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平成26年 1月分 大戸報徳保育園

こんげつの よてい こんだてひょう

予定栄養価（以上児)

1 (水)     

2 (木)     

3 (金)     

4 (土)     

5 (日)     

栄養す とん汁 鶏肉 さ ぱり煮 漬け グ 昆布 ブ
6 (月)

栄養すいとん汁 鶏肉のさっぱり煮 漬け
物 オレンジ

ヨーグルト 昆布 サブ
レ

せんべい 牛乳 ごはん 412 18.5 14.3 1.6

7 (火) 焼き魚 ポテトサラダ もやし汁 みかん せんべい ヤクルト プリン ごはん 312 15.0 7.8 1.4

8 (水) 松風焼き ナムル じゃがいも汁 みかん チョコパン 牛乳 せんべい ほうじ茶 ごはん 370 15.2 15.4 1.8

9 (木)
昆布の寄せ煮 スクランブルエッグ 豆腐汁
りんご

手作りドーナッツ 牛乳 バナナ ごはん 424 18.0 18.4 2.3

10 (金) 焼きそば ボイルウインナー 牛乳 みかん
クラッカー チーズ ス
ポロン

せんべい フルーツ
ジュース

ごはん 団子さし 511 18.0 20.2 1.8

クリ ムサンド 厚揚げのケチャップ煮 牛 動物ビスケット ほう クリ ムサン
11 (土)

クリームサンド 厚揚げのケチャップ煮 牛
乳 バナナ

ももゼリー せんべい
動物ビスケット ほう
じ茶

クリームサン
ド

540 21.8 18.9 1.4

12 (日)     

13 (月)     

14 (火) ししゃも揚げ 土佐和え 大根汁 みかん
飲むヨーグルト 小魚
ウエハース

せんべい 牛乳 ごはん 453 24.2 13.7 2.5

15 (水) 焼き肉 ビーフンソテー 青菜汁 オレンジ
ジャムマーガリンパン
牛乳

バナナ ごはん 381 16.6 17.4 2.0

じゃがいものひき肉煮 厚焼き卵 白菜汁
16 (木)

じゃがいものひき肉煮 厚焼き卵 白菜汁
りんご

ビスコ 牛乳 せんべい ヤクルト ごはん 424 21.0 13.1 1.8

17 (金)
もやしラーメン 笹かまカレー揚げ お浸し
みかん

おにぎり ジョア(白ぶ
どう)

りんごゼリー ごはん 462 17.9 8.1 2.5

18 (土)
サンドイッチ じゃがバター 豆乳 スウィー
ティー

プリン せんべい ビスケット 牛乳 サンドイッチ 643 25.6 28.5 2.4

19 (日)     

20 (月) アップルカレー 小女子甘煮 牛乳 みかん
ヨーグルト 昆布 せん
べい

クラッカー ほうじ茶
アップルカ
レーライス

489 22.4 12.1 3.4

21 (火) 煮魚 マカロニサラダ 若布汁 りんご 焼き芋 野菜生活 せんべい 牛乳 ごはん 267 14.5 8.0 2.1

22 (水) 八宝菜 花型卵 豆腐汁 みかん ワッフル 牛乳 ミルクプリン ごはん 348 22.0 15.8 1.8

23 (木)
☆お誕生会☆お赤飯 鶏の唐揚げ 青菜
和え 黒豆甘煮 こづゆ フルーツヨーグル ビスケット 牛乳 せんべい ミルミル  お誕生会 650 31.3 20.5 2.9

24 (金)
肉味噌スパゲッティー レバーのケチャッ
プ煮 牛乳 みかん

せんべい ヤクルト
玉子ボーロ ほうじ
茶

ごはん 親子スキー教室 388 14.9 7.0 1.2

25 (土) チョコサンド 野菜ソテー 牛乳 オレンジ バナナ せんべい スポロン チョコサンド 517 11.4 17.7 1.1

26 (日)26 (日)   

27 (月)
白菜と鶏肉のホワイトシチュー 凍り豆腐
とこんにゃくの煮物  スウィーティー

飲むヨーグルト 小魚
クッキー

せんべい ほうじ茶 ごはん 501 28.5 18.7 1.9

28 (火)
五目納豆 さつまいもの甘煮 青菜汁 オレ
ンジ

せんべい ジョア(いち
ご)

動物ビスケット 牛
乳

ごはん 376 17.4 10.7 1.6

29 (水) しゅうまい 温野菜 大根汁 みかん ピザトースト 牛乳 バナナ ごはん 466 22.6 20.5 3.7

30 (木)
タラのおろし煮 マセドアンサラダ 白菜汁
パインヨーグルト

ビスケット 牛乳 せんべい ヤクルト ごはん 423 21.1 12.0 1.9

31 (金)
具だくさん焼きうどん 白和え 牛乳 ス せんべい フルーツ

ももゼリ ごはん 275 11 0 6 5 2 331 (金)
具だくさん焼きうどん 白和え 牛乳 ス
ウィーティー

せん い フル ツ
ジュース

ももゼリー ごはん 275 11.0 6.5 2.3

＊材料の都合により献立を変更する場合があります。


