
令和 3 年

日 曜

エネルギー
(kcal)

脂　肪
(g)

鉄
(mg)

ビタミンＢ1
(mg)

ビタミンＢ2
(mg)

食塩相当量
(g)

519 15.1 1.8 0.30 0.37 2.2

615 17.8 2.3 0.36 0.35 2.7

※★印は、新メニューです。

※乳児のマヨネーズは、卵の入っていないものを使用しています。

※材料の入荷状況により、献立を変更する場合があります。

1月　給食献立表 杉ノ子第二保育園

昼食 おやつ 赤:血や肉になる 黄:熱や力となる 緑:調子をととのえる

4 月

カレーライス 牛乳 牛乳・ぶたロース・なると・
まぐろ油漬缶詰・ヨーグル
ト・若鶏もも皮なし

菓子・精白米・じゃがいも・
調合油・いりごま・そうめん

麦茶

たまねぎ・にんじん・はくさい・長
ねぎ・塩わかめ・きゅうり・キャベ
ツ・乾しいたけ・ほうれんそう

白菜スープ 菓子
若布サラダ(ツナ)
ヨーグルト

にゅうめん

5 火

ご飯 ヨーグルト ヨーグルト・絹ごし豆腐・赤
色辛みそ・削り節・煮干し・
ぶたロース・牛乳

精白米・三温糖・マヨネー
ズ・さつまいも・調合油・粉
糖

牛乳

なめこ・こねぎ・りんご・たまね
ぎ・キャベツ・りょくとうもやし・
にんじん・ブロッコリー・みかん

なめこ汁 麦茶
豚肉のりんごソースがけ
きゃべつともやしのおかか合え
ブロッコリーの塩ゆで さつま芋スティック砂糖がけ

果物（みかん）

6 水

バターボールパン 牛乳 牛乳・鶏ひき肉・鶏卵・淡色
辛みそ・ヨーグルト

菓子・バターボールパン・有
塩バター・パン粉・すりご
ま・片栗粉・三温糖・オリー
ブ油・じゃがいも・薄力粉

牛乳

キャベツ・えのきたけ・たまねぎ・
にんじん・生しいたけ・ぶなしめ
じ・にんにく・赤ピーマン・パセ
リ・レモン果汁

キャベツのスープ 菓子
★和風ハンバーグ
きのこソテー
粉ふき芋 マドレーヌ
ヨーグルト

7 木

ごま塩ご飯 ジュース 赤色辛みそ・削り節・煮干
し・若鶏もも皮なし・鶏卵

菓子・精白米・ごましお・車
ふ・薄力粉・パン粉・調合
油・マヨネーズ・三温糖

麦茶

りんごジュース・たまねぎ・みず
な・キャベツ・きゅうり・にんじ
ん・くりかぼちゃ・みかん・ほうれ
んそう・だいこん・かぶ・かぶの葉

味噌汁 菓子
チキンカツ
茹でキャベツ
かぼちゃの甘煮 七草がゆ
果物（みかん）

8 金

ご飯 牛乳 牛乳・若鶏もも・さけ・赤色
辛みそ・ヨーグルト・あずき

菓子・精白米・さといも・糸
こんにゃく・片栗粉・さつま
いも・三温糖・調合油・いり
ごま

麦茶

にんじん・ほうれんそう・だいこ
ん・生しいたけ・レモン果汁・ごぼ
う

吉野汁 菓子
鮭のみそ照り焼き
さつまいものレモン煮 お汁粉
金平牛蒡 おせんべい
ヨーグルト

9 土

スパゲッテイナポリタン 牛乳 牛乳・ロースハム・ベーコ
ン・パルメザンチーズ・ヨー
グルト・まぐろ油漬缶詰

菓子・スパゲティ・調合油・
食パン・マヨネーズ

牛乳

たまねぎ・にんじん・青ピーマン・
トマトケチャプ・トマトホール缶
詰・チンゲンサイ・キャベツ・ブ
ロッコリー・冷凍コーン・きゅうり

オニオンスープ(チンゲン菜) 菓子
ブロッコリーのサラダ
ヨーグルト

ツナサンド

12 火

麻婆丼 ヨーグルト ヨーグルト・木綿豆腐・ぶた
ひき肉・赤色辛みそ・鶏卵・
ロースハム・牛乳

精白米・調合油・三温糖・片
栗粉・はるさめ・ロールパ
ン・グラニュー糖

牛乳

長ねぎ・しょうが・にんにく・コー
ン缶詰クリーム・たまねぎ・にんじ
ん・にら・きゅうり・りんご

クリームコーンスープ 麦茶
春雨サラダ
りんご

揚げパン

13 水

天然酵母パン 果物（バナナ） 鶏卵・ベーコン・プロセス
チーズ・ヨーグルト・若鶏も
も皮なし・油揚げ

レーズンボール（乳児牛乳パ
ン）・スパゲティ・有塩バ
ター・調合油・マヨネーズ・
三温糖

麦茶

バナナ・キャベツ・たまねぎ・にん
じん・セロリー・にんにく・パセ
リ・トマトホール缶詰・ほうれんそ
う・赤ピーマン・ブロッコリー・く
りかぼちゃ・ごぼう・乾しいたけ

