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2017

の

献

立

表

年02月

日付

＿01
水

02
木

月

みどりの保育歯（一般）

朝おや

献立名

材料名

（は牛用おや一蛸料）

熱とカになるもの ．血や内や骨になるもi打￣￣

胡瓜 ご飯、みそ汁（かぼちゃ・ 0胚芽米、胚芽米、
玉葱）、かじきの照り焼
油、0黒ごま、0鮭ふ
ステイツ き、キャベツと油揚げの 炒め煮、フルーツ

「葡わi字画高あ￣￣￣￣

おやつ

0注誓書おやノ11

かじき、豆みそ、油揚 みかん、キャベツ、日 0お茶、0栗めし
げ、0しらす干し
本かぼちゃ、たまわ
ごほん、0魅のすま
ぎ、0かぶ・薫、0え のきたけ、○ねぎ し汁（えのき）

ブロッコリーー ご飯、すまし汁（豆腐・み ○焼きそばめん（乳・ 鶏もも肉、雑ごし豆腐、 りんご、0たまねぎ、れん ○お茶、0放きそ
つば）、鶏肉の胡麻味噌 卯なし）、胚芽米、さと 0豚肉（ロース・脂身 こん、にんじん、ごぼう、 ば、0煮干し（乳児
ゴマ鼠lえ 鹿、根菜と里芋の煮物、 いも、きび砂糖、0な 付）、米みそ、0いわし 0キャベツ、0にんじん、 のみ）

フ′レーツ

忘ね油、ごま、な畑∃捷干U

旨2㌫竃志欝、い

03 金 豆 ま 扮ふき芋 おにっこごはん、みそ汁 （玉葱・なめこ）、いわしの かば焼き、彩り和え物、フ ルーツ 胚芽米、0′ト麦粉、0 さつまいも、0きび砂 糖、小麦粉、なたね 油、○なたね油、きび …0牛乳、いわし、凍み 璽そ、油揚げ 盲 ぎ還慧還 ≧にら、しょが、干ししいた lげ、〇千しぶどう0こんぶ 0牛乳、0あかお に蒸しパン、○こん ぶ

き

砂糖、ごま

−

04 土 煮干し 豚丼、きのこ汁、フルーツ 整矧攣濫詳説 湖 王 室設えのきたけ、万
06
月

0牛乳、0はちみ つトースト、0中華 きゅうり

こんぶ ご飯、みそ汁（キャベツ・ 胚芽米、O胚芽米、さ たら、豆みそ、0米み オレンジ・ネーブル、た
0お茶、0五平
わかめ）、扱げ魚の甘酢 つまいも、片栗粉、 ＿そ（淡色辛みそ）
まねぎ、キャベツ、0ご
餅、0ごぼうスティッ ク
あんかけ、さつま芋の甘
池、○油、きび砂糖、
庫う、にんじん、たけの
煮、フルーツ ○ごま（乾）、0きび砂 糖 に（ゆで）、ピーマン、 ト干ししいたけ、わかめ

07

ゆで

・火

ご飯、みそ汁（大根t人

参）、まんまるシュウマイ、

胚芽米、○春巻きの皮

（乳・卵なし）、○なた

0牛乳、豚ひき内、豆

みそ、0バター、0米

0にんじん、たまねぎ、ほう

○牛乳、0りんごの
春巻きパイ、○人参

さつま芋 ほうれん草ともやしのカ レーー炒め、フルーツ ね油、0きび砂糖、片 栗粉、ごま油 みそ れんそう．だいこん、にんじ ん．しめじ、万能ねぎ、しょう が、干ししいたげ スティック

