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熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの

焼き鶏丼 牛乳120(80)

けんちん汁 かぼちゃボーロ

りんごヨーグルト

カレーソーススパゲティー 牛乳120(80)

ブロッコリーのおかか塩和え 豆腐パンケーキ

フルーツゼリー

納豆ご飯 キャベツとえのきのみそ汁 牛乳120(80)

鮭の生姜焼き めざし

ほうれん草のごまあえ きなこ豆

きんぴらごぼう

豚肉チャーハン 牛乳120(80)

かぶのスープ お菓子

みかんヨーグルト

ご飯 牛乳120(80)

まさご揚げ ムーチー

大根のごま酢和え

小松菜油揚げのみそ汁

ご飯 牛乳120(80)

さばの焼きおろし煮 焼きおにぎり

小松菜の納豆あえ

白菜とえのきのすまし汁

ご飯 いちご 牛乳120(80)

鶏肉のオレンジ焼き 黒糖蒸しパン

小松菜のしらすサラダ

さつまいもの豆乳コーンスープ

豆乳ちゃんぽん 牛乳120(80)

ブロッコリーの玉ねぎドレッシング おかかおにぎり

いよかん

ご飯 牛乳120(80)

さわらの南蛮漬け おしるこ

春菊のごま和え

もやしと大根のみそ汁

ご飯 りんご 牛乳120(80)

豆腐の炒め物 大豆ソフトパン

ゆでブロッコリー

白菜とさつま芋のみそ汁

ご飯 豆腐となめこのみそ汁 牛乳120(80)

ぶりの照り焼き ココアういろう

キャベツとわかめの酢あえ

人参の甘煮

鮭雑炊 牛乳120(80)

鶏つくねのあんかけ チーズケーキ

ほうれん草の磯あえ

いちご

ご飯 牛乳120(80)

レバーの胡麻ソースからめ 焼き芋

ブロッコリーとコーンのソテー

ミネストローネスープ

ご飯 牛乳120(80)

かじきのカレームニエル チーズ蒸しパン

白菜とささ身のごま酢あえ

厚揚げと大根のみそ汁

納豆そぼろ丼 牛乳120(80)

キャベツとコーンのサラダ お菓子

玉葱と油揚げのみそ汁

ご飯 牛乳寒（みかん） 牛乳120(80)

筑前煮 ツナスパゲティー

ゆでブロッコリー

豆腐とわかめのみそ汁

食パン 牛乳120(80)

