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牛乳　果物

牛乳　果物

牛乳　果物

牛乳　果物

牛乳　果物

　　　　　　　　＊太字は旬のものです。

ご飯　魚の塩焼き
麩のすまし汁
根菜のみそドレッシング和え

牛乳・生鮭・卵・ひじき
スキムミルク

精白米・小麦粉・白玉粉
里芋・砂糖・油・バター

果物・人参・ネギ・ブロッコリー
玉ねぎ・ホールコーン缶・れんこん
しめじ茸・黄桃缶

牛乳　果物

♪おたのしみ♪

15 土      　　 発　表　会

14 金
ご飯　ぎせい豆腐
付け合せ　えのきのみそ汁

牛乳・油揚げ・絞り豆腐
むきエビ・若鶏ひき肉・卵
スキムミルク

精白米・砂糖・油
果物・えのき・人参・ネギ・トマト
人参・グリンピース・キャベツ
ホールコーン缶・えのき茸

ご飯　揚げ豆腐のチリソース風
チャーシューサラダ
中華スープ　果物

牛乳・焼豆腐・ツナ缶
冷むきえび・焼き豚
豚肉・スキムミルク

ミルク　ジャムサンド

ミルク　キャロットマフィン

ミルク　グレープゼリー　お菓子

12 水

牛乳　果物

ミルク　はったい粉クッキー

11

焼ビーフン　果物
豆腐とチンゲン菜のスープ

牛乳　果物

ミルク　米粉と豆腐ドーナツ

牛乳　菓子

お茶　おにぎり

火

果物・チンゲン菜・人参・ネギ
キャベツ・きゅうり・玉ねぎ
エリンギ

牛乳　果物

8 土

ご飯　味噌煮込みおでん
レモン酢和え　果物

牛乳・厚揚げ・しらす干し
さつま揚げ・若鶏肉
スキムミルク・塩わかめ

精白米・小麦粉・里芋
砂糖・バター・ごま

果物・小松菜・人参・大根
もやし・レモン汁

果物・チンゲン菜・人参・ネギ
キャベツ・ごぼう・生姜・大根
干椎茸・しめじ茸

牛乳・豆腐・豚肉・青のり粉 精白米・ビーフン・油
果物・チンゲン菜・人参・ピーマン
キャベツ・玉ねぎ・ホールコーン缶
しめじ茸

ご飯　鶏肉の照り焼き
にしき和え　大根のみそ汁

絹豆腐・油揚げ・若鶏肉

　
精白米・米粉・砂糖・油
コーンスターチ

果物・小松菜・人参・ネギ・大根
ホールコーン缶・もやし・生椎茸

10 月
果物・人参・グリンピース・キャベツ
きゅうり・ごぼう・玉ねぎ・しめじ茸
パイン缶・レーズン・レモン汁

パン　鮭のクリームシチュー
ハワイアンサラダ　果物

13 木

建　国　記　念　日

5 水
ご飯　高野豆腐の卵とじ
酢の物　果物

パン・精白米・じゃが芋
砂糖・油・ごま・焼麩

牛乳・油揚げ・げたミンチ
若鶏挽肉・ハム・ゼラチン
スキムミルク

精白米・里芋・砂糖・ごま油
小麦粉・練りごま

金7

果物・人参・葱・ほうれん草
玉ねぎ・もやし・干椎茸

牛乳　菓子

お茶　カップケーキ

　
ミルク　いちごババロア

ミルク　麩のラスク

3 月
ご飯　若鶏と大豆の香り和え
付け合わせ　いわしのつみれ汁

牛乳・茹大豆・若鶏肉・卵
スキムミルク・塩わかめ・鰯

精白米・でん粉・砂糖・油

　
果物・人参・ネギ・パセリ・生姜
ブロッコリー・玉ねぎ・レモン汁

牛乳・高野豆腐・しらす干し
若鶏挽肉・卵・スキムミルク

　
精白米・食パン・じゃが芋
砂糖・ジャム

果物・小松菜・人参・ネギ
玉ねぎ・白菜・干椎茸・しめじ茸

牛乳・生鮭・スキムミルク

乳児おやつ(午前)

血や肉や骨になるもの 熱や力になるもの 体の調子をよくするもの 乳児･幼児おやつ(午後)

土
五目うどん　かりかり煮干し
果物

牛乳・糸かつお・しらす干し
かまぼこ

うどん・里芋・砂糖

精白米・食パン・でん粉
砂糖・油・ごま油

4 火

魚かけご飯　練りごま和え
一口ゼリー

6 木

ミルク　ツナサンド

日 曜 献立名
主　要　食　材 間

食

1

暦の上では春ですが、寒い日が続きますね。３日は節分です。
節分には豆まきをして邪気を払う風習があります。献立にも大豆を使った
料理がたくさん！おいしい給食を作るのでお楽しみに。
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牛乳　菓子

