
エネルギー

たんぱく質
　脂質／塩分
 (  )は未満児

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

01 482.2(505.4)

水 20.0(19.0)

13.5(13.0)

2.1(2.2)

02 492.7(464.1)

木 17.0(14.3)

17.3(14.5)

2.3(2.0)

03 584.6(459.1)

金 23.9(17.4)

節分 19.6(13.8)

1.5(1.0)

04 550.3(515.7)

土 18.4(15.3)

14.8(10.7)

1.6(1.5)

06 502.2(387.6)

月 26.0(18.7)

18.1(12.7)

1.9(1.4)

07 525.8(506.3)

火 19.2(16.1)

15.3(12.0)

1.8(1.8)

08 668.3(635.8)

水 17.7(17.4)

18.5(16.5)

1.6(1.8)

09 478.2(394.4)

木 20.1(15.4)

18.7(15.4)

2.0(1.5)

10 580.2(456.1)

金 21.4(15.7)

16.4(11.6)

1.9(1.3)

13 522.3(401.7)

月 25.5(18.3)

17.8(12.5)

2.1(1.5)

14 485.2(401.5)

火 21.1(15.8)

16.4(11.4)

1.8(1.3)

15 483.3(506.2)

水 18.1(17.7)

16.7(15.3)

1.2(1.6)

16 508.2(482.7)

木 19.1(16.1)

19.3(14.8)

2.0(1.7)

17 544.2(417.0)

金 22.1(15.9)

♪お誕生会♪ 19.2(13.6)

1.3(0.9)

18 469.3(455.2)

土 18.5(15.4)

15.3(11.0)

1.8(1.6)

20 587.6(447.5)

月 26.2(18.8)

18.1(12.7)

1.6(1.1)

21 552.5(454.9)

火 17.8(13.7)

19.9(14.1)

3.5(2.6)

22 503.5(520.3)

水 17.9(17.5)

15.5(14.4)

1.2(1.6)

24 544.3(431.0)

金 22.3(16.3)

19.0(13.4)

1.4(1.0)

27 手作りパン、ブラウンシチュー、くだもの、ブロッコ
リー

お茶、おにぎり 644.8(487.5) 強力粉、○米、小麦粉・薄力粉（学
校給食用）、じゃがいも、油、○ご

豚小間、ヨーグルト(無糖)、無塩バ
ター、練乳

ブロッコリー、にんじん、たまねぎ、みかん
缶、キウイフルーツ、いちご、マッシュルーム月 18.8(13.6)

はと組 17.6(12.4)

パン作り 1.0(0.7)

28 560.2(475.1)

火 26.9(20.5)

17.8(12.7)

1.9(1.5)