ミネストローネスープ 麦茶
キッシュ
温野菜
ヨーグルト 五目おこわ

14 木

ご飯 ジュース 木綿豆腐・赤色辛みそ・若鶏
もも皮なし・ロースハム・牛
乳・鶏卵

菓子・精白米・糸こんにゃ
く・調合油・片栗粉・三温
糖・じゃがいも・マヨネー
ズ・薄力粉・黒砂糖・いりご
ま

麦茶

りんごジュース・ごぼう・にんじ
ん・だいこん・長ねぎ・しょうが・
たまねぎ・きゅうり・キャベツ・み
かん

けんちん汁 菓子
揚げ鶏のソースがけ
ポテトサラダ
茹で人参 がんづき
果物（みかん）

15 金

ふりかけご飯 牛乳 牛乳・赤色辛みそ・削り節・
煮干し・ぶたひき肉・ベーコ
ン

菓子・精白米・車ふ・ごま
油・片栗粉・しゅうまいの
皮・マロニー・三温糖・マヨ
ネーズ・スパゲティ・オリー
ブ油

牛乳

はくさい・塩わかめ・ゆでたけの
こ・しょうが・にんにく・生しいた
け・黄ピーマン・赤ピーマン・りょ
くとうもやし・ブロッコリー・みか
ん・たまねぎ・こまつな・エリンギ

味噌汁 菓子
変わりしゅうまい
チャプチェ
ブロッコリーの塩ゆで ★スープスパゲッティ
果物（みかん）

16 土

かたやきそば 牛乳 牛乳・ぶたロース・なると・
ヨーグルト・若鶏もも皮なし

菓子・中華めん・ごま油・三
温糖・片栗粉・いりごま・精
白米・調合油

麦茶

はくさい・にんじん・ほうれんそ
う・塩わかめ・長ねぎ・りょくとう
もやし・きゅうり・乾しいたけ

若布スープ 菓子
ナムル
ヨーグルト

炊き込みご飯

18 月

ご飯 牛乳 牛乳・鶏ひき肉・鶏卵・淡色
辛みそ・さば・ぶたロース

菓子・精白米・片栗粉・調合
油・さつまいも・三温糖・ゆ
でうどん

麦茶

長ねぎ・しょうが・ごぼう・にんじ
ん・はくさい・きゅうり・みかん・
たまねぎ

鶏つくね汁 菓子
サバの塩焼き
さつまいもの甘煮
きゅうりの即席漬け カレーうどん
果物（みかん）

19 火

豚肉の旨煮丼 ジュース ぶたロース・木綿豆腐・削り
節・まぐろ油漬缶詰・牛乳

菓子・精白米・調合油・ごま
油・三温糖・片栗粉・コーン
フレーク・食パン

牛乳

りんごジュース・にんじん・たまね
ぎ・キャベツ・えのきたけ・ぶなし
めじ・にんにく・チンゲンサイ・ほ
うれんそう・長ねぎ・きゅうり・バ
ナナ・いちごジャム

すまし汁 菓子
オリエンタルサラダ（ツナ）
果物（バナナ）

ジャムサンド

区分
たんぱく質

(g)
カルシウム

(mg)

ビタミンＡ
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:
RE)(μg)

ビタミンＣ
(mg)

食物繊維
(g)

