
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

ハムチーズサンドイッチ 食パン プロセスチーズ きゅうり エネルギー 469 Kcal 517 Kcal 野菜たっぷりカツ煮丼 精白米 ぶたロース たまねぎ エネルギー 468 Kcal 511 Kcal

ブロッコリーのゴマサラダ ソフトマーガリン ロースハム ブロッコリー おでん たんぱく質 18.9ｇ 20.2ｇ ほうれん草と竹輪のおかかあえ 押麦 鶏卵 にんじん 非常用 ビスコ たんぱく質 18.2ｇ 19.4ｇ

クリームシチュー 三温糖 若鶏もも キャベツ 脂  質 23.3 ｇ 25.4 ｇ ミニトマト 薄力粉 焼き竹輪 グリーンピース 脂  質 15.0 ｇ 14.8 ｇ

果物 調合油 焼き竹輪 赤ピーマン 麦茶 里芋と油揚げの味噌汁 半生パン粉 かつお節 ほうれんそう 牛乳

じゃがいも うずら卵水煮缶詰 たまねぎ バナナヨーグルト 調合油 油揚げ りょくとうもやし

有塩バター はんぺん くだもの 三温糖 淡色辛みそ ミニトマト

ご飯 精白米 さば しょうが エネルギー 465 Kcal 526 Kcal わかめご飯 精白米 ぎんざけ 乾わかめ エネルギー 488 Kcal 540 Kcal

さばの竜田揚げ 片栗粉 油揚げ きゅうり ミルク たんぱく質 17.4ｇ 18.7ｇ さけのちゃんちゃん焼き 有塩バター 甘みそ キャベツ アメリカンドック たんぱく質 17.9 ｇ 19.2 ｇ

きゅうりのゆかりあえ 調合油 淡色辛みそ しその葉 ココアゼリー 脂  質 15.4 ｇ 15.6 ｇ 付け合わせのふかし芋 調合油 削り節 りょくとうもやし 脂  質 16.9 ｇ 17.7 ｇ

れんこんの金平 三温糖 ゼラチン れんこん ミニトマト さつまいも 魚肉ソーセージ たまねぎ 牛乳

かぼちゃと油揚げの味噌汁 いりごま にんじん おせんべい ほうれん草とえのきのすまし汁 小麦粉 鶏卵 にんじん

せんべい さやいんげん 果物 三温糖 くだもの

鬼さんライス 精白米 鶏ひき肉 たまねぎ エネルギー 601 Kcal 686 Kcal チャンポン風うどん ゆでうどん ぶたもも キャベツ エネルギー 490 Kcal 542 Kcal

鶏肉のコーンフレーク焼き 調合油 焼き竹輪 にんじん 青のり たんぱく質 21.4ｇ 23.5ｇ ぎせい豆腐 調合油 なると りょくとうもやし 五平餅 たんぱく質 21.5 ｇ 23.5 ｇ

スナップえんどう 中華めん ウインナーソーセージ トマトケチャプ ポテトビーンズ 脂  質 25.4 ｇ 27.9 ｇ 茹でブロッコリー 三温糖 うずら卵水煮缶詰 にんじん 脂  質 15.9 ｇ 16.0 ｇ

つみれ汁 黒豆 若鶏もも スナップえんどう 果物 精白米 木綿豆腐 ゆでたけのこ 牛乳

果物 マヨネーズ つみれ にんにく ヨーグルトドリンク いりごま 鶏ひき肉 にら

コーンフレーク 削り節 くだもの 鶏卵 くだもの

三色丼 精白米 鶏ひき肉 ほうれんそう エネルギー 491 Kcal 549 Kcal ツナピラフ 精白米 まぐろ油漬缶詰(白) たまねぎ エネルギー 487 Kcal 536 Kcal

マカロニサラダ 押麦 鶏卵 きゅうり 青のり たんぱく質 18.8ｇ 20.3ｇ 切り干し大根のマヨサラダ 有塩バター 鶏卵 にんじん フレンチトースト たんぱく質 15.6ｇ 16.2ｇ

