
エネルギー

たんぱく質

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
　脂質／塩分
 (  )は未満児

601.0(574.8)

1 20.5(18.4)

水 22.4(19.4)

和み給食の日 2.2(1.8)

585.2(566.0)

2 22.2(20.1)

木 16.6(14.6)

1.1(0.9)

586.6(524.0)

3 24.7(21.0)

金 23.0(19.5)

1.2(1.0)

4土 家族ふれあいの日 サンドウィッチ 牛乳 バナナ

636.3(612.5)

6 24.0(21.1)

月 25.6(22.5)
まめ豆メニュー 2.3(1.9)

555.6(517.5)

7 23.8(21.5)

火 19.3(17.3)

旬の味献立 0.8(0.7)

576.8(553.3)

8 20.3(18.9)

水 9.9(8.6)

0.7(0.6)

606.1(608.2)

9 16.7(15.7)

木 20.3(18.6)

1.1(1.0)

535.5(483.1)

10 24.3(21.1)

金 18.1(15.8)

地産地消の日 2.4(1.9)

11土 家族ふれあいの日 サンドウィッチ 牛乳 バナナ

522.0(519.1)

13 22.0(20.1)

月 15.7(14.0)

1.4(1.2)

553.2(510.4)

14 23.8(20.6)

火 17.8(16.0)

1.2(1.0)

556.5(534.1)

15 18.6(16.8)

水 18.1(15.3)

1.2(1.0)

589.9(554.6)

16 22.2(20.0)

木 17.4(15.2)
コツコツメニュー 1.5(1.2)

650.7(554.4)

17 27.4(22.8)

金 27.5(22.7)

2.3(1.9)

18土 家族ふれあいの日 サンドウィッチ 牛乳 バナナ

568.4(547.0)

20 23.3(21.2)

月 18.8(16.1)
カミカミメニュー 1.3(1.1)

528.1(464.5)

21 16.1(14.0)

火 13.6(11.7)

1.3(1.1)

664.6(629.0)

22 18.7(16.6)

水 25.1(21.0)

誕生会 1.7(1.3)

597.6(547.8)

24 24.8(21.5)

金 17.1(15.2)
煮干しふりかけ 2.7(2.2)

25土 家族ふれあいの日 サンドウィッチ 牛乳 バナナ

553.7(547.1)

27 23.8(22.1)

月 21.7(19.6)

1.4(1.3)

538.8(481.4)

28 16.4(14.3)

火 14.4(12.5)
鉄分補給献立 1.9(1.2)

