
曜日 水 木 金 土
日 4 5 6 7

ごはん 七草がゆ かやくうどん

ぶりの照り煮 鶏肉の照り焼き ほうれん草の炒め物

お弁当日 紅白なます キャベツの胡麻ドレサラダ フルーツ

お雑煮風 フルーツ

フルーツ

バームクーヘン チーズ蒸しパン ツナサンド ワッフル

野菜ジュース 牛乳 ホットミルク 牛乳

日 9 10 11★鏡開き 12 13 14

ごはん ごはん ごはん ロールパン 豚丼

さわらのねぎ焼き 鶏肉の甘酢煮 白身魚の竜田揚げ かぶの豆乳シチュー ブロッコリーのおかか和え

ひじき煮 いんげんのツナ和え もやしの磯和え マカロニサラダ フルーツ
ほうれん草のすまし汁 豆乳味噌汁 えのきのスープ トマト

フルーツ トマト・フルーツ フルーツ フルーツ

アメリカンドック 芋ぜんざい ココアケーキ わかめおにぎり ミニたい焼き

牛乳 お茶 アップルティー お茶 牛乳

日 16 17 18★大根まるごとデー 19 20 21

ごはん ごはん 菜めし ごはん 胚芽ロール 麻婆丼
さばのおかか揚げだし 豆腐入り玉子焼き 豚大根 鶏肉の唐揚げ ミートローフ 具だくさんスープ

春雨サラダ ブロッコリーのゆかり和え 切干大根サラダ キャベツのオーロラソース和え スパゲティサラダ フルーツ

豆腐のすまし汁 玉ねぎの味噌汁 かいわれ大根の味噌汁 わかめの味噌汁 コーンスープ

フルーツ トマト・フルーツ トマト・フルーツ トマト・フルーツ フルーツ

クリームポタージュ カステラ風ケーキ お好み焼き えびせん アップルケーキ クリームパン

クラッカー 牛乳 お茶 ホットカルピス 牛乳 牛乳

日 23 24 25 26 27 28

ごはん ごはん ごはん カレーライス ごはん 醬油ラーメン
揚げささみのレモン風味 八宝菜 さばの味噌煮 ポテトサラダ 白身魚の南部焼き もやしのナムル

大豆の五目煮 胡瓜とささみの酢の物 小松菜のお浸し フルーツ かぶのそぼろあん フルーツ

えのきの味噌汁 中華コーンスープ にゅうめん 小松菜のすまし汁

トマト・フルーツ トマト・フルーツ フルーツ フルーツ

マドレーヌ チーズポテト たこ焼き フルーツきんとん ココアクッキー ゆかりおにぎり

ジョア/牛乳 ココアミルク お茶 牛乳 りんごジュース 野菜ジュース

日 30 31★愛菜の日

ごはん ごはん

白身魚の磯辺揚げ 豚と野菜の味噌炒め

高野豆腐煮 ひじきサラダ

もやしの味噌汁 春菊のスープ

フルーツ トマト・フルーツ

きな粉パン 肉まん

牛乳 お茶

曜日 月 火 水 木 金 土
日 4 5 6 7

ボーロ ちりめん みかん缶 クッキー

牛乳 お茶 牛乳

日 9 10 11 12 13 14

人参スティック クラッカー 黄桃缶 チーズ せんべい

牛乳 牛乳 お茶 牛乳

日 16 17 18 19 20 21

ウエハース 白桃缶 パン クッキー ちりめん ボーロ

牛乳 りんごジュース 牛乳 お茶 牛乳

日 23 24 25 26 27 28

せんべい オレンジ ビスケット チーズ 人参スティック クラッカー

牛乳 お茶 牛乳 牛乳 牛乳

日 30 31

クッキー ウエハース

牛乳 牛乳

おやつ

おやつ

おやつ

※材料仕入等の都合によりメニューを変更する場合もございます。 株式会社　魚国総本社

献立

おやつ

はな組(完了期)・つぼみ組・もも組(１･２歳児)

おやつ

おやつ 成人の日

おやつ
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献立
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献立

おやつ

献立

※フルーツは、りんご、バナナ、オレンジ

いちご、みかんの中からの使用となります。

A

☆大根は粗目におろすことで「ホクッ！モチッ！」とした

食感になります。

◆材料 (4人分)
・大根 160ｇ
・小ねぎ 4ｇ
・片栗粉 大さじ1
・薄口しょうゆ 小さじ2/3
・食塩 少々
・ごま油 適量

もちっと大根おやき

◆作り方
①大根はよく洗って皮ごとミキサーにかけ、水気をきる。
②①に小ねぎとAを混ぜ合わせ、食べやすい大きさに平らに成型する。
③フライパンにごま油を熱し、②を焼く。
両面に焼き色がついたら完成。

2023

給食だより

明けましておめでとうございます。
今年も安全でおいしい給食を作るために、給食室一同頑張ります。
1月は天も地も人もゆったりとなごみ、仲睦まじく過ごす月【睦月】といわれています。家族で新年を
迎えられた喜びを分かち合い、新たな気持ちで1年を始めましょう。

★調理方法を工夫する
野菜のもつ苦味や酸味、辛味のような味を苦手とする子どもが多いため、野菜をすりおろす、
細かく刻む、油で揚げるなど、調理法を工夫すると苦手なものも少なくなります。

★食の経験を積む
・食材に触れる：収穫体験、お手伝いなど楽しい体験が食べる意欲につながります。
・繰り返し食べる：色々な食材を様々な調理法で食べる経験を積み重ねましょう。

1～2歳ぐらいでほとんどの子どもに好き嫌いが出てきます。自我が表れ、心の発達段階で自己主張する
ための一種の表現方法でもあります。好き嫌いが出てくるのは当たり前のことなので、それを理解した上で
対策を考えていきましょう。また、食べられない食材があっても気にし過ぎず、同じ食品の仲間のなかで
食べられるものを見つけましょう。
（例）納豆が苦手なら豆腐の味噌汁を飲む、牛乳が苦手ならヨーグルトを食べる など

～ 子どもの食事Q＆A② ～※農林水産省の食育ピクトグラムを

使用しています。

Q.2 好き嫌いが多くて困っています...

【春の七草】
1月7日の朝、7種類の野草が入ったおかゆを食べて、

その年の無病息災を願います。昔は冬に野草が少なく、
ビタミン不足になりがちだったことから、七草を食べて病
気を防ぐという意味があったようです。


