
平成28年2月29日
北平田保育園

エネルギー

熱と力になる（黄） 血や肉や骨になる(赤) 体の調子を整える（緑） （以上児）

パン・マカロニグラタン・大根サラダ パン・バター・パン粉 鶏もも肉・エビ 玉葱・しめじ・大根・きゅうり・人参 ★フレンチトースト

トマト・オレンジジュース・ミニプリン マカロニ・薄力粉・油・砂糖 粉チーズ コーン・トマト・オレンジジュース 　麦茶

鶏肉のごま煮・菜の花和え ごま・ごま油・砂糖 鶏もも肉・昆布・わかめ こんにゃく・大根・人参・いんげん・葱 E220　F8.6

中華スープ・いよかん マヨネーズ ほうれん草・アスパラ菜・もやし・いよかん P12.2食塩1.4

ひなまつり つゆ餅・きな粉餅・磯辺餅・ごま和え 餅・黒糖・ごま 豚もも肉・厚揚げ つきこん・ごぼう・葱・もやし・人参 　ひなあられ

もちつき会 （未満児）うどん・バナナ （未満児）うどん きなこ・のり（未満児）卵 きゅうり・バナナ（未満児）ほうれん草 　カルピス

サーモン焼き・ゆかり和え・みそ汁 砂糖 鮭・厚揚げ・味噌 キャベツ・もやし・きゅうり・白菜 　お菓子 E477　F11.6

いよかん 煮干 いよかん 　オレンジジュース P23.1食塩2.0

ブラウンシチュー・ふりかけ じゃが芋・バター 豚もも肉・牛乳 玉葱・人参・しめじ・バナナ

牛乳・バナナ 生クリーム

五目卵焼き・三色和え・チーズ納豆 油・砂糖 鶏ひき肉・納豆・チーズ 人参・椎茸・葱・もやし・キャベツ 　お菓子 E517　F23.7

みそ汁・いちご わかめ・煮干・味噌 きゅうり・いちご 　オレンジジュース P27.7食塩2.4

中華麺・砂糖 豚もも肉・うずら卵 ほうれん草・人参・葱・生姜・にんにく ★ケーキ E552　F13.2

バナナ・みかん・白桃・パイン・いちご 　麦茶 P24.4食塩5.2

薄力粉・パン粉・油 鶏もも肉・ツナ・豆腐 きゅうり・キャベツ・人参・コーン ★バナナサンド E453　Ｆ19.5

マヨネーズ・マカロニ 味噌・煮干 チンゲン菜・ゼリー 　牛乳 P23.3食塩1.9

ウインナーの味噌炒め・ブロッコリー じゃが芋・油・ごま油 ウインナー・味噌 ピーマン・人参・ブロッコリー・トマト ★ミニおにぎり E472　Ｆ25.3

キャベツスープ・オレンジ マヨネーズ・砂糖 キャベツ・玉葱・人参・コーン・オレンジ 　麦茶 P14.8食塩2.9

赤魚の甘辛揚げ・きもど入り味噌和え 片栗粉・油・砂糖 赤魚・イカ・豆腐 キャベツ・きゅうり・もやし・きもど 　お菓子 E330　F12.9

みそ汁・バナナ ごま 味噌・煮干 小松菜・バナナ 　スポロン P17.4食塩2.2

砂糖・油 豚かた肉・豆腐 白菜・人参・玉葱・しらたき・葱

牛乳 椎茸・バナナ

カレー風肉じゃが・野菜サラダ じゃが芋・油 豚もも肉・ハム・厚揚げ 玉葱・人参・しめじ・つきこん・もやし 　お菓子 E437　F22.8

みそ汁・いちご 昆布・味噌・煮干 きゅうり・キャベツ・いちご 　グレープジュース P20.8食塩1.9

焼肉バーガー・卵サラダ パン・マヨネーズ 豚かた肉・卵 玉葱・ピーマン・きゅうり・人参 　ミルクレープ

コンソメスープ・ゼリー マカロニ ベーコン キャベツ・ゼリー 　麦茶

五目きんぴら・ミニシュウマイ 油・うどん・砂糖 豚ひき肉・さつま揚げ 大根・れんこん・人参・しらたき ★ココア団子 E498　F19.9

うどん汁・デコポン ごま・薄力粉・ごま油 豚もも肉・厚揚げ・昆布 椎茸・デコポン 　牛乳 P20.3食塩3.0

鶏の唐揚げ・スパゲティソテー 片栗粉・油・生クリーム 鶏もも肉・ハム・のり 玉葱・ピーマン・南瓜・パセリ E402　F15.3

味付けのり・南瓜のポタージュ・バナナスパゲティ・バター バナナ P17.8食塩1.4

クリームシチュー・ツナサラダ じゃが芋・バター 鶏もも肉・ツナ・わかめ 玉葱・人参・しめじ・ほうれん草 　お菓子 E287　F10.7

ふりかけ・野菜ジュース・バナナ 油・砂糖 キャベツ・きゅうり・バナナ 　野菜ジュース P15.4食塩2.3

砂糖 豚かた肉・牛乳 玉葱・人参椎茸・生姜

バナナ

チキン竜田・伴三糸・みそ汁 片栗粉・油・砂糖 鶏もも肉・卵・厚揚げ 生姜・きゅうり・人参・キャベツ 　お菓子 E424　F21.3

