
日 曜 ごはん おやつ 　血や肉になる 　熱や力になる 　調子を整える

1 水
ごはん　みそ汁(きゃべつ・えのき)
筑前煮
こっぱなます　きゃべつときゅうりの塩昆布和え

麦茶　牛乳　果物
スイートポテト

みそ　高野豆腐　鶏肉
油揚げ　豆乳　牛乳

米　砂糖　サラダ油
すりごま　さつまいも

きゃべつ　えのき　ごぼう　人参
干ししいたけ　青菜　大根　万能ねぎ
きゅうり　塩昆布　果物

2 木
玄米ごはん　みそ汁(じゃがいも・万能ねぎ)
鮭と大根のみそ煮
青菜ともやしのごま塩和え　人参シリシリ

麦茶　いりこ
ひじきおにぎり

みそ　鮭　赤みそ
しらす　煮干し　油揚げ

米　玄米　じゃがいも
いりごま　砂糖

小ねぎ　大根　生姜　青菜
もやし　人参　にら　ひじき
海苔

3 金
ごはん　けんちん汁
麻婆豆腐
温野菜サラダ

麦茶　牛乳
ロールサンドと
　　　スティックラスク

厚揚げ　みそ　豆腐
豚ひき肉　赤みそ　牛乳

米　ごま油　砂糖
片栗粉　サラダ油　食パン
いちごジャム　いりごま
バター

干ししいたけ　人参　大根　ごぼう
白菜　小ねぎ　にら　長ねぎ
かぼちゃ　きゅうり　青のり

4 土
ごはん　みそ汁(玉ねぎ・青菜)
鶏のパン粉焼き
白菜と青菜の磯和え　塩かぼちゃ

麦茶　いりこ
焼きおにぎり

みそ　鶏肉　煮干し
米　オリーブ油　パン粉
サラダ油　ごま油

玉ねぎ　青菜　白菜　海苔
かぼちゃ

6 月
ごはん　みそ汁(なめこ・白玉麩)
鶏団子の白菜あんかけ
さつまいもと切昆布の煮物　三色ナムル

麦茶　いりこ
ハムチーズ焼きおにぎり

みそ　鶏ひき肉　油揚げ
ハム　チーズ

米　白玉麩　上新粉
砂糖　片栗粉　さつまいも
ごま油

なめこ　長ねぎ　人参　生姜
白菜　刻み昆布　青菜　もやし

7 火
ごはん　みそ汁(豆腐・わかめ)
豚と野菜のうま煮
きゃべつサラダ

麦茶　牛乳
人参ケーキ

豆腐　みそ　豚肉
牛乳　卵

米　じゃがいも　砂糖
サラダ油　オリーブ油
薄力粉　人参ジャム　バター

わかめ　人参　ごぼう　ブロッコリー
きゃべつ　きゅうり　玉ねぎ
オレンジジュース

8 水
麦ごはん　みそ汁(大根・人参)
かれいの香草焼き
さつまいもと青菜の白和え　コーン入り春雨サラダ

麦茶　牛乳
ハンバーガー

みそ　かれい　豆腐
ハム　豚ひき肉　牛乳

米　押麦　オリーブ油
砂糖　すりごま　ポッケ
春雨　ごま油　さつまいも
上新粉

大根　人参　玉ねぎ　セロリ
青菜　きゅうり　コーン缶　刻み昆布

9 木
玄米ごはん　みそ汁(白菜・油揚げ)
鶏の照り焼き
厚揚げとツナの炒め物　大根サラダ

麦茶　牛乳
わかめラーメン

油揚げ　みそ　鶏肉
厚揚げ　ツナ缶　牛乳

米　玄米　ごま油
砂糖　サラダ油　中華麺
いりごま

白菜　生姜　長ねぎ　大根
きゅうり　人参　コーン缶　もやし
わかめ

10 金
森のきのこカレー
ポトフ
海藻サラダ

麦茶　牛乳　果物
マーブルクッキー

豚肉　しらす　牛乳
ウインナー

米　じゃがいも　サラダ油
上新粉　ごま油　薄力粉
砂糖　さつまいも　バター

人参　玉ねぎ　しめじ　舞茸
りんご　ブロッコリー　きゃべつ　かぶ
セロリ　わかめ　レタス　きゅうり

11 土 建国記念日

13 月
麦ごはん　みそ汁(もやし・長ねぎ)
じゃがいもと鶏肉のごま煮
ブロッコリーのおかか和え　人参ときゅうりのサラダ

麦茶　牛乳
ピザパン

みそ　鶏肉　かつお節
ベーコン　牛乳　チーズ

米　押麦　じゃがいも
砂糖　すりごま　サラダ油
薄力粉　オリーブ油

もやし　長ねぎ　ブロッコリー　人参
きゅうり　玉ねぎ　ピーマン

14 火
ごはん　沢煮椀
さばの炒り焼き
青菜と人参のおひたし　きゃべつとお揚げさんの梅煮

麦茶　牛乳
チョコチップスコーン

豚肉　さば　かつお節
油揚げ　牛乳

米　砂糖　ごま油
薄力粉　チョコチップ
バター

人参　大根　ごぼう　えのき
干ししいたけ　長ねぎ　にんにく　青菜
きゃべつ　生姜　梅干し

15 水
ごはん　みそ汁(きゃべつ・えのき)
筑前煮
こっぱなます　きゃべつときゅうりの塩昆布和え

麦茶　牛乳　果物
スイートポテト

みそ　高野豆腐　鶏肉
油揚げ　豆乳　牛乳

米　砂糖　サラダ油
すりごま　さつまいも

きゃべつ　えのき　ごぼう　人参
干ししいたけ　青菜　大根　万能ねぎ
きゅうり　塩昆布　果物

16 木
玄米ごはん　みそ汁(じゃがいも・万能ねぎ)
