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 日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ  日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ

脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの

かき揚げうどん 483 うどん えび 玉ねぎ、人参 野菜ジュース アメリカンドック ご飯、大根の味噌汁 510 精白米 赤魚、味噌 人参、ピーマン ゼリー チーズドック

４　（火） フルーツポンチ 14.9 調合油 卵 ほうれん草、ねぎ 牛乳 １７（月） 赤魚煮、じゃが芋のきんぴら 20.3 じゃが芋 油揚げ きゅうり、大根 果物

12.5 小麦粉 魚肉ソーセージ もも缶、みかん缶 たくあんときゅうりの漬け物 14.9 ベーコン 牛乳

シーフードカレーライス 488 精白米 えび、あさり 玉ねぎ、人参 麦茶 【郷土料理：宮城】 ご飯、お麩のすまし汁 521 精白米 豚肉、味噌 大根、人参 牛乳 さつま芋蒸しパン

５　（水） シーザーサラダ 16.7 じゃが芋 ベーコン レタス、きゅうり クッキー ずんだ団子 １８（火） 豚肉の味噌焼き、大根サラダ 17.0 麩 ツナ きゅうり、えのき 果物

19.1 食パン 卵 サニーレタス 牛乳 ボイルブロッコリー 19.6 さつま芋 卵 ブロッコリー 野菜ジュース

ご飯、凍り豆腐の味噌汁 515 精白米 めかじき、卵 干し椎茸、三つ葉 プリン ココアケーキ ご飯、もやしの中華スープ 489 精白米 豚肉、えび 人参、玉ねぎ 麦茶 クリームタルト

６　(木) かじきまぐろのバター醤油焼き 24.7 バター、油揚げ 白菜、人参 果物 １９（水） 八宝菜、バンバンジーサラダ 19.7 調合油 いか、あさり 白菜、椎茸 せんべい 果物

茶碗蒸し、白菜のおかか和え 18.4 鶏肉、蒲鉾 大根、もやし 牛乳 トマト 15.5 片栗粉 鶏肉、わかめ きゅうり、トマト 牛乳

パン、キャベツのスープ 520 ロールパン 豚肉、ハム 玉ねぎ、キャベツ 牛乳 七草がゆ ご飯、ひきな汁 509 精白米 さわら、味噌 人参、大根 牛乳 卵サンド

７　（金） ミートローフ 20.7 さつま芋 鶏肉、卵 きゅうり、人参 野菜ジュース さわらの西京焼き 21.5 白滝 昆布、卵 玉ねぎ、ごぼう 牛乳

さつま芋サラダ、果物 18.5 精白米 グリンピース すき昆布の煮物、りんご 19.1 パン さつま揚げ 三つ葉、りんご

豚丼 485 精白米 豚肉 レタス ヨーグルト カステラ ゆかりご飯、白菜の味噌汁 519 精白米 鶏肉、豆腐 人参、玉ねぎ 牛乳 ケークサレ

８　（土） わかめの味噌汁 16.4 豆腐 玉ねぎ ミニゼリー ２１（金） 豆腐のつくね焼き 21.5 パン粉 ハム、卵 きゅうり、白菜 野菜ジュース

果物 18.1 わかめ 牛乳 ポテトサラダ、果物 17.4 じゃが芋 油揚げ 大根

ソース焼きそば 473 中華麺 豚肉 人参、玉ねぎ ヨーグルト ドーナッツ

１０（月） 成人の日 ２２（土） わかめのスープ 17.8 調合油 わかめ キャベツ、もやし ミニゼリー

果物 12.5 卵 ピーマン、長ねぎ 牛乳

のり佃煮ご飯、大根の味噌汁 487 精白米 鶏肉 ねぎ、人参 麦茶 スティックパイ ご飯、大根の味噌汁 480 精白米 さば 玉ねぎ、人参 麦茶 バナナクレープ

１１（火） ねぎ塩チキン 16.6 マカロニ ハム 大根、きゅうり せんべい 牛乳 ２４（月） さばの塩こうじ焼き 18.6 じゃが芋 豚肉、味噌 ブロッコリー ビスケット 牛乳