08

ごぼう

水

ソフトフランスパン、プラク

ンシチュー（ポーク）ハ
ステイツ

○胚芽米、ソフトフラン

スパン（乳・卵なし）、

ワイアンサラダ、フルーツ

豚肉（肩ロース）、鶏が

じゃがいも、′ト麦粉、 0旋ふ、なたね油、は ちみつ

∈

10

里芋

ご飯、中華風スープ（春

雨入り）、酢豚、チーズサ

煮物

13

ラダ、フルーツ

煮干し

月

胚芽米、0食パン

飯、0みそ汁（魅・

0豆みそ、バター、淡 色みそ

09 未 ゆで かぼちゃ ご飯、みそ汁（里芋・玉ね ぎ）、魚の煮付け、切干大 根の炒り煮、フルーツ 詳駁撃濫屡欝 ね油 ！ 蓼

金

○お茶、〇五日御

らスープ、0鶏もも肉、㌫渇き設定≡諾急設

わかめ・万能葱）

0お茶、0納豆 チャーハン、0煮干 し

■0牛乳豚肉（肩ロー …和人たまねぎ、キャベツtkんじ

（乳・卯なし）、なたね ス・脂身付）、0卵、 完二望斑諸君㌫警浩

敦琶書誌惹農盲チーズ、0米みそ 扮、0なたね油 ≡

ご飯、みそ汁（白菜・厚揚

スト、0大根スティッ ク

琵㌫貴志覧P一豊吉誌鷲敷箋

げ）、鶏肉のマーマレード
焼き、野菜炒め、フル… ツ ごま油、0片栗粉、0∈ ごま油

t

0牛乳 ○オレンジ

風味のフレンチトー

l

0牛乳、○肉まん、

Cにんぷ（乳児の
みそ、0バター
み）

14 火 人参 ステイツ カレーうどん、五目豆、か ぼちゃのバター焼き、フ ルーーツ ゆでうどん（乳・卵なj豚肉（ロース・脂身付）、伸ばちや、りんご、たまわ軋 畝、濫馬琴欝義塾露 糖 0お茶、0鮭おに ぎり、○豆腐みそ汁 （わかめ）

幼児の給食と軽食の平均値です。（エネルギー578kcal・たんばく質22．5g・脂質15・5g）

震方巷
節分の夜に、その年の■鯨のよい方角「恵方」を向き糟言で太
巻きを丸かじりすると、その年は無病息災で遇こせるといわれ
ています。無言で食べるのは、1′喋わる前にしゃべると、福

が透けるとされているためです。七福神にちなみ、臭は7種輝
入れると縦がよいといわれ、かんぴょうやきゅうりなど泉眉
や地域により様々で。。 西から広まりました。

献

立

表

2017年02月

日付

研おや

献立名

材料名

熱と力になるもの

10抹午穐おやつ柵｝

おやつ

血や肉や骨になるもの 弓 体の韻子を整えるもの

15 胡瓜 ご飯、みそ汁（かぼちゃ・ 0胚芽米、胚芽米、な かじき、米みそ、油揚 ∃みかん、キャベツ、日
0お茶、0菜めし
水
玉葱）、かじきの照り焼
たわ油、○黒ごま、0
げ、0しらす干し
ノ本かぼちゃ、たまわ
ごはん、0姓のすま
きみどり
ステイツ
き キャベツと油揚げの
焼ふ
ぎ0かぶ・菓 0え
し汁（えのき）
クッ キング

16

木

17

ブロッコリー

炒め煮、フルーツ

ご飯、すまし汁（豆腐・み

つば）、鶏肉の胡麻味噌

粉ふき芋

ご飯、みそ汁（玉載・なめ

（きみどりクッキン ■ゲ1

0焼きそばめん（乳・き鶏もも肉、絹ごし豆腐、

卵なし）、胚芽米、さと いも、きび砂糖、0な

ゴマ和え
境、根菜と里芋の煮物、
フ′レーツ
たわ油・ごま・なたわー 油

金

のきたけ、0ねぎ

ぼ監蒜賢し

りんご、0たまねぎ、れん

ニん、にんじん、ごぼう、

0キャベツ、0にんじん、
○ピーマン、みつば、い んげん、0あおのり

0お茶、0焼きそ

ば、0煮干し（乳児

のみ）■

胚芽米、0小麦粉、0童0牛乳、いわし、米み璽ぽんかん、もやし．たま

こ）、いわしのかば焼き、
さつまいも、0きび砂
彩り和え物、フルーツ 糖、小麦粉、なたね 油、0なたね油、きび 砂糖、ごま

lJ

そ、油扱げ〇二んぶ 竜ねぎ、0にんじん
ジュース、はくさい、に んじん、なめこ（ゆで）、 にら、しょうが

0牛乳、○さつま芋
蒸しパン，〇二んぶ−

18 土 煮干し 飯井、きのこ汁、フルーツ 胚芽米、0食パン （乳・卵なし）、○はち みつ、きび砂糖、なた、 0牛乳、豚肉（扁ロー みかん、たまねぎ、しら たき、0きゅうり、ねぎ、 しめじ、えのきたけ、万 ○牛乳JOはちみ． つトースト、0中華 きゅうり■

