
2月　こんだてひょう すてっぷセンター　給食

御飯 御飯 レーズンパン あんかけうどん チキンカレーピラフ 御飯

鶏の竜田揚げ あじの蒲焼き すずきのムニエル 照り焼きチキン さわらのごまみそ焼き

ひじきの煮物 小松菜とツナのポン酢和え 大根と油揚げの煮物

豆腐とたまねぎのみそ汁 けんちん汁 中華風コーンスープ

果物（りんご） ヨーグルト 果物（りんご） 果物（りんご）

精白米　 精白米　 NEGﾚｰｽﾞﾝﾗｳﾝﾄﾞ 干しうどん 精白米　 精白米　
油揚げ 鶏もも皮なし　　

鶏もも皮なし　　 あじ すずき えのきたけ たまねぎ さわら
しょうが 片栗粉 食塩 たまねぎ にんじん すりみそ
こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ こしょう にんじん ピーマン 本みりん
料理酒 上白糖 薄力粉 かつお・昆布だし 味の素ＫＫコンソメ 三温糖
片栗粉 本みりん 有塩バター 本みりん 水 いりごま
サラダ油 料理酒 にんじん こいくちしょうゆ カレー粉 ブロッコリー
ブロッコリー ほうれんそう サラダ油 片栗粉 トマトケチャップ サラダ油
ウインナー（卵不使用） こいくちしょうゆ 食塩 食塩 食塩
サラダ油 糸花鰹 鶏肉もも皮付き 有塩バター
食塩 こまつな こいくちしょうゆ だいこん

キャベツ えのきたけ 本みりん きゅうり にんじん
芽ひじき ロースハム ツナ缶 料理酒 冷凍コーン 油揚げ
油揚げ 冷凍コーン 味ぽん 上白糖 ツナ缶 かつお・昆布だし
にんじん 日清　マヨドレ こまつな 日清　マヨドレ 上白糖
ピーマン 味の素ＫＫコンソメ 糸花鰹 こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ
料理酒 ごま油 水 こいくちしょうゆ
こいくちしょうゆ さといも 食塩 味の素ＫＫコンソメ 中華味
本みりん だいこん キャベツ りんご 水 水
三温糖 にんじん 冷凍コーン たまねぎ 冷凍コーン
サラダ油 ごぼう ウインナー（卵不使用） 鶏卵
かつお・昆布だし 豆腐（絹ごし） ソフール じゃがいも たまねぎ

こいくちしょうゆ かいわれ 食塩
すりみそ うすくちしょうゆ こいくちしょうゆ
かつお・昆布だし 料理酒 りんご 片栗粉
豆腐（絹ごし） かつお・昆布だし かいわれ
たまねぎ

ｶﾙｼｳﾑたまごボーロ 小魚ぽんせん
りんご ゼリー飲料（ぶどう） まんまるソフト

ゼリー飲料（もも）

御飯 御飯 パン（イエローロール）

豚の生姜焼き チンジャオロウス

きゅうりとわかめの酢の物 フライドポテト

豆腐とキャベツのみそ汁 だいこんと揚げのみそ汁

果物（いよかん） 果物（いよかん） ココアプリン

精白米　 精白米　 NEGイエロー

豚もも　 ピーマン 牛ももミンチ　
たまねぎ たけのこ水煮 豚ももミンチ
にんじん にんじん たまねぎ
料理酒 牛肉　もも肉 豆腐（絹ごし）
こいくちしょうゆ 料理酒 片栗粉
本みりん 食塩 食塩
しょうが 片栗粉 こしょう

ごま油 ほうれんそう
ほうれんそう オイスターソース 糸花鰹
ベーコン 料理酒 こいくちしょうゆ
有塩バター こいくちしょうゆ トマトケチャップ

本みりん
すりみそ 中華味 じゃがいも
かつお・昆布だし 上白糖 片栗粉
豆腐（絹ごし） サラダ油
キャベツ きゅうり 食塩
えのきたけ ちりめんじゃこ

カットわかめ にんじん
いよかん 穀物酢 たまねぎ

上白糖 かぼちゃ
うすくちしょうゆ 水

味の素ＫＫコンソメ
すりみそ 牛乳
かつお・昆布だし 豆乳（調整豆乳）
だいこん 食塩
油揚げ こしょう
かいわれ 有塩バター

いよかん 牛乳
ミルクココア
上白糖
イナアガー
らくらくホイップ
バナナ

エネルギー 367Kcal タンパク質 15.7g 脂質 11g カルシウム 132mg 鉄 2.4mg ビタミンA 177μg

ビタミンB1 0.22mg ビタミンB2 0.21mg ビタミンC 28mg 食物繊維 3.1g 食塩相当量 2.1g
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*献立、食材は都合により変更になることがあります。

6日(月)

28日(火)

7日(火) 8日(水) 9日(木)

22日(水) 15日(水) 16日(木) 17日(金) 21日(火) 20日(月)

10日(金) 13日(月)

キャベツとハムのサラダ

（マヨドレ）

きゃべつとコーンのコンソ

メスープ

ウインナーとじゃがいもの

コンソメスープ

きゅうりとコーンのツナサ

ラダ（マヨドレ）

普・粗・押し；カルシウム

たまごボーロ、ぺ・管；ゼ

リー飲料（ぶどう）

普；小魚ぽんせん、粗・

押；まんまるソフト、ぺ・

管；ゼリー飲料（もも）

ほうれん草とベーコンのバ

ターソテー

<今月の栄養価(米飯、普通食を全量摂取した場合)>

ハンバーグ（卵、パン粉、

牛乳なし）

にんじんとかぼちゃのポ

タージュ

24日(金) 27日(月)

14日(火)

お楽しみ給食

「ランチデー]

（お弁当給食）

★ 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

★ 食育の取組 「ランチデー」 ★
今月のお楽しみ給食「ランチデー」は、2回目のお弁当給食を実施します。

お弁当箱に給食を詰めて、いつもと違う給食を楽しみます。

この日は、お弁当箱が必要となりますので、

ご家庭よりご持参ください。

（ランチプレートでも可能です。

クラス担任より詳細は説明します。）

☆ きらきら組、あお組（2回目）は別日で設定します。

★ こどもさんの好き嫌いへの対応について ★

離乳食の時は何でも食べていたのに、2才くらいになると自我の発達が進

み、好き嫌いが出てきます。

それでも食べてくれるなら良いのですが、食べられるものが限られたり、食

べムラで食べたり食べなかったりで困っておられる保護者の方もおられると

思います。一般的に好き嫌いのピークは4才くらいで、その後落ち着いてき

ます。（偏食が長期にわたってしまって摂食指導を行うときは、一人一人のお

子さんに応じて専門的な知識をもとに行いますので、他のお子さんがされて

いる対応の真似をすることはおすすめしません。）

対応方法としては・・・

① 割り切って、何もしない。（時期が来たら食べるだろうと見守る。）

② 調理方法をいろいろ変えてみる。

（カリカリにする。揚げ物にする。しっかりとした味付けにする。）

③ 食べられるもので栄養バランスを考える。

しんどい時は①、調理ができ、余裕があるときは②など、状況により

変えてみるのも一つです。③は、主食、主菜、副菜をそろえる意識を

持つだけで変わります。

大切なことは・・・

「無理強いはしない」 （嫌なことの学習をさせない。）

「逃げ道を作る」 （量を減らす、残すことを認める。）

「見通し、到達点を明確にする」

（ワンスプーンチャレンジはエンドレスにしない。）


