゅう

かれい ぎゅうにゅう ちーず

しょくぱん じゃむ おかし

8

月 しょうがやきどん ぽてとさらだ みそしる

おかし

おかし ぎゅうにゅう

ぶたにく ぎゅうにゅう

ごはん まよねーず おかし

9

火 ごはん さけのからふるまよやき きざみこんぶに みそしる

よーぐると

にくまん ぎゅうにゅう

さけ とうふ よーぐると ぎゅうにゅう

ごはん まよねーず ぱんこ にくまん

するめ

★さつまいもきんとん ぎゅうにゅう

だいず とりにく おむれつ ぎゅうにゅう

ごはん

たまねぎ にんじん みっくすべじたぶる きゃべつ ぱぷ
りか みかん さつまいも りんご するめ ごま

11 木 れーずんろーる とりにくのまーまれーどやき かぼちゃさらだ ほうれんそうすーぷ

ばなな

★みたらしだんご ぎゅうにゅう

とりにく とうふ ぎゅうにゅう

れーずんろーる まよねーず しらたまこ

かぼちゃ えだまめ ほうれんそう たまね
ぎ

12 金 ごはん まつかぜやき ちくぜんに えびだんごじる

ちーず

★やさいちっぷす ぎゅうにゅう

とりにく えびだんご ちーず ぎゅうにゅう ごはん ぱんこ あぶら

13 土 ほうとうふううどん ちぐさやき ぜりー

おかし

おかし ぎゅうにゅう

とりにく たまご ぎゅうにゅう

うどん おかし

15 月 ごはん しろみざかなのふらい ひじきに みそしる

ここなっつさぶれ

たこやき やさいじゅーす

しろみざかな おふ

ごはん たこやき ここなっつさぶれ あぶ
ら

16 火 ごはん つきみはんばーぐ かいそうさらだ きのこすーぷ

よーぐると

すいーとぽてと ぎゅうにゅう

あいびきにく たまご よーぐると ぎゅう
にゅう

ごはん ぱんこ すいーとぽてと

17 水

にぼし

★ぽっぷこーん ぎゅうにゅう

さわら(あじ) よーぐると ぎゅうにゅう

むぎごはん ぽっぷこーん

18 木 みーとそーすすぱげてぃ ゆでたまご ちーずさらだ

ばなな

★おにぎり おちゃ

あいびきにく たまご あぶらあげ ちーず そふとめん ごはん

19 金 わかめごはん おでん ぱりぱりさらだ りんご

ちーず

★あげぱん ぎゅうにゅう

ういんなー たまご ちーず ぎゅうにゅう
ちくわ あつあげ

わかめごはん ぽてとちっぷす ろーるぱ
ん あぶら

20 土 しょくぱん(じゃむ) さけぐらたん だいこんさらだ こんそめすーぷ

おかし

おかし ぎゅうにゅう

さけ ぎゅうにゅう ちーず

しょくぱん じゃむ おかし まかろに

22 月 ごはん さばのみそに さつまいもさらだ けんちんじる ちーず

ほしたべよ

しゅーくりーむ ぎゅうにゅう

さば(さわら) ちーず ぎゅうにゅう

ごはん まよねーず ほしたべよ しゅーく
りーむ

23 火 やきそば ふらんくふると やさいすーぷ

よーぐると

★じゃがばたー りんごじゅーす

ぶたにく ふらんくふると よーぐると

やきそば ばたー

10 水

ゆきだるまかれー ぷれーんおむれつ きらきらさらだ みかん

あぶらあげ

きいろ (糖質・脂質)

みっくすべじたぶる ひじき えだまめ ご
ま
きぬさや きりぼしだいこん きゅうり にん
ごはん まよねーず ほっとけーきみっくす
じん わかめ たまねぎ
ごはん はっぴーたーん ばたー