お茶　チーズスティック

振　替　休　日

29 土
もやしラーメン
酢みそ和え　果物

牛乳・しらす干し・豚肉
きなこ

中華そば・砂糖・油・ごま
小麦粉

果物・小松菜・人参・生姜・玉ねぎ
白菜・もやし・木耳・しめじ茸

牛乳　果物

ミルク　月餅
28 金

ご飯　若鶏とレバーの生姜煮
厚揚げのみそ汁　果物

　
きな粉・厚揚げ・若鶏肉
鶏レバー・スキムミルク
牛乳

精白米・焼麩・砂糖
小麦粉・油・バター

果物・にら・人参・グリンピース
ごぼう・生姜・大根・玉ねぎ
れんこん・えのき茸

牛乳　果物

ミルク　大根もち
26 水

木 ピ　ク　ニ　ッ　ク27

ご飯　豚肉のロベールソース
粉ふき芋　野菜スープ

牛乳・絹豆腐・スキムミルク
豚肉・ベーコン・しらす干し

精白米・白玉粉・じゃが芋
でん粉・砂糖・油・バター

25 火
パン　豆まめカレーシチュー
キャベツサラダ　果物

大豆・しらす干し・牛乳
ハム・スキムミルク

パン・精白米・じゃが芋
砂糖・油

果物・小松菜・人参・グリンピース
キャベツ・生姜・玉ねぎ・しめじ
ホールコーン缶・にんにく

24 月

牛乳　果物

ミルク　きんぴらおにぎり

22 土
スパゲッティナポリタン
スティック野菜　果物

牛乳・ハム

21 金

牛乳　果物

ミルク　ピーチケーキ

果物・トマトピューレ・人参・ネギ
パセリ・キャベツ・大根・玉ねぎ
ホールコーン缶・にんにく

牛乳　果物

ミルク　梅コーンおにぎり

スパゲッティ・油
果物・トマトピューレ・人参
ピーマン・にんにく・しめじ
きゅうり・玉ねぎ・大根

牛乳　菓子

お茶　菓子

20 木

牛乳　果物

ミルク　フルーツヨーグルト

19 水 自　由　献　立
牛乳　果物

ミルク　ごまトースト

18 火
チャーハン　春雨スープ
中華スープ

牛乳・豆腐・しらす干し
焼き豚・ヨーグルト
スキムミルク・塩わかめ

精白米・春雨・砂糖・油
ごま油

果物・チンゲン菜・ホールコーン缶
グリンピース・玉ねぎ・人参・ネギ
もやし・しめじ茸・みかん缶・黄桃缶

ご飯　洋風かきたま汁　果物
ベーコンとキャベツのソテー

　
牛乳・絹豆腐・若鶏肉・卵
ベーコン・スキムミルク

精白米・白玉粉・じゃが芋
でん粉・砂糖・油

果物・人参・ネギ・赤ピーマン
キャベツ・玉ねぎ・えのき茸
エリンギ

牛乳　果物

ミルク　みたらし団子

間
食

乳児おやつ(午前)

血や肉や骨になるもの 熱や力になるもの 体の調子をよくするもの 乳児･幼児おやつ(午後)

主　要　食　材

精白米・強力粉・じゃが芋
砂糖・ラード・バター・ごま

果物・人参・ネギ・パセリ・玉ねぎ
キャベツ・赤ピーマン・レーズン
黄桃缶

ご飯　魚とさつま芋の甘酢あん
華風スープ　果物

精白米・さつま芋・砂糖・油
ごま油・ごま

ご飯　魚のピザ風
付け合わせ　ポテトスープ

牛乳・あん・鰆・ベーコン
スキムミルク・チーズ・卵

日 曜 献立名

鮭・スキムミルク・ハム

17 月

果物・人参・玉ねぎ・チンゲン菜
もやし・えのき茸・ネギ・ごぼう

♢♢大豆の栄養について♢♢
☆たんぱく質(筋肉･皮ふ･血液など構成、体力up)
☆オリゴ糖(おなかの調子を整える･虫歯予防)
☆イソフラボン(骨粗しょう症予防･がん予防)

他にも食物繊維やＣａなど成長に必要な栄養素

がたくさん！毎日の食事に大豆の栄養パワーを

取り入れてね☆

※大豆は小さなお子さんにとって
窒息や誤嚥の危険があります。

加工品も多いので、年齢に応じて

取り入れてみてくださいね！
【加工品】
納豆･きな粉･豆腐･厚揚げ･豆乳
おから･油揚げ･味噌など

2月3日は節分！
大豆には災いや病気などの『魔を滅ぼす力』があるとされていた

為、「悪いものを追い払い、福を呼び込む」ように豆まきをします。

♦豆まきＱ＆Ａ♦ ＊豆まきの豆はなぜ『煎り豆』を使うの？

⇒『魔』に対して、まかれた豆から芽が出ると災いが

起こると考えられているので、芽がでないよう

大豆を煎って使います。


