
エネルギーKcal　  　主　　な 　　 材　　料 　名 エネルギーKcal　　   主　 な     材　 　料 　名
 日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ  日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ

脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児） 脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児）

マーボー丼 620 (504) 精白米 豆腐、豚肉 人参、根生姜 牛乳 お菓子 ご飯、玉ねぎのスープ 　637 （505） 精白米 豚肉、卵 玉ねぎ、コーン 麦茶 お麩のラスク

１　（土） わかめと玉ねぎのスープ 22.5(19.6) ごま油 わかめ 干しいたけ 牛乳 １７（月） ミートローフ、マカロニサラダ 　22.8（17.4） マカロニ ハム 人参、きゅうり ビスケット 牛乳

果物 22.0(20.2) 片栗粉 卵 玉ねぎ、長ねぎ ミニゼリー  果物 　29.3（23.4） 麩 バター グリンピース

ミニクロワッサン 　604 （480） クロワッサン 豚肉、のり 人参、きゅうり 麦茶 太巻き ご飯、大根のすまし汁 　543 （474） 精白米 さば 玉ねぎ、ごぼう 牛乳 さつま芋蒸しパン

３　（月） 白菜とかぶのシチュー 　20.4（15.6) スパゲティ 魚肉ソーセージ かぶ、玉ねぎ ビスケット 福豆 １８（火） 鯖の味噌煮、豚ごぼう 　22.0（19.8） 白滝 豚肉、納豆 人参、大根 果物

鬼バーグ、星のポテト 　27.7（22.2） 精白米 ベーコン、卵 白菜、かんぴょう 牛乳 ほうれん草の納豆和え 　15.4（15.3） さつま芋 わかめ、卵 ほうれん草 牛乳

ご飯、きくらげの中華スープ 　609 （524） 精白米 鶏肉 人参、キャベツ 牛乳 卵サンド ご飯、豆腐の味噌汁 　646 （532） 精白米 鶏肉、わかめ 人参、きゅうり ヨーグルト チョコクレープ

４　（火） 鶏肉の中華照り焼き 　22.6（20.3) さつま芋 魚肉ソーセージコーン、玉ねぎ 牛乳 １９（水） 鶏のから揚げ 　22.6（20.0） じゃが芋 卵、ハム トマト 牛乳

野菜炒め、さつま芋の甘煮   24.3(22.1) 食パン 卵 きくらげ、あさつき ポテトサラダ、トマト 　26.7（20.2） 豆腐、豆乳 ねぎ

ご飯、玉ねぎのスープ 　604 （502） 精白米 えび 人参、玉ねぎ ゼリー スティックパイ のりご飯、豚汁 　613 （527） 精白米 のり、ほっけ 人参、きゅうり 牛乳 マーマレードジャムサンド

５　（水） えびフライ(タルタルソース) 　23.6（19.3） パン粉 卵 コーン、グリンピース 果物 ２０（木） ほっけの塩焼き、すき昆布煮 　24.0（21.3) 里芋、蒟蒻 さつま揚げ かぶ、キャベツ 果物

イタリアンサラダ、ミニゼリー 　25.7（19.3） パイ皮 ベーコン レタス、きゅうり 牛乳 かぶときゅうりの浅漬け   20.7(19.3) 白滝、食パン 豚肉、豆腐 大根、ごぼう 牛乳

ご飯、麩のすまし汁 　600 （517） 精白米 豚肉、ハム 人参、南瓜 牛乳 マーラーカオ ご飯、チンゲン菜のスープ 　617 （529） 精白米 豚肉、チーズ キャベツ、人参 牛乳 きつねうどん

６　（木） 豚肉のみそ焼き 　24.7（21.8) 麩 削り節、卵 きゅうり、玉ねぎ 牛乳 ２１（金） 回鍋肉、チーズサラダ 　19.9（18.2） 乾うどん 鶏肉、ベーコン ピーマン、ねぎ 野菜ジュース

南瓜サラダ、ブロッコリーのおかか和え 　21.9（20.2） 薄力粉 豆乳 ブロッコリー、えのき えびしゅうまい 　23.6（21.5） 調合油 かまぼこ、油揚げ トマト、きゅうり

ご飯、なめこの味噌汁 　574 （498） 精白米 さわら、卵 玉ねぎ、人参 バナナ ミートソースペンネ 親子丼 　618 （479） 精白米 鶏肉 人参、玉ねぎ 牛乳 お菓子

７　（金） さわらのバター醤油焼き、具沢山卵焼き 　25.9（22.7） じゃが芋 ベーコン、豚肉 ほうれん草 果物 ２２（土） なめこの味噌汁 　21.9（18.4） 卵 みつば ミニゼリー

