
2　月　献　　　立　　　表

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 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

焼きがんもどきのあんかけ せんべい ケチャップライス 豆腐バーグ チーズ たべっこどうぶつ

はるさめともやしのソテー 牛乳 牛乳 ひじきの煮物 牛乳 牛乳

みそ汁 わかめスープ（中華）

バナナ みかん

てりやき野菜丼 クッキー 牛乳もち あじフライ するめ パウンドケーキ

ポテトサラダ 牛乳 麦茶 小松菜のツナ酢あえ 牛乳 リンゴジュース

野菜コーンスープ(中華) ミネストローネ

いよかん いちご

節分ドライカレーライス チーズ 恵方巻き 焼きうどん せんべい ミニクロワッサン

キャベツの香り漬け 牛乳 牛乳 みそ汁 麦茶 リンゴジュース

マロニースープ（中華） バナナ

いちご

豚肉の甘みそ丼 せんべい バームクーヘン 黒糖ロール ウエハース カップケーキ・人参

すまし汁 麦茶 リンゴジュース ジャーマンオムレツ 牛乳 牛乳

みかん トマトのツナ和え

かぼちゃのスープ(洋風)・バナナ

かぼちゃオムレツ バナナ ほうれん草ポンデケージョ カレーライス バナナ ﾊﾑﾁｰｽﾞサンド

ブロッコリーのマヨネーズあえ 牛乳 牛乳 ほうれん草のしらすあえ 牛乳 牛乳

コーンスープ（洋風） スープ(洋風)

みかん いよかん

とん汁うどん ウエハース おっとっと わかめ御飯 ヨーグルト 焼きまんじゅう風蒸しパン

タンドリーチキン 牛乳 牛乳 ぶり大根 牛乳

もやしと小松菜の塩ごまあえ 蒸し野菜の枝豆あんかけ

バナナ みそ汁・みかん

さわらのチーズ焼き スティックパン 麩ラスク れんこんつくね チーズ 焼きもろこしおにぎり

白菜とほうれん草の甘酢和え 牛乳 牛乳 白菜と油揚げの煮浸し 牛乳 牛乳

豆腐スープ(中華) 麩のすまし汁

ヨーグルト はっさく

ちくわ磯辺揚げ チーズ フルーツクラフティー マーボー豆腐丼 せんべい ナイススティック

きゅうりの中華風サラダ 牛乳 牛乳 ブロッコリーサラダ 麦茶 リンゴジュース

中華スープ スープ(洋風)

