
(主食)  ごはん、パン、
　　　めんの料理

(主菜) 　肉、魚、卵、
　　　　大豆・大豆製品の料理

(副菜) 野菜、芋、海草
　　　きのこが中心の料理

その他

ビスケット ★ほうとう ★ボイルウインナー ★春雨サラダ ★ジョア(3・4・5歳） ★わかめおにぎり

★ヤクルト（0・1・2歳） 　米　わかめ　塩

牛乳 ★チーズ

★麦茶

せんべい ★ごはん ★高野豆腐のふわふわ煮 ★おかか和え ★みそ汁 2日★大豆おにぎり

　かぼちゃ　ねぎ　味噌 　米　大豆　しょうゆ　塩

16日★シュガートースト

麦茶 　食パン　砂糖　バター

★せんべい　★牛乳

せんべい ★マーボー豆腐丼 ★さつま芋甘煮 ★みそ汁 ★バームクーヘン

　さつま芋　砂糖　しょうゆ 　わかめ　ねぎ　味噌 ★せんべい

麦茶 ★牛乳

★ヨーグルト

せんべい ★納豆ごはん ★鮭の味噌マヨネーズ焼き ★白菜ともやしのお浸し ★みそ汁 ★お好みパン

　じゃが芋　きゃべつ　味噌 ★せんべい

麦茶 ★牛乳

★ポンカン

ビスケット ★ふりかけごはん ★鶏肉の漬け焼き ★きゃべつとコーンのサラダ ★白菜のミルクシチュー ★夕焼けおにぎり

　鶏肉　しょうが　しょうゆ　みりん　油 　米　人参　しょうゆ　塩

牛乳 ★チーズ

★麦茶

せんべい ★ごはん ★筑前煮 ★海苔和え ★みそ汁 ★さつま芋スティック

　えのき　わかめ　味噌 　さつま芋　塩　油

麦茶 ★ミニゼリー

★牛乳

たべっこ動物 ★焼きそば ★ダイコーンサラダ ★スープ ★いなり寿司

　卵　白菜　コンソメ　塩
　米　油揚げ　砂糖　塩　酢
しょうゆ　みりん

牛乳 ★チーズ

★ヨーグルト ★麦茶

ギンビスアスパラ ★キーマカレー ★ポテトサラダ ★スープ ★フレンチトースト

　食パン　卵　牛乳　砂糖
バター

麦茶 ★りんご

★牛乳

せんべい ★煮うどん ★おかか和え ★バナナ ★スティックパン

　白菜　人参　かつお節　しょうゆ ★せんべい

麦茶 ★ヨーグルト ★牛乳

ハーベストセサミ ★ごはん ★魚の照り焼き ★根菜とさつま揚げの煮物 ★みそ汁 ★チヂミ

　さわら　みりん　しょうゆ　油 　豆腐　ねぎ　味噌

麦茶

★ヨーグルト ★せんべい　★りんごジュース

せんべい ★肉豆腐丼 ★ツナサラダ ★みそ汁 ★みそポテト

　大根　青菜　味噌
　じゃが芋　米粉　油　砂糖
味噌

りんごジュース ★ミニゼリー

★チーズ ★牛乳

ビスコ ★ごはん ★豆腐ナゲット ★きゃべつとコーンのソテー ★みそ汁 ★焼き団子（2・3・4・5歳）

　もやし　わかめ　味噌 ★わかめおにぎり（0・1歳）
  　米　わかめ　塩

麦茶 ★フルーツゼリー

★牛乳

せんべい ★ごまごはん ★鶏肉のマーマレード焼き ★ゆで野菜 ★いよかん ★バナナケーキ

　ブロッコリー　塩

麦茶 ★ポトフ

　かぶ　かぶ葉　じゃが芋　人参
玉ねぎ　しめじ　塩　ベーコン
コンソメ

★せんべい　★牛乳

572 20.4 ☆給食だよりは裏面です。
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　小麦粉　B.P　バナナ　砂糖
油　豆乳　塩

