
10時のおやつ 10時のおやつ

（3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児

ご飯 精白米 さば しょうが エネルギー 523kcal 586kcal 麦わかめご飯 精白米 ぶり 乾わかめ エネルギー 521kcal 587kcal

さばの味噌煮 三温糖 淡色辛みそ こまつな バナナ たんぱく質 18.9g 20.3g ぶりの照焼き 押麦 大豆水煮缶詰 ごぼう どら焼き たんぱく質 20.8g 22.7g

小松菜のしょうゆ炒め 調合油 焼き竹輪 にんじん クレープ 脂  質 18.8g 19.7g 五目煮豆 板こんにゃく 油揚げ にんじん 脂  質 19.1g 20.2g

ミニトマト 片栗粉 鶏卵 ミニトマト ミニトマト 三温糖 淡色辛みそ 刻み昆布 牛乳

かき卵汁 薄力粉 削り節 切りみつば 牛乳 かぼちゃと油揚げの味噌汁 ホットケーキミックス 鶏卵 ミニトマト

砂糖 ホイップクリーム えのきたけ 有塩バター あずき かぼちゃ

ラーメン 中華めん 焼き豚 ほうれんそう エネルギー 562kcal 614kcal 和風ツナスパゲティー スパゲティ まぐろ油漬缶詰 たまねぎ エネルギー 533kcal 576kcal

揚げギョーザ ごま油 鶏卵 長ねぎ カレーポテト たんぱく質 21.0g 22.3g キャベツとハムのサラダ 調合油 ロースハム ぶなしめじ チーズ たんぱく質 20.2g 21.5g

きゅうりのナムル 調合油 なると きゅうり ドック 脂  質 23.4g 19.6g もやしと玉ねぎのスープ 有塩バター プロセスチーズ 生しいたけ 蒸しパン 脂  質 21.1g 19.6g

果物 三温糖 ロースハム にんじん ヨーグルト マヨネーズ にんじん

ロールパン 切れてるチーズ くだもの 牛乳 黄ピーマン 牛乳

ソフトマーガリン にんにく

鬼さんライス 精白米 焼き竹輪 たまねぎ エネルギー 611kcal 679kcal ドライカレー 精白米 ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 529kcal 582kcal

鶏肉の照り焼き 調合油 ウインナーソーセージ にんじん セルフ たんぱく質 21.0g 22.8g パンプキンサラダ 有塩バター 大豆水煮缶詰 にんじん フライ たんぱく質 19.3g 20.1g

スナップえんどう 蒸し中華めん 若鶏もも 長ねぎ 手巻き寿司 脂  質 18.7g 19.6g チーズキッス 調合油 ロースハム はくさい たこ焼き 脂  質 22.7g 23.8g

つみれ汁 黒豆 つみれ スナップえんどう 白菜と人参のスープ 薄力粉 チーズ くりかぼちゃ

果物 三温糖 削り節 だいこん 野菜ジュース 果物 マヨネーズ かつお節 きゅうり 牛乳

砂糖 まぐろ油漬缶詰(白) くだもの くだもの

たまごサンドイッチ 食パン 鶏卵 キャベツ エネルギー 583kcal 644kcal ふりかけ玄米ご飯 精白米 たら あおのり エネルギー 495kcal 548kcal

野菜とウインナーのソテー ソフトマーガリン ウインナーソーセージ たまねぎ かやく たんぱく質 16.8g 17.6g たらの香り揚げ 玄米 鶏卵 キャベツ 豆腐 たんぱく質 20.5g 22.2g

人参ポタージュ マヨネーズ 生クリーム にんじん おにぎり 脂  質 24.9g 27.3g キャベツのゆかりあえ 薄力粉 若鶏もも きゅうり ブラウニー 脂  質 15.0g 15.1g