はっさく ヨーグルト

鶏肉のケチャップ煮 ゼリー ヨーグルト（いちごジャム） バーベキューチキン ゼリー ツナパン

キャベツの佃煮和え 麦茶 ごぼうとコーンのサラダ 牛乳

豆腐すまし汁 五目汁

チーズ チーズ

炒り豆腐 クッキー ニョッキ(トマトソース) さけのフリット スティックパン パイナップルゼリー

いんげんのおかかあえ 牛乳 牛乳 玉ねぎとセロリのスープ(洋風) 牛乳 牛乳

かき玉汁 小松菜とコーンの和え物

いよかん ヨーグルト

凍り豆腐の卵とじ・小松菜 ヨーグルト クッキー(ココア) エ ネ ル ギ ー 500・445 ｋｃａｌ 鉄 2.2・1.6㎎

きゅうりとだいこんのピクルス 牛乳 た ん ぱ く 質 19.4・17.3 ｇ カ ル シ ウ ム 221・286㎎

みそ汁 脂　　　質 15.2・12.9 ｇ ビ タ ミ ン C 35・26㎎

みかん 塩　　　分 1.6・1.3 ｇ 食 物 繊 維 4.3・3.2ｇ

さわらのみそ照り焼き せんべい じゃこチーズトースト

れんこんの炒め煮 牛乳 牛乳

すまし汁

バナナ

日 曜 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

10時おやつ 日 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

10時おやつ

金

米、じゃがいも、無塩バ
ター、小麦粉、砂糖、マ
カロニ・スパゲティ、油

卵、ツナ油漬缶、豚ひき
肉

いちご、たまねぎ、こま
つな、ホールトマト缶
詰、にんじん、キャベ
ツ、もやし、セロリ、に
んにく

昼食献立名

1 水

米、七分つき米、片栗
粉、はるさめ、油、ごま
油、砂糖

牛乳、木綿豆腐、鶏ひき
肉、米みそ（淡色辛み
そ）

バナナ、たまねぎ、にん
じん、もやし、こまつ
な、えのきたけ、ねぎ、
コーン缶、ピーマン、に
ら、ひじき

17

3 金

米、でん粉めん（乾）、
油、米粉、砂糖

牛乳、豚ひき肉、ゆで大
豆、チーズ

たまねぎ、いちご、きゅ
うり、キャベツ、チンゲ
ンサイ、にんじん、ピー
マン、えのきたけ、焼き
のり、レモン果汁、ご
ま、にんにく、しょうが

2 木

米、じゃがいも、片栗
粉、砂糖、マヨネーズ、
油

牛乳、豆乳、鶏もも肉、
ハム、きな粉

たまねぎ、もやし、きゅ
うり、クリームコーン
缶、にんじん、チンゲン
サイ、キャベツ、コーン
缶、えのきたけ、いよか
ん

火

204 土

米、油、片栗粉 豚肉(ばら)、米みそ（淡
色辛みそ）

みかん、たまねぎ、こま
つな、えのきたけ、赤
ピーマン、ねぎ

土

ゆでうどん、油 豚肉(もも)、米みそ（淡
色辛みそ）、油揚げ、か
つお節

バナナ、たまねぎ、キャ
ベツ、にんじん、もやし

月

ロールパン、じゃがい
も、ホットケーキ粉、
コーンフレーク、砂糖、
油、無塩バター

牛乳、卵、ウインナー
ソーセージ、ツナ油漬缶

バナナ、たまねぎ、トマ
ト、かぼちゃ、きゅう
り、にんじん

6 月

米、片栗粉、米粉、マッ
シュポテト、マヨネー
ズ、油

牛乳、卵、豚ひき肉、ウ
インナーソーセージ

みかん、クリームコーン
缶、ブロッコリー、かぼ
ちゃ、たまねぎ、コーン
缶、ほうれんそう、グ
リーンアスパラガス、ね
ぎ、にんじん

21

七分つき米、じゃがい
も、さつまいも、油

牛乳、豚肉(肩ロース)、
しらす干し、ハム、スラ
イスチーズ

たまねぎ、ほうれんそ
う、にんじん、キャベ
ツ、えのきたけ、いよか
ん

7 火

ゆでうどん、さといも、
片栗粉、砂糖、ごま油

牛乳、鶏もも肉、豚肉
(肩ロース)、米みそ（淡
色辛みそ）

バナナ、もやし、だいこ
ん、こまつな、にんじ
ん、ねぎ、ごぼう、ご
ま、レモン果汁、にんに
く

水

米、じゃがいも、小麦
粉、砂糖、片栗粉

金

米、七分つき米、片栗
粉、油、焼ふ

248 水

米、焼ふ、砂糖、無塩バ
ター、油、パン粉、アー
モンド（乾）

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、さわら、木綿豆
腐、粉チーズ

はくさい、ほうれんそ
う、ねぎ、刻みこんぶ、
にんにく

土

米、和風ドレッシング、
片栗粉、ごま油、砂糖

牛乳、ぶり、米みそ（淡
色辛みそ）

みかん、だいこん、かぼ
ちゃ、たまねぎ、チンゲ
ンサイ、えだまめ、カッ
トわかめ、しょうが

9 木

米、砂糖、米粉、小麦
粉、油、はるさめ、バ
ター、ごま油

牛乳、ちくわ、卵、ハム はっさく、チンゲンサ
イ、もやし、きゅうり、
バナナ、いちご、みかん
缶、ねぎ、にんじん、あ
おのり

25

牛乳、鶏もも肉、ツナ油
漬缶、チーズ、卵、ハ
ム、油揚げ

だいこん、にんじん、ご
ぼう、コーン缶、ねぎ、
たまねぎ、ごま

牛乳、鶏ひき肉、油揚げ はっさく、はくさい、れ
んこん、たまねぎ、にん
じん、コーン缶、えのき
たけ、ねぎ、しょうが

10 金

米、油、片栗粉、砂糖 ヨーグルト(無糖)、鶏も
も肉、木綿豆腐、チーズ

たまねぎ、キャベツ、に
んじん、こまつな、いち
ごジャム、ピーマン、し
いたけ、のり佃煮 27

米、小麦粉、マッシュポ
テト、砂糖、油、片栗粉

牛乳、木綿豆腐、卵、ツ
ナ油漬缶、かつお節

ホールトマト缶詰、たま
ねぎ、にんじん、いんげ
ん、ねぎ、さやえんど
う、ひじき、干ししいた
け、にんにく、いよかん

14 火

米、さといも、小麦粉、
砂糖、油

牛乳、卵、凍り豆腐、米
みそ（淡色辛みそ）

みかん、こまつな、だい
こん、きゅうり、にんじ
ん、赤ピーマン、カット
わかめ

15 水

米、食パン、マヨネー
ズ、油、砂糖

牛乳、さわら、豚ひき
肉、米みそ（淡色辛み
そ）、粉チーズ、しらす
干し

バナナ、れんこん、だい
こん、にんじん、ねぎ、
ピーマン、しょうが

火28

※都合により献立が変更になる場合があります。
※ひよこ組のヨーグルトはベビーダノンを提供させていただきます。
※2/3の恵方巻、未満児は形状を変えて提供させていただきます。

13 月

16 木

米、片栗粉、砂糖、油、
ごま油

牛乳、木綿豆腐、鶏ひき
肉、卵、油揚げ

たまねぎ、にんじん、さ
やえんどう、ひじき、
カットわかめ

昼食献立名 曜

22

18

パイナップル濃縮果汁、
こまつな、たまねぎ、パ
イン缶、にんじん、コー
ン缶、セロリ、粉かんて
ん

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、さけ、豆乳

米、米粉、コーングリッ
ツ、油、砂糖、コーンフ
レーク

１か月の平均栄養量
(以上児・未満児)

ヨーグルト(加糖)、木綿
豆腐、豚ひき肉、米みそ
（淡色辛みそ）

ブロッコリー、たまね
ぎ、ねぎ、コーン缶、に
んじん、えのきたけ、
しょうが

月

米、さといも、ホット
ケーキ粉、マヨネーズ、
片栗粉