牛乳　いりこ
ベビーチーズ

米、パン粉、三温糖、砂糖、油
◎米

かぼちゃのミートソースがけ
きゅうりの梅肉おかか和え
人参グラッセ
りんご

米、○マーガリン、〇砂糖
マーガリン、米粉、三温糖、砂糖
オリーブ油、ホットケーキ粉

○牛乳、○バター、豚ひき肉
ちくわ、かつお節、鶏レバー

かぼちゃ、りんご、きゅうり、にんじん
たまねぎ、ケチャップ、しいたけ、うめ干し
◎バナナ、〇にんじん

牛乳
バナナ

豆腐ハンバーグ
ゆばサラダ
ブロッコリー
バナナ

ポテトガレット
ひじきと厚揚げの炒り煮
かぼちゃ煮
りんご

米、じゃがいも、○ほしたべよ
糸こんにゃく、三温糖、砂糖
油、ごま油

牛乳　いりこ
人参カップケーキ

（卵・乳）

○牛乳、○ベビーチーズ
木綿豆腐、合いびき肉、卵
湯葉、ごま

バナナ、ブロッコリー、きゅうり、たまねぎ
にんじん、レタス、コーン、しいたけ
ケチャップ、葉ねぎ、生わかめ、ひじき

牛乳
おにぎり

牛乳　いりこ
ビスコ
（乳）

煮干しふりかけ
白身魚のコーンマヨネーズ焼き
チンゲン菜とツナのごま酢和え
のっぺい汁　みかん

米、さといも、○食パン
○ホットケーキ粉、片栗粉
○マーガリン、○グラニュー糖
砂糖、ノンエッグマヨネーズ

○牛乳、たら、ツナ、油揚げ
ごま、かつお節、いりこ 牛乳

バナナ

牛乳　いりこ
メロンラスク
（卵・乳）

～ゆきだるまランチ～
クリームシチュー
大根とツナのあえ物
さつま芋の天ぷら　ゼリー

米、さつまいも、○ビスコ
じゃがいも、小麦粉、油、◎米
ノンエッグマヨネーズ

○牛乳、豚肉、ツナ
シチュールウ、ベーコン、卵

たまねぎ、だいこん、にんじん、きゅうり
コーン缶、ブロッコリー、しめじ、ゼリー 牛乳

おにぎり

みかん、だいこん、こまつな、チンゲンサイ
にんじん、コーン、クリームコーン缶、ごぼう
ねぎ、○レモン、生わかめ、パセリ粉
◎バナナ

牛乳
いりこスナック

タンドリーチキン
さつま芋サラダ
しらたきとごぼうのきんぴら
バナナ

○牛乳、とろけるチーズ
厚揚げ、ハム、ちくわ

りんご、かぼちゃ、にんじん、いんげん
ひじき、◎バナナ 牛乳

バナナ
牛乳　いりこ
ほしたべよ

○牛乳、鶏もも肉、ヨーグルト
卵、○いりこ、ハム、ごま

バナナ、たまねぎ、にんじん、きゅうり
ごぼう、いんげん、コーン缶、カレー粉
○あおのり

牛乳
おにぎり

米、さつまいも、しらたき
ノンエッグマヨネーズ、○三温糖
砂糖、ごま油、◎米

チリコンカン
春雨の酢の物
いんげんの天ぷら
みかん

米、小麦粉、はるさめ、油
三温糖、砂糖、米粉、ごま油
◎米、〇ハッピーターン

牛乳　いりこ
あずき入り
蒸しパン
（卵・乳）

パン給食
白身魚のオランダ揚げ
コールスローサラダ
オニオンスープ　みかん

パン、油、てんぷら粉、○雪の宿
オリーブ油、砂糖

○牛乳、たら、ハム、卵 みかん、たまねぎ、きゅうり、キャベツ
りんご、ブロッコリー、にんじん、干しぶどう
ピーマン、◎バナナ

牛乳
バナナ

牛乳　いりこ
雪の宿

おからの洋風玉子焼き
白菜のじゃこドレッシングあえ
ブロッコリー
バナナ

米、○小麦粉、○砂糖、砂糖
ごま油、パン粉、○油、◎米

○牛乳、卵、○あんこ
とろけるチーズ、おから、○卵
牛乳、ハム、ちりめんじゃこ

はくさい、バナナ、ほうれんそう、ブロッコリー
たまねぎ、にんじん、しめじ 牛乳

おにぎり

○牛乳、水煮大豆、卵
豚ひき肉、かにかまぼこ
ごま

みかん、たまねぎ、いんげん、にんじん
きゅうり、ケチャップ、もやし
レタス、生わかめ、トマトジュース缶

牛乳
おにぎり

牛乳　いりこ
ハッピーターン

○牛乳、さけ、○おから
○卵、ハム、みそ、すりごま

だいこん、りんご、もやし、ブロッコリー
にんじん、キャベツ、たまねぎ、しめじ