鮭と大根のみそ煮
青菜ともやしのごま塩和え　人参シリシリ

麦茶　いりこ
ひじきおにぎり

みそ　鮭　赤みそ
しらす　煮干し　油揚げ

米　玄米　じゃがいも
いりごま　砂糖

小ねぎ　大根　生姜　青菜
もやし　人参　にら　ひじき
海苔

17 金
ごはん　けんちん汁
麻婆豆腐
温野菜サラダ

麦茶　牛乳
ジャムサンド

厚揚げ　みそ　豆腐
豚ひき肉　赤みそ　牛乳

米　ごま油　砂糖
片栗粉　サラダ油　食パン
いちごジャム

干ししいたけ　人参　大根　ごぼう
白菜　小ねぎ　にら　長ねぎ
かぼちゃ　きゅうり

18 土
ごはん　みそ汁(玉ねぎ・青菜)
鶏のパン粉焼き
白菜と青菜の磯和え　塩かぼちゃ

麦茶　いりこ
焼きおにぎり

みそ　鶏肉　煮干し
米　オリーブ油　パン粉
サラダ油　ごま油

玉ねぎ　青菜　白菜　海苔
かぼちゃ

20 月
ごはん　みそ汁(なめこ・白玉麩)
鶏団子の白菜あんかけ
さつまいもと切昆布の煮物　三色ナムル

麦茶　いりこ
ハムチーズ焼きおにぎり

みそ　鶏ひき肉　油揚げ
ハム　チーズ

米　白玉麩　上新粉
砂糖　片栗粉　さつまいも
ごま油

なめこ　長ねぎ　人参　生姜
白菜　刻み昆布　青菜　もやし

21 火
ごはん　みそ汁(豆腐・わかめ)
豚と野菜のうま煮
きゃべつサラダ

麦茶　牛乳
人参ケーキ

豆腐　みそ　豚肉
牛乳　卵

米　じゃがいも　砂糖
サラダ油　オリーブ油
薄力粉　人参ジャム　バター

わかめ　人参　ごぼう　ブロッコリー
きゃべつ　きゅうり　玉ねぎ
オレンジジュース

22 水
麦ごはん　みそ汁(大根・人参)
かれいの香草焼き
さつまいもと青菜の白和え　コーン入り春雨サラダ

麦茶　牛乳
ハンバーガー

みそ　かれい　豆腐
ハム　豚ひき肉　牛乳

米　押麦　オリーブ油
砂糖　すりごま　ポッケ
春雨　ごま油　さつまいも
上新粉

大根　人参　玉ねぎ　セロリ
青菜　きゅうり　コーン缶　刻み昆布

23 木 天皇誕生日

24 金
森のきのこカレー
ポトフ
海藻サラダ

麦茶　牛乳　果物
マーブルクッキー

豚肉　しらす　牛乳
ウインナー

米　じゃがいも　サラダ油
上新粉　ごま油　薄力粉
砂糖　さつまいも　バター

人参　玉ねぎ　しめじ　舞茸
りんご　ブロッコリー　きゃべつ　かぶ
セロリ　わかめ　レタス　きゅうり

25 土
中華風あんかけごはん
具沢山みそ汁
きゅうりとわかめの酢の物

麦茶
チーズサンド

豚肉　みそ　チーズ
米　砂糖　ごま油
片栗粉　プティブラン

人参　玉ねぎ　にら　白菜
干ししいたけ　きくらげ　チンゲン菜
生姜　にんにく　大根　長ねぎ
しめじ　きゃべつ　きゅうり　わかめ

27 月
麦ごはん　みそ汁(もやし・長ねぎ)
じゃがいもと鶏肉のごま煮
ブロッコリーのおかか和え　人参ときゅうりのサラダ

麦茶　牛乳
ピザパン

みそ　鶏肉　かつお節
ベーコン　牛乳　チーズ

米　押麦　じゃがいも
砂糖　すりごま　サラダ油
薄力粉　オリーブ油

もやし　長ねぎ　ブロッコリー　人参
きゅうり　玉ねぎ　ピーマン

28 火
ごはん　沢煮椀
さばの炒り焼き
青菜と人参のおひたし　きゃべつとお揚げさんの梅煮

麦茶　牛乳
さつまいもジャムスコーン

豚肉　さば　かつお節
油揚げ　豆乳　牛乳

米　砂糖　ごま油
薄力粉　さつまいも　バター

人参　大根　ごぼう　えのき
干ししいたけ　長ねぎ　にんにく　青菜
きゃべつ　生姜　梅干し

2月のこんだて のしお一丁目保育園

 ※献立は都合により変更する場合があります。
2月の行事といえば節分です。節分の食べ物といえば、福豆、いわし、最近では恵方巻です。保育園では、おやつに恵方巻……のようなロールサン
ドを出す予定です。恵方(今年は『南南東微南』です)を向いてお願い事をしながら無言で食べれば願いが叶う、かも？　よく噛んで食べてください
ね。
そして、関東の一部ではけんちん汁を節分に食べるところがあり、お昼にはけんちん汁が出ます。節分、初午(お稲荷さんの祭)、えびす講(五穀豊
穣、商売繁盛祈願)といった、冬場の行事にふるまわれていた食べ物ですが、徐々にそういった行事がなくなっていき、今でも残っている節分にけ
んちん汁を食べているのだそうです。根菜たっぷりで体の温まる汁物です。美味しく食べて寒い時期を元気に乗り切りましょう！
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