果物 調合油 若鶏もも ごぼう 里芋汁 調合油 削り節 しその葉

有塩バター 油揚げ くだもの 野菜ジュース ミニゼリー さといも 絹ごし豆腐 にんじん 牛乳

精白米 ゼリー ぶなしめじ

ハヤシライス 精白米 ぶたもも たまねぎ エネルギー 559kcal 625kcal

フレンチサラダ 調合油 ベーコン にんじん きな粉サンド たんぱく質 20.2g 21.8g

チンゲン菜とベーコンのスープ 三温糖 きな粉 マッシュルーム 脂  質 21.1g 22.7g

ミニゼリー ゼリー キャベツ 牛乳

食パン きゅうり

ソフトマーガリン パプリカ

チャーハン 精白米 鶏卵 長ねぎ エネルギー 510kcal 573kcal

中華サラダ 調合油 焼き豚 グリーンピース マドレーヌ たんぱく質 15.4g 16.1g

わかめとコーンのスープ ごま油 なると キャベツ 脂  質 20.5g 22.1g

緑豆はるさめ きゅうり 牛乳

いりごま にんじん

三温糖 コーン缶詰粒

玄米ご飯 精白米 鶏ひき肉 れんこん エネルギー 496kcal 536kcal

れんこん鶏つくね 玄米 鶏卵 長ねぎ アップルパイ たんぱく質 17.6g 18.3g

ほうれん草のごま味噌和え パン粉 淡色辛みそ えのきたけ 脂  質 17.5g 18.0g

豆腐とえのきのすまし汁 オリーブ油 木綿豆腐 ほうれんそう 牛乳

果物 三温糖 削り節 にんじん

片栗粉 くだもの

にんじんロールパン ロールパン ぎんざけ にんじん エネルギー 532kcal 599kcal

さけのパン粉焼き マヨネーズ パルメザンチーズ パセリ きつね たんぱく質 23.0g 25.5g

ブロッコリーのドレッシングサラダ パン粉 ロースハム ブロッコリー おにぎり 脂  質 20.7g 22.3g

コーンチャウダー オリーブ油 若鶏もも 黄ピーマン

果物 三温糖 脱脂粉乳 たまねぎ 麦茶

調合油 油揚げ くだもの

かき揚げうどん ゆでうどん ブラックタイガー たまねぎ エネルギー 484kcal 523kcal

きゅうりとわかめの酢の物 薄力粉 鶏卵 にんじん フレンチ たんぱく質 18.9g 19.5g

チーズキッス 調合油 しらす干し 青ピーマン トースト 脂  質 17.2g 16.9g

果物 三温糖 チーズ ほうれんそう

食パン 長ねぎ 牛乳

有塩バター くだもの
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※材料の都合により、変更することがあります。
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2月の旬の食材

大根 白菜 ねぎ 小松菜 ほうれん草

ブロッコリー カリフラワー さといも

みかん いよかん いちご たら ぶり

料理の配膳

料理の配膳の仕方は、

子どもの頃から身につけたい

ものです。左手にごはん茶碗を持ち、右手に箸を持つ日

本人の食べ方は和食の基本です。 配膳の方法も、向かっ

て左がごはん、右に汁物、

汁物の向こうに主菜、その左側（ごはんの向こう側）に

副菜、真ん中に副副菜を置きます。いっしょに食べる大

人が子どもに伝えたい、日本の食文化といえるでしょう。

節分メニュー

目標量 今月 目標量 今月

エネルギー 432kcal 535kcal 549kcal 593kcal

たんぱく質 17.3g 19.6g 20.6g 20.8g

脂質 14.4g 20.0g 17.1g 20.8g

乳児(1～2歳児) 幼児(3～5歳児)

節分の豆まきは、季節の変わり目に起

きやすい体調不良(邪気＝鬼)を払い、福

を呼び込むために使われるのが、大きな

豆＝「大豆」です。ちなみに大豆は、生

でまくと芽が出て縁起が悪いとされてい

るため、必ず煎った豆を使います。地域

により殻付きの落花生で豆まきをすると

ころもあります。鬼役になったり、豆を

家庭での食事は、決まった時間に食べ

ていますか？大人は一日に3回、子ども

は3回の食事では必要な栄養を補えない

ので、プラス1必要量のおおよそ
前後)。食事の時間を決め

て、お腹の空くリズムを


