
令和２ 年

1 タコライス 2 胚芽ごはん 3 チキンライス
わかめスープ みそ汁 白菜豆乳スープ
ゴボウサラダ 焼き魚 もずく 酢

野菜の味噌煮 果物
果物

5 カレーう どん 6 黒米じゃこご飯 7 　　　弁当会 8 パン 9 芋ごはん 10 ピラフ

唐揚げ さつま汁 ポパイスープ 卵のスープ
ほう れん草お浸し キャベツバーグ 鮭のタルタルソース

チーズ ポテト サラダ かぼちゃサラダ かぼちゃサラダ ひじき炒め
果物 果物 果物 果物 果物

12 タコライス 13 胚芽ごはん 14 胚芽ごはん 15 麦ご飯 16 麦ごはん 17 焼きそば

わかめスープ みそ汁 すまし汁 みそ汁 ゆし豆腐 みそ汁
ゴボウサラダ 肉巻きロール サバの生姜煮 麩入り メ ンチかつ 甘酢和え
フルーツヨ ーグルト 納豆・ 春雨サラダ ひじき煮 クーブイリ チー ｷｬﾍ゙ ﾂのカレー炒め チーズ

果物 果物 果物 果物 果物

19 麦ごはん 20 黒米じゃこご飯 21 麦ご飯 22 芋ごはん 23 胚芽ご飯 24 親子レクレーション
けんちん汁 さつま汁 みそ汁 ポパイスープ みそ汁
きびなご唐揚げ へちまの味噌煮 サンマかば焼き
人参シリ シリ ・ 卵焼き ポテト サラダ 青菜の炒り 卵和え かぼちゃサラダ 麩チャンプルー
果物 果物 果物 果物 果物

保育ミ ルク

26 パン 27 麦ご飯 28 ピラフ 29 そぼろ丼 30 オムライス 31 カレーう どん
みそ汁 卵のスープ みそ汁 白菜豆乳スープ 唐揚げ

キャベツバーグ サバの生姜煮 鮭のタルタルソース 和え物 もずく 酢 ほう れん草お浸し

かぼちゃサラダ クーブイリ チー ひじき炒め 果物 果物 チーズ
果物 果物 果物 果物

　

クリ ームチャウダー

ソーキのケチャッ プ煮

ソーキのケチャッ プ煮

保育ミ ルク

クリ ームチャウダー

お茶
みそ焼きおにぎり

保育ミ ルク

お茶

みそおにぎり ゴマラスク

かぼちゃおやき

誕生日ケーキ パン
お茶・ クラッ カー 保育ミ ルク

保育ミ ルク

お茶

お茶・ せんべい 保育ミ ルク 保育ミ ルク

り んごパイゴマラスク パン

お好み焼き さつま芋パイ

お茶

保育ミ ルク お茶
ヨ ーグルト ケーキ おからのかり んと う

お茶

パン

保育ミ ルク 保育ミ ルク

保育ミ ルク 保育ミ ルク ヤクルト

月 火 水 木 金

じゃがいも団子 お好み焼き

フルーツヨ ーグルト

保育ミ ルク 保育ミ ルク お茶

土

社 会 福 祉 法 人

愛 護 保 育 園

＊野菜の種類を変えたり、ツナ缶を鶏の水煮缶などに変えるとレパートリーが増えますよ！

鮭カッ プ焼き

クッ キー

おにぎりババロア ヒラヤーチー 黒糖く ずもち

チーズ蒸しパン ぜんざい

チキンの照り 焼き

チキンの照り 焼き

保育ミ ルク お茶
パン

ピザト ースト

ふり かけおにぎり

～保育園給食の栄養バランスについて～
保育園の給食は、年齢・性別をもとに1日に必要な量の1/3のエネルギー、その他の栄養素は50％を目標に提供しています。子ど
もたちも保育園では頑張って食べています。家庭でも初めて食べることができたり、いっぱい食べた時には是非褒めてあげてくださ
いね。家庭と保育園、一緒になって食育に取り組んでいきましょう☆

セットにする
ごはんの量は…
1歳6か月 80g
3歳 100g

毎日、朝ごはんを食べていますか？朝ごはんをたべると、頭と体、そして腸にも目覚めのスイッチが入ります。温かいみ
そ汁の香りや目玉焼き、サラダの色は「おいしそう！」と五感を働かせて脳を刺激します。忙しい朝ですが、ご飯・たんぱく
質・野菜をバランスよく取り入れましょう。

レンジで解決！２ステップこども食

白いご飯とこれだけでバランスOK！のおかずスープ

カット野菜・かぼちゃ・ツ
ナ・牛乳を器に入れて、
ラップをして2分チン！

かぼちゃを崩してひと混
ぜしてからチーズをのせ
て出来上がり！

ステップ1 ステップ2

材料 1. 6歳 ３ 歳

カッ ト 野菜 ２ ０ ｇ ４ ０ ｇ

冷凍かぼちゃ ４ ０ ｇ ５ ０ ｇ

ツナ缶 ２ ０ ｇ ３ ０ ｇ

牛乳 ５ ０ ｍｌ ５ ０ ｇ ｍｌ

と ろけるチーズ ５ ｇ ５ ｇ
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