ほうれん草と竹輪の和え物 　18.0（17.3） ペンネ 竹輪、豆腐 なめこ 野菜ジュース 果物 　19.6（16.7） 豆腐 なめこ 牛乳

クリームスープスパゲティ 　622 （486） スパゲティ ベーコン 玉ねぎ、キャベツ ヨーグルト お菓子 ご飯、コーンスープ 　639 （506） 精白米 鶏肉 玉ねぎ、きゅうり 麦茶 たい焼き

８　（土） 果物 　18.9（16.6） シチュールウ マッシュルーム ミニゼリー ２５（火） 鶏肉のトマト煮込み 　23.1（17.6） スパゲティ ハム 人参、コーン ビスケット せんべい

 　19.3（14.5） グリンピース 牛乳 スパゲティサラダ、ボイルブロッコリー　22.8（18.5） シチュールウ 牛乳 ブロッコリー 牛乳

ひき肉カレーライス 　615 （481） 精白米 豚肉 玉ねぎ、人参 麦茶 フルーツヨーグルト ご飯、白菜の味噌汁 　575 （466） 精白米 ぶり、味噌 柚、ごぼう バナナ ホットケーキ

１０（月） シーザーサラダ 　19.1（14.7） カレールウ 卵 サニーレタス せんべい ２６（水） ぶりの柚味噌焼き、五目豆煮 　26.8（20.6） 蒟蒻 大豆、昆布 人参、きゅうり 牛乳

　25.9（19.0） クルトン ヨーグルト レタス、きゅうり きゅうりとわかめの酢の物 　19.3（14.5） 鶏肉、わかめ 椎茸、白菜

ご飯、キャベツのスープ 　647 （574） 精白米 鮭、卵、チーズ 玉ねぎ、人参 プリン ハムサンド ご飯、高野豆腐の味噌汁 　589 （509） 精白米 豚肉 玉ねぎ、大根 牛乳 ＢＬサンド

１２（水） 鮭のムニエル、ジャーマンポテト 　23.0（21.1） じゃが芋 ウインナー きゅうり、キャベツ 野菜ジュース ２７（木） お好み焼き風ハンバーグ 　25.4（22.3） パン粉 卵、ツナ きゅうり、トマト 果物

ブロッコリーサラダ 　29.1（25.3） 食パン ベーコン、ハム ブロッコリー 大根サラダ、トマト 　25.4（22.8） 食パン ベーコン レタス、キャベツ 牛乳

ゆかりご飯、はんぺんのすまし汁 　607 （522） 精白米 鶏肉、ハム 人参、きゅうり 牛乳 人参とチーズのケーキ ふりかけご飯、じゃが芋のスープ 　633 （542） 精白米 かれい 人参、レタス 牛乳 チーズドック

１３（木） 鶏のみそ焼き、和風春雨サラダ 　25.1（22.1） 春雨 はんぺん ほうれん草 牛乳 ２８（金） 白身魚のフリッター(タルタルソース) 　24.1（21.4） 薄力粉 卵、わかめ きゅうり 野菜ジュース

果物 　23.0（21.1） チーズ、卵 海藻サラダ、果物 　19.5（18.4） じゃが芋 豚肉 玉ねぎ

ご飯、大根の味噌汁 　616 （506） 精白米 さんま、鶏肉 人参、小松菜 牛乳 ハートのコロッケ ソース焼きそば 　628 （510） 中華麺 豚肉 キャベツ、人参 牛乳 お菓子

１４（金） さんまの塩焼き、凍り豆腐の卵とじ煮 　25.3（20.9） じゃが芋 凍り豆腐 しめじ、コーン 果物 ２９（土） きくらげのスープ 　18.4（16.5） 青のり 玉ねぎ、もやし ミニゼリー

五色和え 　25.2（20.9） さつま芋 卵、油揚げ 大根、きぬさや 牛乳 果物 　20.1（18.8） ピーマン 牛乳

焼きうどん 　616 （501） うどん 豚肉 キャベツ、人参 牛乳 お菓子 都合により献立が変更になることがあります。ご了承ください。　　1食あたりの平均塩分量　以上児：2.4ｇ　未満児：1.9ｇ

１５（土） 玉ねぎと卵のスープ 　19.9（17.6） 卵 ねぎ、ピーマン ミニゼリー

果物 　25.6（22.9） わかめ 玉ねぎ、しいたけ 牛乳 　 今月の食育予定

　　　　　７日（金）　４・５歳児　三色栄養素

　 　　　　１０日（月）　２歳児　手洗い指導、５歳児　パフェ作り

　　　　１４日（金）　５歳児　箸指導

令和２年　２月　　予定献立表　　　太陽認定こども園

≪旬の食材≫

大根、春菊、かぶ、ブロッコリー、小松菜、たら、
しらうお、わかさぎ、りんご、みかん

≪恵方巻き≫

節分に食べる太巻きを「恵方巻き」といいます。
その年の恵方を向いて、無言でお願い事をしながら食べると
縁起が良いとされています。今年の恵方は「西南西」です。