ス・脂身付）、油傍げ、】
0バター

ね油、○ごま油、0き び砂糖
20
月

21

籠ねぎ

こんぶ ご飯、みそ汁（キャベツ・ 胚芽米、0胚芽米、さトたら、米みそ、0米み
−オレンジ・ネーブル、た 0お茶、0五平
わかめ）、揚げ魚の甘酢
つまいも、片栗粉、な
‡そ
蔓まねぎ・キャベツ、0ご
併、0ごぼうステイツ
あんかけ、さつま芋の甘
たね油、○きび砂糖○
l
，ぼう、にんじん、たけの
ク
煮、フルーツ
なたね油、きび砂糖0
こくゆで）、ピーマン、
ごま（乾）、
干ししいたけ、わかめ

ゆで

ご飯、みそ汁（大根・人

胚芽米、0春巻きの皮

皇呈芸㌔賢覧蛋妻妻婆窪窪 】みそ

火

参）、まんまるシュウマイ、
（乳・卵なし）、0なた
さつま芋
ほうれん草ともやしのカ
ね油、○きび砂糖、片
レー炒め、フルーツ
栗粉、ごま油 ．
l
箸が：干しLi碗

22
水

ごぼう
ソフトフランスパン、プラウ
0胚芽米、ソフトフラン
ンシチューくポーク）、ハ
スパン（乳・卵なし）、■
ステイツ
ワイアンサラダ、フルーツ
じゃがいも、小麦粉、

0焼ふ、なたね油、は ちみつ

みそ

0牛乳、0りんごの

春巻きバイ、0人参
スティック
○お茶、〇五日御 t
飯、■0みそ汁て艶・
わかめ・万能葱）

童

23 ゆで ご飯、みそ汁（里芋・玉ね 胚芽米、0胚芽米、さ あかうお、0挽きわり 納豆、ちくわ（乳・卯な し）、米みそ、（〕煮干し りんご、たまねぎ、こまつな、 にんじん、ねぎ、切り干しだ いこん、0にんじん、0万能 ねぎ、干ししいたけ、しょうが ○お茶、0納豆

木

ぎ）、魚の煮付け、切千大
といも、きび砂糖、なた
かぼちゃ
根の炒り煮、フルーツ
わ池

24

大根

金

ご飯、みそ汁（大根・えの

き）、コロッケ、ツナサラ

誕 生

ステイツ

A

「Er

25

こんぶ

土

じゃがいも、胚芽米、

ダ、フルーツ

婁0牛乳、0卯、豚ひき星いよかん、たまねぎ、

0小麦粉、パン粉、0

齢諾嵩ム藁菜雲鼠 ；レク

○胚芽米、オ1トープ

妻牛乳、豚肉（ロース・脂 たまねぎ、みかん、クリーム

27 月 煮干し ご飯、みそ汁（白菜・厚揚 げ）、鶏肉のマーマレード 琵蒜温誓諾農温．笠屋≡慧簑≡義軍

28

火

人参 ステイツ

ごま油、0片栗粉、（⊃ ごま油

カレーうどん、五日豆、か

クラッカー

妻能ねぎ

ン、コーンスープ、フルー ツ 油、○なたね油野望監賢哲琵

焼き、野菜炒め、フルー ツ

庫そ、0パター ‡

0牛乳、0ココア

ケーキ（いちご）JO

きび砂糖、なたね油、 小麦粉、0はちみつ、

油、○粉糖、きび砂糖
スパゲティ一・ナポリタ

チャーハン、0煮干
し

琶

0牛乳、0肉まん、 0こんぶ（乳児の

盲含0訪ぶ・轡・折ししいた ！ 季

ゆでうどん（乳・卵な 豚肉（ロース・脂身付）、

0お茶、rPエビビラ

7、0煮干し

み）

妄かぼちゃ、りんご、たまねぎ、

○お茶、0鮭おに

ぽちやのパター焼き、フ ルー▲ツ し）、0胚芽米、片栗 粉、なたね油、きび砂 糖 牒蓋渾 誤裟・恩讐諾誓 ぎり、．0豆腐みそ汁 （わかめ）

儒諸造欝や
弓ター

2月の果物はりんご・みかん・いよかん・ぽんかん・きよみオレンジ・いちご等です。

鐘声二二了や
冬になると恋しくなるのがコクツとミカン。ミ
カンはビタミンCがそのままとれて免疫機華を

高め、風邪の予防につながります。緋復の
効果があるクエン酸も含まれています。

は、脂肪が少なくてヘル
宋な■理法でおいしく食
ペられますが、おすすめは鍋物。ほかの野
菜といっしょにとることでバランス良く摂
取することができます。