お茶、カレーサンド野菜あんかけラーメン、鶏の中華焼き、ゼリー ゆで中華めん、○食パン、ごま油、
片栗粉、砂糖、すりごま

鶏むね肉、豚肉(ばら)、○鶏ひき
肉、テンメンジャン、鶏がらスープ

たまねぎ、はくさい、○にんじん、にんじん、
○たまねぎ、たけのこ、にら、◎オレンジ濃
縮果汁

ヤクルト、ウインナーパン

ごはん、すき焼き煮、さつま芋の甘ごま和え、みそ
汁

さつまいも、米、砂糖、○砂糖、焼
ふ、油、○片栗粉、片栗粉、黒ご
ま、ごま、◎コーンフレーク

○豆乳、豚小間、豚肉(ばら)、なる
と、米みそ（淡色辛みそ）、○きな
粉、◎牛乳

はくさい、たまねぎ、にんじん、しらたき、え
のきたけ、ねぎ、しいたけ、わかめ（乾）

お茶、豆乳もち

チャーハン、ささみサラダ、スープ 米、マヨネーズ、ごま油、すりごま、
砂糖

○ヤクルト、鶏ささみ、卵、しらす干
し、油揚げ、○ウインナー、○ピザ
用チーズ、鶏がらスープ

キャベツ、にんじん、たまねぎ、きゅうり、ね
ぎ、コーン（冷凍）、ピーマン、にら、○たまね
ぎ、◎バナナ

ヤクルト、鶏もも肉、油揚げ みかん、ほうれんそう、にんじん、ねぎ、しい
たけ、にんにく、しょうが、◎オレンジ濃縮果
汁

ミルク、丸ドーナツ

ナポリタン、キャベツサラダ、スープ ○食パン、スパゲティー、じゃがい
も、マヨネーズ、油、○砂糖、砂糖

ウインナー、ベーコン、○無塩バ
ター、○きな粉、粉チーズ

たまねぎ、キャベツ、にんじん、マッシュルー
ム缶、ダイストマト、えのきたけ、ピーマン、
コーン（冷凍）、◎オレンジ濃縮果汁

お茶、きな粉サンド

ごはん、赤魚の粕漬け、切干のうま煮、みそ汁 米、○油、○砂糖、砂糖、ごま油

おかし

福ごはん、和風ハンバーグ、くだもの、具だくさん
汁

米、砂糖、油、パン粉 豚ひき肉、鶏ひき肉、木綿豆腐、錦
糸たまご、なると

りんご、たまねぎ、にんじん、れんこん、だい
こん、ねぎ、しいたけ、えのきたけ、いんげ
ん、焼きのり、◎バナナ

あかうお、○牛乳、木綿豆腐、○
卵、豚肉(ばら)、ちくわ、米みそ（淡
色辛みそ）

にんじん、なめこ、いんげん、切り干しだいこ
ん、あさつき、◎バナナ

お茶、誕生日ケーキ

五目うどん、鶏煮、くだもの、ヤクルト ゆでうどん、ごま油、ごま

卵、豚小間、牛乳、かにかまぼこ、
○しらす干し、鶏がらスープ、○粉
チーズ

キャベツ、もやし、にんじん、たけのこ、コー
ン（冷凍）、ねぎ、グリンピース（冷凍）、にん
にく、しょうが、○あおのり、◎オレンジ濃縮
果汁

お茶、バナ粉

クロワッサン(未)ごはん、チキンのマーマレード焼
き、コールスロー、スープ

クロワッサン、○米、マヨネーズ、
砂糖、米、○クロワッサン

鶏もも肉、かにかまぼこ キャベツ、にんじん、たまねぎ、かぼちゃ、
コーン（冷凍）、えだまめ（冷凍）、マーマレー
ド、にんにく、○いちごジャム

お茶、おにぎり(未)サンドパン

ごはん、肉豆腐、ごま和え、みそ汁 米、じゃがいも、砂糖、ごま油、ご
ま、片栗粉、○砂糖、◎コーンフ
レーク

お茶、しらすトースト

ごはん、さけの香味焼き、白和え、豚汁 米、さといも、すりごま、○砂糖、砂
糖、ごま油

さけ、木綿豆腐、豚肉(ばら)、○ク
リームチーズ、米みそ（淡色辛み
そ）、生揚げ、○牛乳

にんじん、ほうれんそう、ねぎ、しめじ、むき
ごぼう、だいこん、しらたき、にんにく、しょう
が、干ししいたけ、◎バナナ

焼き豆腐、豚肉(ばら)、豚小間、ち
くわ、米みそ（淡色辛みそ）、○きな
粉、◎牛乳

○バナナ、もやし、たまねぎ、にんじん、キャ
ベツ、しらたき、いんげん

ミルク、クラッカーサンド

塩ラーメン、かに玉、ゼリー ゆで中華めん、○食パン、○マヨ
ネーズ、ごま油、砂糖

中華丼、生揚げのみそ焼き、スープ 米、はるさめ、砂糖、マヨネーズ、
ごま油

○ヤクルト、生揚げ、豚小間、シー
フードミックス、ピザ用チーズ、○ピ
ザ用チーズ、米みそ（淡色辛み
そ）、鶏がらスープ

はくさい、たまねぎ、にんじん、たけのこ、
ピーマン、しいたけ、干ししいたけ、◎バナナ