○干しぶどう、生わかめ、◎バナナ

牛乳
バナナ

牛乳　いりこ
チキンウインナー

（乳）

ぎせい豆腐
磯香和え
ちーちく
バナナ

米、三温糖、◎米 ○牛乳、木綿豆腐、ちくわ
鶏ひき肉、○ウエハース
チーズ、卵、かつお節

バナナ、ほうれんそう、にんじん、もやし
たまねぎ、しいたけ、葉ねぎ、きざみのり

牛乳　いりこ
おからチョコ
ボール
（卵・乳）

鮭のちゃんちゃん焼き
ブロッコリーと人参のナムル
大根煮
りんご

米、○マーガリン
○ホットケーキ粉、三温糖
○三温糖、マーガリン、ごま油

米、三温糖、片栗粉
ノンエッグマヨネーズ、◎米

牛乳
おにぎり

牛乳　いりこ
ウエハース
（乳）

ちくわのタルタルソース焼き
ひじきのマリネ
五目みそ汁
りんご

米、さといも
ノンエッグマヨネーズ、砂糖、油

○牛乳、ちくわ
○チキンウインナー、卵
鶏ささ身、みそ
とろけるチーズ、油揚げ

りんご、だいこん、きゅうり、たまねぎ
にんじん、ごぼう、ねぎ、ひじき、◎バナナ 牛乳

バナナ

厚揚げの甘酢いため
根菜のごま味マヨサラダ
もろきゅう
バナナ

米、○小麦粉、○マーガリン
○きび砂糖、砂糖
三温糖、○グラニュー糖、片栗粉
ノンエッグマヨネーズ、◎米

○牛乳、厚揚げ
もろみみそ、ごま、みそ

バナナ、きゅうり、ごぼう、にんじん
たまねぎ、ピーマン、しめじ、いんげん
パプリカ、ひじき

牛乳
おにぎり

牛乳　いりこ
ショートブレッド
（乳）

○ヨーグルト、卵、鶏もも肉
油揚げ、牛乳、ごま

たまねぎ、みかん、トマト、だいこん
にんじん、きゅうり、葉ねぎ 牛乳

おにぎり

牛乳　いりこ
源氏パイ
（乳）

さばの味噌煮
切干大根煮
ブロッコリー
りんご

米、三温糖、○グラニュー糖
○砂糖

牛乳、さば、ちくわ、油揚げ
○牛乳、○きな粉、みそ
○黒すりごま、○すりごま

○かぼちゃ、りんご、ブロッコリー
切り干しだいこん、にんじん、しいたけ
いんげん、◎バナナ

ヨーグルト
（乳）

親子丼
油揚げと野菜のサラダ
トマト
みかん

牛乳
バナナ

牛乳　いりこ
かぼちゃの胡麻
きなこかけ
（乳）

豆腐のピカタ
キャベツの昆布あえ
豚汁
バナナ

米、○源氏パイ、糸こんにゃく
さつまいも、油、小麦粉、◎米

○牛乳、木綿豆腐、卵、豚肉
みそ、油揚げ、ちくわ、バター

キャベツ、バナナ、たまねぎ、だいこん
にんじん、葉ねぎ、塩こんぶ、ごぼう
カレー粉

牛乳
おにぎり

牛乳　いりこ
フレンチトースト
（卵・乳）

～節分ランチ～
いわしのアングレース
大豆の五目煮
スティックきゅうり　みかん

米、糸こんにゃく、油、片栗粉
三温糖、パン粉、〇白い風船

○牛乳、いわし、水煮大豆
ちくわ、鶏ひき肉

みかん、きゅうり、にんじん、ごぼう
いんげん、しいたけ、◎バナナ 牛乳

バナナ

牛乳　いりこ
白い風船
（乳）

鶏ごぼうハンバーグ
ほうれん草のごま和え
人参の甘煮
バナナ

米、○食パン、ながいも、三温糖
○砂糖、パン粉、砂糖
○マーガリン、○粉糖、◎米

○牛乳、鶏ひき肉、○卵
卵、ちくわ、すりごま

バナナ、ほうれんそう、たまねぎ
にんじん、もやし、キャベツ、だいこん
ごぼう、しいたけ

牛乳
おにぎり

赤飯
大豆とにらのつくね揚げ
水菜とちくわの卵とじ
カリカリ大根　みかん

米、○ぱりんこ、三温糖、油
てんぷら粉、片栗粉、◎米

○牛乳、卵、水煮大豆
あずき、しらす干し,ちくわ

みずな、みかん、だいこん、たまねぎ
にんじん、にら、ひじき、しょうが、うめ干し 牛乳

おにぎり
牛乳　いりこ
ぱりんこ

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ 3時おやつ

2月のメニュー 令和５年２月
認定こども園あおがき

筋力や皮膚を強くします