はくさい にんじん たまねぎ
にんじん たまねぎ じゃがいも きゅうり
にんじん さといも きぬさや
にんじん ぴーまん こんぶ しいたけ ね
ぎ

たまねぎ だいこん ごぼう さといも にんじん いんげ
ん みつば さつまいも れんこん かぼちゃ

24 水 ごはん すぱにっしゅおむれつ はむさらだ ぽとふ

こんぶ

★しらすわふうぴざ ぎゅうにゅう

たまご しーちきん はむ しらす ちーず
ごはん ぎょうざのかわ
ぎゅうにゅう

25 木 しょくぱん(じゃむ) なげっと こーるすろーさらだ ふゆやさいしちゅー

ばなな

★ふらいどぽてと ぎゅうにゅう

なげっと ぶたにく ぎゅうにゅう

しょくぱん じゃむ まよねーず あぶら

ちーず

★おしるこ ぱりんこ

ゆかりごはん あぶら しらたまこ ぱりん
こ

27 土 ぎゅうどん やきぎょうざ みそしる

おかし

おかし ぎゅうにゅう

ごはん おかし

たまねぎ だいこん ねぎ

29 月 ごはん とりにくのごまみそやき だいずごもくに すましじる

ちょいす

★べーこんちーずむしぱん ぎゅうにゅう

30 火 やきぶたちゃーはん はるまき はるさめとやさいのすーぷ

よーぐると

★ふかしいも

えびふらい たまご しーちきん とうふ
ちーず
ぎゅうにく ぎょうざ あぶらあげ ぎゅう
にゅう
とりにく だいず とうふ べーこん ちーず
ぎゅうにゅう
やきぶた たまご よーぐると ぎゅうにゅ
う

たまねぎ かぼちゃ さといも ねぎ しい
たけ ぜりー
ひじき にんじん いんげん わかめ やさ
いじゅーす あおのり
たまねぎ だいこん かいそう きゃべつ
にんじん しいたけ しめじ えのき
れんこん にんじん だいこん さといも
ねぎ にぼし
たまねぎ にんじん まっしゅるーむ とま
と ぴーまん はくさい ばなな のり
だいこん じゃがいも こんにゃく きゃべ
つ こーん りんご
こーん だいこん きゅうり たまねぎ に
んじん
さつまいも きゅうり にんじん だいこん
ねぎ さといも
きゃべつ にんじん はくさい しめじ ちん
げんさい りんごじゅーす
ほうれんそう にんじん きゃべつ きゅう
り じゃがいも たまねぎ ねぎ のり
きゃべつ にんじん かぶ しめじ じゃが
いも
こまつな にんじん いちご かぼちゃ あ
んこ

31 水 すきやきどん きゃべつのゆかりあえ みそしる おれんじ

するめ

れもんけーき ぎゅうにゅう

ぎゅうにく とうふ おふ ぎゅうにゅう

ごはん れもんけーき はっぴーた-ん

ゆかりごはん えびふらい あつやきたまご こまつなのつなあえ いちご

あけましておめでとうございます。
本年も子どもたちの健康を考え、安全安心な食事の提供に力を注ぎますのでどうぞよろしくお願い致します。

ぎゅうにゅう
クイズの答え：③

26 金

むぎごはん さわらのいそべやき きんぴられんこん みそしる よーぐると

冬野菜で元気もりもり
①栄養バランスのよい食事

ウイルスに対する抵抗力・免疫力を高めるたんぱく質、ビタミンを十分にとり
バランスのよい食事をとることが大切です。

たんぱく質

ビタミンC

いも類・かんきつ類・緑黄色野菜

魚介類・大豆製品・肉類・乳製品

②あったかメニューで体を冷やさない
鍋

あか
体を作る基になる
肉・魚・卵・牛乳・乳製品・豆
など
元気もりもり！！

うどん

ごはん ほっとけーきみっくす ちょいす
ごはん はるまき あぶら はるさめ

ごま ひじき しいたけ にんじん いんげ
ん だいこん ねぎ
たまねぎ にんじん しいたけ ねぎ さつ
まいも
はくさい たまねぎ ねぎ きゃべつ にん
じん ゆかり わかめ おれんじ

きいろ
みどり
エネルギーの基になる
体の調子を整える基になる
米・パン・麺類・芋類・砂糖・油 野菜・果物・きのこ類など
など
ばいきんパンチ！！

胃腸をいたわる♪ 春の七草
ビタミンA

レバー・うなぎ・緑黄色野菜

「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」が春の七草です。
この7種の野菜を入れたおかゆを七草粥といいその年一年が健康で、平和に暮らせるように
との意味を込めて、1月7日の朝に食べます。
また、正月に食べすぎて疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を
補うという意味もあります。

★クイズ★ 七草粥に入っている「すずな」は何の葉っぱでしょうか？

体が温まり、血液循環をよくすることで免疫力も高まります。

雑炊

※食材の入荷状況、原材料表示等により献立を変更する場合があります。

ねぎや根菜等の冬野菜をたくさん
煮込んだ料理がおすすめです★

①人参

②ほうれん草

③かぶ

