
すてっぷセンター　給食

チキンカレーピラフ けんちんうどん 御飯 御飯 御飯 パン（レーズンラウンド）

豚の生姜焼き さばの竜田揚げ 鮭のムニエル（片栗粉）

切り干し大根の煮物 かりかりチーズ揚げ ほうれん草のしらす和え 白菜の卵とじ煮

白菜のコンソメスープ えのきと豆腐の中華スープ さといもと油揚げのみそ汁 大根とわかめのみそ汁

果物（りんご） 果物（りんご） 果物（いよかん） 果物（バナナ） 果物（いよかん）

精白米　 干しうどん 精白米　 精白米　 精白米　 NEGﾚｰｽﾞﾝﾗｳﾝﾄﾞ
鶏肉もも皮なしミンチ 鶏肉もも皮なし　　
たまねぎ さといも 豚もも　 さば 牛ももミンチ　 ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝ
にんじん ごぼう たまねぎ しょうが 豚ももミンチ 食塩
ピーマン だいこん 料理酒 こいくちしょうゆ たまねぎ こしょう
味の素ＫＫコンソメ にんじん こいくちしょうゆ 料理酒 豆腐（絹ごし） 片栗粉
水 豆腐（絹ごし） 本みりん 片栗粉 片栗粉 有塩バター
カレー粉 かつお・昆布だし しょうが サラダ油 食塩 ブロッコリー
トマトケチャップ 三温糖 にんじん かぼちゃ こしょう
食塩 食塩 にんじん はくさい
有塩バター こいくちしょうゆ かぼちゃ キャベツ じゃがいも 鶏卵

本みりん さつまいも ツナ缶 片栗粉 にんじん
切り干し大根 片栗粉 ブロッコリー 日清　マヨドレ サラダ油 こいくちしょうゆ
にんじん 食塩 こいくちしょうゆ トマトケチャップ 本みりん
竹輪（卵不使用） プロセスチーズ コーンフレーク 日本酒
かつお・昆布だし ぎょうざの皮(枚) 日清　マヨドレ すりみそ ほうれんそう かつお・昆布だし
サラダ油 サラダ油 豆乳（調整豆乳） だし ちりめんじゃこ
三温糖 ほうれんそう カレー粉 さといも こいくちしょうゆ さつまいも
本みりん 冷凍コーン 油揚げ ごぼう
こいくちしょうゆ サラダ油 えのきたけ たまねぎ すりみそ たまねぎ

食塩 カットわかめ かつお・昆布だし 味の素ＫＫコンソメ
味の素ＫＫコンソメ 豆腐（絹ごし） バナナ だいこん 牛乳
食塩 りんご 中華味 えのき 豆乳（調整豆乳）
はくさい 食塩 カットわかめ 食塩
冷凍コーン 水 こしょう
ウインナー（卵不使用） ｶﾙｼｳﾑたまごボーロ 有塩バター
水 いよかん ゼリー飲料（りんご） 水

りんご いよかん

御飯 パン（イエローロール） 御飯

牛肉と大根の煮物 さわらのみそ焼き

さつまいもスティック 大豆のひじき煮

玉ねぎとわかめのみそ汁 豆腐と大根のコンソメスープ ふとほうれん草のすまし汁

果物（りんご） 果物（いよかん）

精白米　 NEGイエローロール 精白米　

牛肉　もも肉 豚もも　 さわら
だいこん たまねぎ すりみそ
にんじん ピーマン 本みりん
生しいたけ 片栗粉 三温糖
しょうが 食塩 キャベツ
すりみそ こしょう
上白糖 トマトケチャップ 芽ひじき
本みりん ウスターソース 水煮だいず
かつお・昆布だし こいくちしょうゆ サラダ油

サラダ油 にんじん
こまつな 油揚げ
ロースハム さつまいも だし
鶏卵 サラダ油 こいくちしょうゆ
サラダ油 食塩 本みりん
マイルドマヨネーズ 上白糖
食塩 味の素ＫＫコンソメ

水 かつお・昆布だし
すりみそ 食塩 おつゆふ
だし だいこん 食塩
たまねぎ 豆腐（絹ごし） うすくちしょうゆ
カットわかめ パセリ ほうれんそう
えのきたけ たまねぎ

いよかん
りんご

お水のゼリー（マスカット味）

エネルギー 363Kcal タンパク質 14.7g 脂質 9.6g カルシウム 141mg 鉄 2.6mg ビタミンA 147μg

ビタミンB1 0.26mg ビタミンB2 0.2mg ビタミンC 31mg 食物繊維 3.7g 食塩相当量 2.1g

<今月の栄養価(米飯、普通食を全量摂取した場合)>

28日(木） 26日（火） 27日（水）

さつまいもとごぼうの
ポタージュ

献
立

材
料

12日(火) 13日(水) 14日(木)

カルシウムせんべい
（あっさり塩味）

豚肉と玉ねぎのケチャップ
炒め

小松菜とハムのマヨネーズ
炒め

6日(水) 7日(木) 8日(金)

19日（火） 15日（金） 18日（月） 21日（木） 25日（月） 20日（水）

献
立

材
料

2月　こんだてひょう

*献立、食材は都合により変更になることがあります。

平成31年

1日(金) 4日(月) 5日(火)

鬼さんハンバーグ
（卵、パン粉、牛乳なし）

キャベツのツナマヨサラダ
（マヨドレ）

南京のかいじゅうサラダ
（マヨドレ）

普・粗・押；カルシウムたまご
ボーロ　ペ・管；ゼリー飲料
（りんご）

普・粗・押；カルシウムせんべ
い（塩味）　ペ・管；お水のゼ
リー（マスカット味）

★ 地元のおやさい使っています！（普賢寺ふれあいの駅より納品）
精白米 すりみそ ほうれん草

お楽し

み給食

「節分」

★ 給食試食会のお知らせ

２月２５日（月） 12：40～13：20 むらさき組保護者様対象

＊給食試食のほか、簡単調理実演があります。

＊試食会費用（400円）を当日頂きます。

ちりめん

じゃこは、

いわしの

稚魚で

す！

★ 給食の取組～偏食への対応～

センターでは、下記のことを取り組んでいます。

○ しっかり遊ぶ

しっかり遊んで、お腹を空かせてから、食事に向かえるように

する。

○ 調理方法を工夫する

揚げる、焼くなど、こどもさんが好きな調理方法にする。野菜は、

軟らかめにゆでたり、ポタージュなどで野菜とわかりにくくする。

○ 食べない理由を考え、対応する

・お腹が空いていない。⇒朝の活動を十分取り組む。

朝食の量の調整。

・食感が嫌。 ⇒ハサミでカット、すりつぶす。

・周りが気になる。 ⇒位置、向き、配席を変える。

・食に興味がない。 ⇒本を読んだり、遊びながらでも、

決まった時間に食べることを続ける。

・初めてのものは嫌。 ⇒好きなものに少量ずつ混ぜる。

先生やお友だちと一緒に食べる。

無理強いはせず、長い目で見る事が基本です。