　鶏肉　里芋　人参　こんにゃく　ごぼう
れんこん　干し椎茸　みりん　砂糖
しょうゆ　塩　ごま油

　ほうれん草　もやし　しょうゆ
海苔

　きゃべつ　にら　豚ひき肉
塩　米粉　コーン　しらす干し
ごま油　しょうゆ　砂糖

　米　豆腐　豚肉　人参　ねぎ　しらたき　しょうゆ　みりん　片栗粉

　さつま揚げ　大根　人参
ごぼう　しめじ　こんにゃく
砂糖　塩　しょうゆ　みりん

　大根　きゅうり　コーン　砂糖
しょうゆ　酢　ごま油

　豆腐　鶏ひき肉　人参　玉ねぎ
生パン粉　塩　片栗粉　油　ケチャップ
ソース　砂糖

　米　豆腐　豚ひき肉　玉ねぎ　人参　ねぎ　にんにく　しょうが
砂糖　しょうゆ　味噌　油　鶏がらスープの素　片栗粉　ごま油

　春雨　きゅうり　人参　しょうゆ
酢　砂糖　ごま油

　白菜　もやし　かつお節
しょうゆ

　高野豆腐　卵　人参　干し椎茸　玉ねぎ
みりん　しょうゆ　酒

　ブロッコリー　人参　かつお節
しょうゆ

　きゃべつ　コーン　塩　コンソメ
油

　ツナ　きゃべつ　きゅうり
マヨドレ

　鮭　塩　酒　玉ねぎ　味噌　マヨドレ
牛乳

3
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日 午後のおやつ

　わかめ　ねぎ　コンソメ　塩

　中華麺　豚肉　きゃべつ　もやし　人参　ピーマン　ソース　塩　油

　米　豚ひき肉　大豆　人参　玉ねぎ　にんにく　しょうが　油　トマト
コンソメ　小麦粉　バター　カレー粉　　塩　ケチャップ　ソース　牛乳

　白菜　人参　ほうれん草
バター　牛乳　味噌　塩
コンソメ　小麦粉

　うどん　鶏肉　ごぼう
かぼちゃ　小松菜　ねぎ
味噌　酒

5
19

午前の
おやつ

３０年２月　基本献立　　　　   　　　　　　　                                                                                　　　　　                   　　　    保育幼稚園課

(木）

2
16

（金）

昼　　　　　　　　　　　　　　　　食

1
15

 *献立は行事などの都合で変更になる場合があります。               　　                 　　　　未満児

 *だし汁はかつお節、煮干し、昆布からとっています。　　今月の栄養量（平日平均値）    　　　　　　　　　　　　　　エネルギー　kcal           　　　 蛋白質　ｇ

 *油はなたね油を中心にしています。                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　以上児
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（火）
行事
食

26

(月）

　きゃべつ　コーン　油　塩
砂糖　レモン果汁

　じゃが芋　きゅうり　玉ねぎ　塩
マヨドレ

　干しうどん　豚肉　人参　ねぎ　ほうれん草　しょうゆ　みりん

（土）

（土）

（火）

9
23

8
22

（水）

6
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（木）

13

（金）

（月）
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28

　鶏肉　マーマレード　酒　しょうゆ
にんにく

（水）

（火）

節分と言えば豆まき、そして恵方巻…

実はほかにも節分の食べ物には『いわし』がありま

す。

ひいらぎの枝にいわしを刺して玄関に飾ると、焼い

たときにでる煙、いわしの臭い、ひいらぎのとげで鬼

を追い払うという説があり、、栄養満点のいわしを食

べることで、無病息災を願うという意味が込められ

ています。

♪いわしのほかほか揚げ♪
材料（4人分） 作り方

いわしのすり身 160g
豆腐 80g
ごぼう 30g
にんじん 30 g
さつまいも 40g
ねぎ 15g
しいたけ 5g

栄養満点で、効率よくカルシウムを供給できる

いわしを使ったおすすめメニューです！

揚げることで生臭さが軽減され食べやすく

なります！

しょうが 1g
味噌 10g
みりん 10g
片栗粉 40g
揚げ油

①ごぼう、にんじんは細く短めの千切りにして下茹でする
②さつまいもは1㎝角程の大きさに切って下茹でする
③ねぎ、しいたけはみじん切りにする

④しょうがはすりおろして汁をとっておく
⑤いわしのすり身、水切りした豆腐、①、②、③と調味料を混ぜ合わせる

⑥小判型に成形し１７０度の油で揚げる
⑦完成！