幼児 19.2 231 160 36 3.7

乳児 22.1 199 189 47 4.9

※おやつの上段は、乳児の午前のおやつです。



日 曜 昼食 おやつ 赤:血や肉になる 黄:熱や力となる 緑:調子をととのえる

20 水

牛乳パン 果物（バナナ） 牛乳・若鶏もも皮なし・ジョ
ア（ヨーグルト）

牛乳パン・片栗粉・調合油・
オリーブ油・三温糖・有塩バ
ター・精白米・ごま油

麦茶

バナナ・冷凍くりかぼちゃ・たまね
ぎ・にんじん・パセリ・にんにく・
トマトホール缶詰・トマトケチャ
プ・キャベツ・りょくとうもやし・
赤ピーマン・青ピーマン

南瓜ポタージュ 麦茶
チキンのトマト煮
野菜ソテー
ジョア 焼きおにぎり
（1歳はヨーグルト）

21 木

お赤飯 ヨーグルト ヨーグルト・ささげ・絹ごし
豆腐・赤色辛みそ・削り節・
煮干し・さわら・さつま揚げ

ごましお・調合油・三温糖・
フライドポテト・ロールケー
キ

麦茶

えのきたけ・ほうれんそう・しょう
が・長ねぎ・れんこん・ごぼう・に
んじん・生しいたけ・さやいんげ
ん・みかん

味噌汁 麦茶
鰆の香味焼き
根菜の五目煮
ポテトフライ いちごのロールケーキ
果物（みかん）

22 金

バターライス 牛乳 牛乳・ベーコン・ぶたロー
ス・ロースハム

菓子・精白米・有塩バター・
じゃがいも・調合油・三温
糖・スパゲティ・マヨネー
ズ・さつまいも

麦茶

パセリ・たまねぎ・にんじん・キャ
ベツ・ブロッコリー・りんご野菜のカレースープ 菓子

豚肉のステーキソースかけ
スパゲティサラダ
ブロッコリーの塩ゆで 焼き芋
果物（りんご）

23 土

ミートソーススパゲティ 牛乳 通牛乳・鶏ひき肉・ぶたひき
肉・パルメザンチーズ・なる
と・ヨーグルト

菓子・スパゲティ・有塩バ
ター・三温糖・調合油・いり
ごま・食パン・グラニュー糖

牛乳

たまねぎ・にんじん・青ピーマン・
トマトホール缶詰・トマトケチャ
プ・にんにく・セロリー・はくさ
い・長ねぎ・キャベツ・きゅうり

白菜スープ 菓子
グリーンサラダ
ヨーグルト

ラスク

25 月

ご飯 牛乳 牛乳・赤色辛みそ・削り節・
煮干し・若鶏もも皮なし・
ヨーグルト・ぶたロース・油
揚げ・淡色辛みそ

菓子・精白米・車ふ・片栗
粉・調合油・さつまいも・三
温糖・すりごま・うどん

麦茶

長ねぎ・塩わかめ・しょうが・にん
じん・たまねぎ・青ピーマン・乾し
いたけ・トマトケチャプ・りょくと
うもやし・ほうれんそう・くりかぼ
ちゃ・だいこん・ごぼう

味噌汁 菓子
酢鶏
もやしとほうれん草の胡麻和え
ヨーグルト ほうとう風

26 火

青菜ご飯 ヨーグルト ヨーグルト・油揚げ・赤色辛
みそ・削り節・煮干し・ぶ
り・ベーコン・ピザ用チー
ズ・牛乳

精白米・三温糖・ごま油・食
パン・調合油

牛乳

りょくとうもやし・だいこん・キャ
ベツ・塩昆布・みかん・たまねぎ・
青ピーマン・トマトケチャプ

味噌汁 麦茶
ぶりの照り焼き
ぶり大根
キャベツと塩昆布のお浸し ピザトースト
果物（みかん）

27 水

バターロール 果物（バナナ） 鶏卵・ベーコン・ロースハ
ム・ヨーグルト・ぶたロース

バターロール・有塩バター・
じゃがいも・調合油・いりご
ま・マヨネーズ・精白米・三
温糖

麦茶

バナナ・はくさい・えのきたけ・た
まねぎ・パセリ・トマトケチャプ・
ブロッコリー・キャベツ・にんじ
ん・しょうが・こねぎ

白菜とえのきのスープ 麦茶
スパニッシュオムレツ
ブロッコリーのごまサラダ
茹で人参 豚肉の生姜ご飯
ヨーグルト

28 木

ふりかけご飯 ジュース 赤色辛みそ・削り節・煮干
し・はんぺん・ぶたロース

菓子・精白米・じゃがいも・
天ぷら粉・調合油・マロ
ニー・三温糖・ごま油・マヨ
ネーズ・中華めん

麦茶

りんごジュース・たまねぎ・あおの
り・ごぼう・にんじん・ブロッコ
リー・みかん・キャベツ・はくさ
い・りょくとうもやし・青ピーマ
ン・長ねぎ

味噌汁 菓子
はんぺんの磯辺揚げ
マロニーの金平
ブロッコリーの塩ゆで タンメン
果物（みかん）

29 金

ご飯 牛乳 牛乳・赤色辛みそ・削り節・
煮干し・若鶏もも皮なし・生
揚げ

菓子・精白米・三温糖・ごま
油・マヨネーズ・じゃがい
も・片栗粉・調合油

牛乳

キャベツ・塩わかめ・たまねぎ・
しょうが・にんにく・長ねぎ・ぶな
しめじ・にんじん・きゅうり・りん
ご・みかん

味噌汁 菓子
中華風ローストチキン
生揚げの煮浸し
フレンチサラダ じゃが芋たんぽ
果物（柑橘類）

30 土

チャンポンうどん 牛乳 牛乳・ぶたロース・削り節・
ヨーグルト・まぐろ油漬缶詰

菓子・うどん・ごま油・さつ
まいも・マヨネーズ・精白
米・調合油・三温糖

麦茶

にんじん・ゆでたけのこ・キャベ
ツ・にら・りょくとうもやし・長ね
ぎ・きゅうり・たまねぎ

さつまいものサラダ 菓子
ヨーグルト

炊き込みご飯（ツナ缶）

本年も調理室一同
　おいしく安全な給食作り
を心掛けたいと思います
よろしくお願いいたします