マカロニサラダ、ミニゼリー 21.9 パイ皮 油揚げ、味噌 肉じゃが、ブロッコリーのごま和え 19.6 調合油 油揚げ 大根、もやし

ふりかけご飯、玉ねぎのスープ 492 精白米 鮭 しめじ、干し椎茸 ヨーグルト いちごジャムサンド ご飯、コーンスープ 529 精白米 はんぺん キャベツ、人参 牛乳 アップルパイ

１２（水） 鮭のムニエル（タルタルソースがけ） 20.0 小麦粉 ベーコン レタス、きゅうり 果物 ２５（火） チーズはんぺんフライ 17.9 パン粉 卵、ハム きゅうり、トマト 牛乳

イタリアンサラダ、トマト 18.6 食パン 卵 サニーレタス、人参 牛乳 キャベツサラダ、トマト 22.6 調合油 チーズ、牛乳 玉ねぎ、コーン

いなり寿司、太巻き、豆腐の味噌汁 526 精白米 油揚げ、のり きゅうり、生姜 牛乳 たこ焼き ご飯、小松菜の味噌汁 465 精白米 豚肉、小豆 玉ねぎ、人参 ヨーグルト あんこバターサンド

１３（木） 鶏のから揚げ 20.2 調合油 わかめ、鶏肉 かんぴょう 果物 ２６（水） 肉豆腐、さつま芋の甘煮 17.2 さつま芋 豆腐、味噌 にら、もやし 果物

ミニケーキ 16.6 片栗粉 たこ、豆腐、卵 キャベツ 牛乳 もやしのナムル 16.4 食パン わかめ 小松菜 牛乳

パン、ビーフシチュー 528 ロールパン かれい ほうれん草 牛乳 きつねご飯 わかめご飯、きのこの味噌汁 516 精白米 ぶり、卵 玉ねぎ、人参 牛乳 チーズケーキ

１４（金） カレイのフリッター 23.9 じゃが芋 卵、バター 人参、しめじ 麦茶 ２７（木） ぶりの照り焼き、卵焼き 22.6 調合油 ベーコン ほうれん草、しめじ 果物

ほうれん草のソテー 、果物 22.8 精白米、ごま 油揚げ コーン、玉ねぎ ほうれん草のお浸し 21.9 チーズ、牛乳 もやし、えのき 牛乳

ナポリタンスパゲティ 529 スパゲティ ウィンナー 人参、玉ねぎ プリン ドーナッツ パン、セロリのスープ 524 食パン 豚肉、牛乳 玉ねぎ、ピーマン 牛乳 ご飯のおとし焼き

１５（土） キャベツのスープ 18.4 ベーコン ピーマン、キャベツ ミニゼリー ２８（金） ピザバーグ 22.3 精白米 チーズ、えび 人参、きゅうり 野菜ジュース

果物 20.6 チーズ マッシュルーム 牛乳 スパゲティサラダ、果物 22.5 調合油 ベーコン、ハム セロリ、パセリ

卵とじうどん 513 うどん 鶏肉、卵 人参、玉ねぎ プリン バウムクーヘン

２９（土） 果物 19.1 油揚げ 干し椎茸、三つ葉 ミニゼリー

21.8 牛乳

　宮城県では餅を食べる機会が多く、正月、婚礼、法事などの ご飯、わかめのすまし汁 493 精白米 鶏肉、味噌 人参、もやし 麦茶 どら焼き、せんべい

年中行事には欠かさず餅が食べられているといいます。 　　３１（月） 鶏肉の味噌焼き、和風春雨サラダ 18.5 春雨 卵、ハム きゅうり、ねぎ ビスケット 果物

そのため餅の種類も豊富で、ずんだ餅は宮城県を代表する ミニチーズ 16.3 麩 チーズ 生姜、にんにく 牛乳

郷土料理のひとつです。 都合により献立が変更になることがあります。ご了承ください 　　1食あたりの平均塩分量　以上児：2.1ｇ　未満児：1.7ｇ

　作り方は、ゆでた枝豆の薄皮をむいて、すりつぶして

砂糖と（ひとつまみの塩）を混ぜて、餅にからめて出来上がり。

園では、団子にからめて提供します。

令和４年　１月　　予定献立表　　　しあわせ保育園

今月の郷土料理：宮城

　　　ずんだ餅

２０（木）

≪旬の食材≫ 
カリフラワー、大根、のざわな、きんかん、
ふぐ、わかさぎ、あんこう、など 
 


	献立（しあわせ）