キャベツとツナのサラダ 鮭おにぎり

クリームシチュー

いよかん

21 火

食パン、じゃが芋、米、小
麦粉、米油

牛乳、鶏もも肉、さけ、
ツナ水煮、バター、ごま

玉ねぎ、キャベツ、いよか
ん、人参、ブロッコリー、
コーン、焼きのり

18 土

米、米油、きび砂糖 牛乳、豚ひき肉(赤身)、
鶏ひき肉、納豆、ツナ水
煮、みそ、油揚げ

玉ねぎ、キャベツ、人参、
ねぎ、コーン、生姜

20 月

米、スパゲティー、板こ
んにゃく、きび砂糖、米
油

牛乳、豆腐、鶏もも肉、
ツナ水煮、みそ

れんこん、ブロッコリー、人
参、玉ねぎ、なつみかん
缶、たけのこ、ごぼう、ね
ぎ、マッシュルーム、わか
め、寒天、きざみのり

16 木

さつま芋、米、じゃが芋、
米油、片栗粉、きび砂糖

牛乳、豚レバー、ベーコ
ン、ごま

トマトジュース、玉ねぎ、ブ
ロッコリー、キャベツ、人
参、コーン、セロリー、パセ
リ、にんにく、生姜

17 金

米、米粉、小麦粉、米油、
きび砂糖

牛乳、かじき、豆乳、生
揚げ、チーズ、鶏ささ
身、みそ、ごま

白菜、大根、人参、きゅう
り、ねぎ、わかめ

14 火

米、きび砂糖、小麦粉、
米粉、片栗粉

牛乳、ぶり、豆腐、みそ 人参、キャベツ、ねぎ、な
めこ、なつみかん缶、生
姜、わかめ

15 水

米、きび砂糖、片栗粉、
小麦粉、米油

牛乳、鶏ひき肉、さけ、
クリームチーズ、生ク
リーム(純生)、バター

ほうれんそう、いちご、白
菜、大根、人参、ねぎ、れん
こん、レモン、焼きのり

10 金

米、米粉、白玉粉、きび
砂糖、米油、小麦粉、ご
ま油

牛乳、さわら、豆腐、あ
ずき（乾）、みそ、ごま

しゅんぎく、もやし、大根、
ほうれんそう、えのきた
け、人参、わかめ

13 月

米、さつま芋、白玉粉、
米油、片栗粉、米粉、グ
ラニュー糖、きび砂糖、
ごま油

牛乳、豆腐、豚肉、豆乳、
みそ、大豆粉、油揚げ

りんご、白菜、ブロッコ
リー、人参、たけのこ、に
ら、わかめ

8 水

米、さつま芋、米粉、米
油、黒砂糖、片栗粉

牛乳、豆乳、鶏もも肉、し
らす干し

いちご、クリームコーン
缶、人参、小松菜、キャベ
ツ、もやし、コーン、ねぎ、
マーマレード、にんにく、生
姜

9 木

焼きそばめん、米、米
油、きび砂糖

牛乳、豆乳、豚肉、かつ
お節

いよかん、キャベツ、ブ
ロッコリー、きゅうり、人
参、もやし、玉ねぎ、コー
ン、レモン、にんにく、生姜

6 月

米、さつま芋、片栗粉、
白玉粉、米油、黒砂糖、
きび砂糖

牛乳、豆腐、鶏ひき肉、
しらす干し、みそ、油揚
げ、きな粉、ごま

大根、人参、もやし、小松
菜、きゅうり、玉ねぎ

7 火

米、片栗粉、焼ふ、きび
砂糖、ごま油

牛乳、さば、納豆、かつ
お節

白菜、大根、小松菜、えの
きたけ、もやし、人参、葉
ねぎ、生姜

3 金

米、きび砂糖、小麦粉、
米油、ごま油

牛乳、さけ、いわし、納
豆、大豆（ゆで）、みそ、
きな粉、黒ごま

キャベツ、ほうれんそう、
人参、ごぼう、えのきた
け、生姜、わかめ

4 土

米、きび砂糖、米油 牛乳、ヨーグルト、豚ひ
き肉(赤身)、ベーコン

かぶ、なつみかん缶、人
参、玉ねぎ、かぶ・葉、ピー
マン、青のり

1 水

米、きび砂糖、米粉、片
栗粉、米油、ごま油

牛乳、ヨーグルト、鶏も
も肉、豆腐、油揚げ、牛
乳、ごま

りんご、大根、人参、かぼ
ちゃ、ねぎ、ごぼう、きざ
みのり

2 木

スパゲティー、米粉、き
び砂糖、米油、小麦粉

牛乳、豚ひき肉(赤身)、
豆腐、豆乳、バター、か
つお節

玉ねぎ、オレンジジュー
ス、ブロッコリー、もも缶、
人参、なつみかん缶、ピー
マン、エリンギィ、寒天

　　2月予定献立表
日 曜 昼食献立名 3時おやつ

材料（昼食と午後おやつ）

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

ご飯 牛乳120(80)

かれいの生姜煮 蒸し芋ようかん

ほうれん草の白あえ

キャベツと豚肉のみそ汁

チャーハン 牛乳120(80)

ツナ餃子 大豆ソフトパン(しらす)

コーンクリームスープ

ミートスパゲティー 牛乳120(80)

わかめとコーンのスープ お菓子

りんご

ご飯 塩ちゃんこ汁 牛乳120(80)

コーン団子 人参もち

蒸しさつま芋

ほうれん草のソテー

ご飯 牛乳120(80)

さばと玉ねぎのみそ煮 みたらし団子(ごま)

