
献　　立　　表
2019年度2月 福）五和会　大津保育園

日 曜

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金

8 土

10 月

12 水

13 木

14 金

15 土

17 月

18 火

19 水

20 木

21 金

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

6日（木）

いちごのフルーツサンド

う　め

午前のおやつ クッキング 　

スティック人参
お茶

米飯　魚のみそ照り焼き　五目煮豆　しめじの野菜スープ
バナナ

3時おやつ

乳酸菌飲料 鬼ランチ マシュマロサンド
ミルクティー

ビスケット
お茶

米飯　鶏つくねのあんかけ　ひじきとツナのサラダ
豆腐のみそ汁　甘夏みかん

抹茶ごまクッキー
牛乳

豆腐団子
お茶

せんべい
牛乳

うめ
クッキング

米飯　ちくわのカレー揚げ　ブロッコリーのごまみそ和え
麩とわかめのすまし汁　みかん

ふわふわおかずマフィン
お茶

ビスケット
お茶 ふじぐみリクエストメニュー＜太陽っ子＞

麩のラスク
手作り飲むヨーグルト

土曜給食 菓子

せんべい
お茶

米飯　オニオン味噌マヨチーズつくね　春雨サラダ
すき焼風煮　菊花みかん

枝豆チーズ蒸しパン
お茶

ビスケット
お茶 味噌パーティー お菓子屋さん

乳酸菌飲料 米飯　ポップコーンチキン　大根とカニカマのサラダ
けんちん汁　オレンジ

ミニメロンパン
ココア

いも切り干し
お茶

親子そぼろ丼　魚とこんにゃくのごまみそ煮
コールスローサラダ　大根のみそ汁　いちごババロア

フルーツ杏仁

土曜給食 菓子

乳酸菌飲料 米飯　手作りさつまあげ　切り干し大根のサラダ
玉ねぎとベーコンのみそ汁　菊花みかん

北京まんじゅう
スキムミルク抹茶

せんべい
お茶

米飯　鶏肉のレモン焼き　青菜の和え物　島田けんちん汁
りんご

ブラウニース
自家製飲むヨーグルト

ビスケット
牛乳

米飯　揚げ魚のケチャップ煮　もやしサラダ
たまねぎのみそ汁　オレンジ

大学芋
お茶

ミレーフライ
お茶 園外保育 デザート屋さん

せんべい
お茶 ふじぐみリクエストメニュー＜水っ子＞

もちもちチーズ
牛乳

ビスケット
牛乳

お子様ちゃんぽん麺　鶏肉の照り焼き
いんげんとハムのおかか和え　バナナ

ポップコーン
お茶

ふかしいも
お茶

米飯　焼き魚さばこうじ　筑前煮　わかめのみそ汁　オレンジ フルーツヨーグルト

乳酸菌飲料 米飯　ツナとねぎの卵焼き　ごぼうのサラダ　大根のスープ
りんご

2月おたんじょうケーキ
菓子　紅茶

バナナ
お茶 おたのしみ弁当 りんごクッキー

ミルクティー

土曜給食 菓子

ｴﾈﾙｷﾞｰ ﾀﾝﾊﾟｸ 脂質 ｶﾙｼｳﾑ 鉄 A B1 B2 C 繊維 食塩
kcal g g mg mg μg mg mg mg g ｇ

3才以上児 609 23.1 18.1 233 2.9 150 0.31 0.47 40 5.2 1.8
目標量 574 23 15.9 259 2.4 202 0.31 0.36 18 4.6 1.9
充足率(%) 106 100 114 90 121 74 100 131 222 113 95
3才未満児 542 19.4 15.2 233 2.5 139 0.27 0.44 38 4.6 1.5
目標量 462 18.5 12.8 212 2.3 187 0.25 0.27 18 3.7 1.6
充足率(%) 117 105 119 110 109 74 108 163 211 124 94

＊都合により献立を変更する場合がありますがご了承ください。

おたのしみ弁当 28日（金）

給食で作ったごはんやおかずを持参したお弁当箱に

自分で詰めます。お弁当箱に詰めると色々な所に

行って食べる楽しさがあります。毎月お楽しみ弁当

の日がありますので、忘れないよう空のお弁当箱を

包みに入れて持たせて下さい。
（ふじ・つばき・さくら・うめ）



味噌パーティー ２月１2日（水）
子どもたちが毎日せっせとモミモミしてきた

味噌ができあがりました。

いよいよ２月１２日に味噌パーティーを行いま

す。給食の時、自分の味噌で豚汁を作って食べ

る予定です。

子どもたちが作った味噌を当日持ち帰ります。

お家での食べた感想や子どもたちの様子をお聞

かせください。

『ふじぐみ』 リクエストメニュー

デザートバイキング
『デザート屋さん』

1月9日は「うどん屋さん」でした。今年も人気

メニューはカレーかな？と思っていましたが天ぷら、

きつね、カレーが均等に売れました。

おたのしみの「おかわり」もたくさん準備しました。

こちらもすぐに売り切れ！おなかいっぱい、

たくさんいただきました。

おやさい、おいしいよ！！

2月20日（木）園外保育の午後のおやつは

「デザート屋さん」です。

ひばりの部屋にお店をオープンします。

みんなで楽しい時間を過ごしたいと思います。

おたのしみに！

こんにちは、きゅうしょくです。

今年度も色々な野菜を園の畑で収穫しまし

た。穫れたての野菜の味は格別！「にんじん、

あまーい。」「だいこんは、からいよー。」

子どもたちは、自然の味を満喫しています。

おうちでもお野菜、育ててみませんか？

ふじぐみの子どもたちに卒園の思い出に給食の献立を

リクエストしてもらいました。

２月、３月のメニューに入れていきます。

7日 太陽っ子 しょうたろう ひかる ひさと

ジャスミン さくら りな ことは ゆきや

21日 水っ子 かなた むねちか ゆうだい こうせい

しおり れな りこ さゆき

＊土っ子は３月に実施します。

当日は園内放送で自分たちが考えた

メニューを全園児にアピールします。



給食で作ったごはんやおかずを持参したお弁当箱に

行って食べる楽しさがあります。毎月お楽しみ弁当

の日がありますので、忘れないよう空のお弁当箱を



ふじぐみの子どもたちに卒園の思い出に給食の献立を

リクエストしてもらいました。
２月、３月のメニューに入れていきます。

7日 太陽っ子 しょうたろう ひかる ひさと

ジャスミン さくら りな ことは ゆきや

21日 水っ子 かなた むねちか ゆうだい こうせい
しおり れな りこ さゆき

＊土っ子は３月に実施します。

当日は園内放送で自分たちが考えた
メニューを全園児にアピールします。

こうせい