きのこ汁 三温糖 ロースハム にんじん ポテトビーンズ 脂  質 19.7 ｇ 20.8 ｇ 白菜としめじのスープ 調合油 きゅうり 脂  質 15.6 ｇ 15.9 ｇ

果物 いりごま 油揚げ まいたけ 果物 いりごま マッシュルーム 牛乳

マカロニ かつお節 えのきたけ ヨーグルトドリンク マヨネーズ 切干しだいこん

マヨネーズ 大豆水煮缶詰 くだもの 食パン くだもの

味噌ラーメン 中華めん ぶたひき肉 はくさい エネルギー 513 Kcal 568 Kcal ひき肉カレー 精白米 ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 534 Kcal 594 Kcal

揚げギョーザ ごま油 淡色辛みそ たまねぎ コッペパン たんぱく質 17.7ｇ 18.7ｇ フレンチサラダ 有塩バター 絹ごし豆腐 にんじん お豆腐ブラウニー たんぱく質 15.9ｇ 16.6ｇ

ミニトマト 調合油 つぶしあん りょくとうもやし （あん＆マーガリン） 脂  質 16.9 ｇ 17.4 ｇ かぶとしめじのスープ 調合油 鶏卵 さやいんげん 脂  質 19.1 ｇ 20.3 ｇ

きゅうりのナムル 三温糖 にんじん 果物 三温糖 キャベツ 牛乳

果物 コッペパン にら 牛乳 きゅうり

ソフトマーガリン くだもの 赤ピーマン

ビビンバ丼 精白米 ぶたひき肉 こまつな エネルギー 511 Kcal 606 Kcal

パンプキンサラダ 押麦 淡色辛みそ だいずもやし 黒糖蒸しパン たんぱく質 17.5ｇ 20.0ｇ

わかめとコーンのスープ 三温糖 ロースハム にんじん 脂  質 16.1 ｇ 17.0 ｇ

ヨーグルト ごま油 くりかぼちゃ 牛乳

マヨネーズ きゅうり

黒砂糖 コーン缶詰粒

しらすとごまのチャーハン 精白米 鶏卵 長ねぎ エネルギー 492 Kcal 543 Kcal

もやしの中華和え 押麦 しらす干し りょくとうもやし 大学芋 たんぱく質 15.4ｇ 15.8ｇ

春雨スープ 調合油 ロースハム きゅうり 脂  質 13.8 ｇ 13.4 ｇ

果物 いりごま にんじん 牛乳

ごま油 ほうれんそう

三温糖 くだもの

ロールパン ロールパン ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 506 Kcal 572 Kcal

ミートボール パン粉 鶏卵 トマトホール缶詰 ツナ昆布 たんぱく質 20.9ｇ 23.0ｇ

ブロッコリーの和風ドレッシングサラダ 三温糖 ベーコン トマトケチャプ おにぎり 脂  質 19.6 ｇ 21.0 ｇ

キャベツとベーコンのミルクスープ 調合油 調整豆乳 赤ピーマン

果物 精白米 まぐろ油漬缶詰 ブロッコリー 麦茶

くだもの

ふりかけ玄米ご飯 精白米 さわら こまつな エネルギー 530 Kcal 595 Kcal

さわらの塩麹焼き 玄米 油揚げ にんじん スコーン たんぱく質 20.2ｇ 22.0ｇ

小松菜と油揚げの煮浸し 三温糖 木綿豆腐 カットわかめ 脂  質 18.9 ｇ 19.9 ｇ

豆腐とわかめの味噌汁 米こうじ 淡色辛みそ 長ねぎ 牛乳

薄力粉 鶏卵
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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

節分の行事食

旧暦では立春が１年の始まりとされ、

立春の前日である節分には、無病息災を

祈って行う豆まきなど、新しい年の厄を

はらう行事があります。

節分に食べる太巻き寿司を「恵方巻

き」といい、その年の恵方を向いて無言

でお願いごとをしながら食べきると、縁

起がよいとされています。ご家庭で子ど

もと恵方巻きを作って食べ、楽しく１年

の健康と幸せをお祈りしましょう。

2022年の恵方は…北北西 です。

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