菜花とささ身のごま和え

豆腐と大根のすまし汁

エ ネ ル ギ ー 538 ｋｃａｌ 鉄 2.5 ｍｇ

た ん ぱ く 質 22.2 ｇ カ ル シ ウ ム 246 ｍｇ

脂　　　質 16.4 ｇ ビ タ ミ ン C 30 ｍｇ

塩　　　分 1.5 ｇ 食 物 繊 維 4.6 ｇ

※0～２歳児クラスは午前のおやつに牛乳７０ｍｌ(月・水・金)または豆乳７０ｍｌ(火・木)とビスケットまたはクラッカーが出ます。
※アレルギーをお持ちの園児については、アレルゲンの除去または代替えで対応しています。
 <鶏卵、鶏卵を含む食材の使用はありません。マヨネーズはキューピーのエッグケア(卵不使用)を使用しています。>

※食材の納入状況により、やむを得ずメニューの変更をする場合があります。ご了承ください。

１か月の平均栄養量
（幼児・おやつ含む）

27 月

米、さつま芋、米粉、き
び砂糖、片栗粉、米油

牛乳、豚ひき肉(赤身)、
豆腐、鶏ひき肉、豆乳、
きな粉

人参、コーン、ほうれんそ
う、白菜、玉ねぎ、しめじ、
ねぎ、生姜、にんにく

28 火

米、米粉、白玉粉、きび
砂糖、片栗粉

牛乳、豆腐、さば、鶏さ
さ身、みそ、ごま、黒ごま

玉ねぎ、なばな、大根、青
梗菜、もやし、人参、ねぎ、
生姜

24 金

米、ぎょうざの皮、米油、
白玉粉、米粉、片栗粉、
きび砂糖

牛乳、豆乳、豚ひき肉
(赤身)、ツナ水煮、チー
ズ、大豆粉、しらす干し

玉ねぎ、クリームコーン
缶、コーン、人参、ほうれん
そう、パセリ、青のり

25 土

スパゲティー、小麦粉、
米油、きび砂糖

牛乳、豚ひき肉(赤身)、
鶏ひき肉

玉ねぎ、りんご、コーン、人
参、わかめ

体の調子を整えるもの

22 水

米、さつま芋、きび砂
糖、小麦粉、片栗粉

牛乳、かれい、豆腐、豚
肉、みそ、ごま

キャベツ、ほうれんそう、
人参、ねぎ、生姜

日 曜 昼食献立名 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意！

ー気管支炎や肺炎をおこすおそれも、硬い豆やナッツ類は５歳以下の子どもには食べさせないでー

(１) 豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある食品は５歳以下の子どもには食べさせないでください。

咽頭や器官に詰まると窒息しやすく、大変危険です。小さく砕いた場合でも、器官に入り込んでしまうと、

肺炎や気管支炎になるリスクがあります。

(２) ミニトマトやブドウ等の球状の食品を丸ごと食べさせると、窒息するリスクがあります。乳幼児には、

４等分する、調理にて軟らかくするなどして、よく噛んで食べさせましょう。

(３) 食べているときは、姿勢を良くし、食べることに集中させましょう。

物を口に入れたままで、走ったり、笑ったり、泣いたり、声を出したりすると、誤って吸引し、窒息・誤

嚥するリスクがあります。

(４) 節分の豆まきは個包装されたものを使用するなど工夫して行い、子どもが拾って口に入れないように、

後片付けを徹底しましょう。

詳しくは：消費者庁ウェブサイト 生命・身体にかかわる危険

http://www.caa.go.jp/notice/caution/life/

風邪には

消化のよい食事を

発熱、下痢などの症状を伴う風邪の回復には、

十分な水分補給と胃腸にやさしい食事にしま

す。おかゆは水分を多めにして、少量の塩を

加えたものを。吐き気がなければ、やわらか

く煮た野菜スープや卵がゆなどでもＯＫです。

栄養がつまった冬野菜

だいこん、かぶ、はくさい、こまつなな
ど、寒い冬に耐えて育つ野菜には、ビタ
ミンＡやビタミンＣなどの栄養が豊富で
す。食物繊維を多く含むごぼうやれんこ
んはお通じをよくし、鍋料理やスープな
どにすると、体も温まります。