オレンジ ごま油・春雨 煮干・味噌 オレンジ 　牛乳 P20.3食塩2.1

ハンバーグ・ミックスキャベツ・いちご パン粉・卵・じゃが芋 豚ひき肉・牛乳・チーズ 玉葱・人参・コーン・キャベツ E400　F23.4

フライドポテト・わかめスープ 油 わかめ えのき・いちご P14.9食塩1.9

ブリの照り焼き・お浸し・すまし汁 焼麩 ブリ・豆腐・昆布 もやし・ほうれん草・人参・えのき 　お菓子 E267　F16.3

オレンジ さば節 オレンジ 　野菜ジュース P18.4食塩1.7

じゃが芋・バター・油 エビ・イカ・ハム・牛乳 人参・玉葱・にんにく・ブロッコリー

コーン・デコポン

八宝菜・海藻サラダ・みそ汁 油・片栗粉・砂糖 豚もも肉・エビ・海藻・煮干人参・白菜・孟宗・椎茸・生姜 　お菓子

りんご うずら卵・豆腐・味噌 チンゲン菜・りんご 　スポロン
親子煮・ドレッシングサラダ・みそ汁 砂糖・油 鶏もも・卵・かまぼこ 玉葱・人参・椎茸・キャベツ・きゅうり E324　F13.9

いちご 昆布・わかめ・豆腐・味噌 みかん・パイン・いちご P19.7食塩2.7

麻婆豆腐・おかか和え・中華スープ 砂糖・片栗粉 豆腐・豚ひき肉 葱・人参・椎茸・生姜・にんにく 　お菓子 E284　F12.2

バナナ エビ・かつお節・牛乳 ほうれん草・キャベツ・バナナ 　牛乳 P16.5食塩1.7

ブラウンシチュー・コールスロー バター・生クリーム 豚もも肉・牛乳 玉葱・人参・マッシュルーム・キャベツ E420　F21.3

牛乳・オレンジ じゃが芋・油 きゅうり・コーン・オレンジ P18.6食塩2.1

○お弁当のいらない日　　 ※発注材料の関係で、一部献立を変更させていただく場合があります。ご了承ください。

　今年も残すところあと１ヶ月。１ヶ月後に子どもたちは卒園・進級します。

子どもたちは、１年間の様々な行事や活動を通して体も心も大きくなり、たくさんの 子どもが健康で元気いっぱい生活を送るためには、３～

思い出をつくったことでしょう。「ごちそうさまでした！」「おいしかった！」と残さず ５歳児なら１日1400ｋｃａｌのエネルギーが必要です。普段、

食べる子どもたちの笑顔を見ると、給食を通してうれしく思います。 激しい運動をしない30代の大人に必要なエネルギーが、

　３月は今年度を締めくくり、１年間の食生活をふりかえり確認してみましょう。 2000～2650ｋｃａｌなので、体は小さいですが大人の約半

分のエネルギーが必要ということになります。

エネルギーは極端に不足すればやせ、多すぎると肥満

 子どもたちには、おいしいものを食べる力だけでなく、五感（視る・聴く・嗅う・触る・味わう） を引き起こし、どちらも健康にはよくありません。運動量

をしっかり使った食べ方が必要であり、使い楽しい食事体験は五感を育てます。それには、 や、発育によって必要なエネルギーも個人差が出てき

生活全体を見通した食育での働きかけが重要です。 ますが、日々のメニューやおやつを選ぶときに、少し気に

食べる意欲…生きる意欲 留めてみて下さい。

食べる意欲の大切さを毎日の生活を通して伝え、わかってもらいましょう。 　　　　ちなみに…

①幼児期からの　　　②家族そろっての　　③規則的な生活　　④快眠・快食 保育園では１日のエネルギーの45%を給食とおやつで

　食事体験　　　　　      楽しい食事　　　      リズムの確立　　　  快便・自立生活 摂取する基準があります。

 今回のメニューを考えてくれたのは、なちさん・ゆなさん

しょうたろうくんです。

鶏カツ・パスタサラダ・みそ汁・ゼリー
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子どもに必要なエネルギーはどれくらい？

　ゼリー
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材料とその働き
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希望保育28

24 木

楽しい食事から育つもの…「楽しい食生活」

○

豚丼風煮・牛乳・バナナ

シーフードカレー・牛乳・デコポン

お祝いの紅白餅
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