ヤクルト、ピザまん

肉うどん、おからサラダ、チーズ ゆでうどん、○食パン、マヨネー
ズ、砂糖

豚小間、豚肉(ばら)、ツナ油漬缶、
おから

キャベツ、にんじん、ねぎ、しめじ、コーン（冷
凍）、きゅうり、えのきたけ、○いちごジャム、
干ししいたけ

お茶、おにぎり(未)サンドパン

ごはん、マーボー豆腐、春雨サラダ、スープ 米、はるさめ、ごま油、砂糖、油、
片栗粉、ごま、◎コーンフレーク

木綿豆腐、豚ひき肉、ハム、鶏がら
スープ、テンメンジャン、◎牛乳

にんじん、だいこん、たけのこ、きゅうり、しい
たけ、ねぎ、にら、にんにく、しょうが

お茶、サンドパン

○ヤクルト、卵、豚ひき肉、かにか
まぼこ

もやし、にんじん、たまねぎ、ダイストマト、
きゅうり、しめじ、にんにく、◎オレンジ濃縮
果汁

ゼリー、せんべい

ロールパン(未)ごはん、ミートグラタン、ブロッコ
リーマリネ、スープ

ロールパン、○米、マカロニ、砂
糖、オリーブ油、油、米、○ロール
パン

豚ひき肉、牛乳、ピザ用チーズ、○
かつお節

ブロッコリー、たまねぎ、キャベツ、もやし、に
んじん、ダイストマト、マッシュルーム、しめ
じ、コーン（冷凍）、赤ピーマン、わかめ
（乾）、◎オレンジ濃縮果汁、○いちごジャム

○ヤクルト、卵、鶏ひき肉、豚ひき
肉、ツナ油漬缶、○いり大豆、油揚
げ、○無塩バター

ブロッコリー、だいこん、にんじん、ねぎ、
コーン（冷凍）、えのきたけ、えだまめ（冷
凍）、たまねぎ、みかん、◎バナナ

ヤクルト、おかし

ごまごはん、たらのマヨネーズ焼き、野菜ソテー、
スープ

米、○マカロニ、マヨネーズ、○砂
糖、油、ごま

たら、○牛乳、卵、絹ごし豆腐、
ベーコン、ピザ用チーズ、○きな粉

こまつな、たまねぎ、もやし、にんじん、ク
リームコーン缶、◎バナナ

ミルク、マカロニきな粉

キーマカレー、サラダ、スープ 米、ごま油、ごま、油、砂糖

もやし、にんじん、だいこん、○もも缶、○み
かん缶、○パイン缶、こまつな、しらたき、○
バナナ、にんにく

フルーツポンチ、せんべい

ヤクルト、豆マシュマロフレーク

コッペパン(未)ごはん、オムレツ、根菜サラダ、
スープ

コッペパン、○米、さつまいも、フラ
イドポテト、マヨネーズ、米、○コッ
ペパン

卵、ベーコン、ピザ用チーズ、ハム にんじん、たまねぎ、キャベツ、むきごぼう、
コーン（冷凍）、れんこん、○いちごジャム

お茶、おにぎり(未)サンドパン

二色丼、コロコロまめサラダ、すまし汁、くだもの 米、砂糖、油

2　　月　　の　　献　　立　　表

※材料の仕入れ等により献立が変更する場合があります。ご了承下さい。

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

3時おやつ

ごはん、鶏肉のごまみそ焼き、おひたし、おでん
風

米、砂糖、すりごま、ごま油、ごま、
◎コーンフレーク

鶏もも肉、生揚げ、ちくわ、かにか
まぼこ、米みそ（淡色辛みそ）、か
つお節、◎牛乳

未満児の朝おやつと主食

(月) お茶・くだもの / ごはん類

(火) 牛乳・コーンフレーク / 麺類

(水) ジュース・せんべい / ごはん類

(木) お茶・ビスコ / ごはん類

(金) お茶・くだもの / ごはん類

(土) ジュース・ビスケット / ごはんまたは麺類

今月の目標

〇１日３食しっかりごはんを食べましょう。

〇旬の食材を知り、食に興味と関心を

持ちましょう。

★２月３日は節分です。

季節を分けるという意味の節分には邪気を払い清めるという

意味があります。

こども園でも１年元気に過ごせるように各クラスで豆まきをします。

おやつでは鬼の金棒にみたてたマシュマロスティックを提供します。

楽しみにしてて下さいね♪

お誕生会では福が来るようにと、福の顔に見立て福ご飯を提供します。

★２月２７日ははと組さんが手作りパンに挑戦します。

色々な形に成型したパンをフルーツなどでトッピングして楽しく

クッキングします♪


