
　　給食目標：食物しらべ

　　内　　　容：食物は色々な組み合わせで食べなければ

　　　　　　　　　ならない事を知る。　　

　　　　　　　　　給食の献立名を知る。

　　　　　　　　　おかずの中の食品名を知る。

　　※　３日(月）豆まき会です。

　　※　５日(水）誕生日会です。

おやつ(午前) 主食　他

お茶 ごはん みそ汁、親子煮 お茶・おせんべい

クラッカー ブロッコリーのごま和え、かぼちゃの含め煮、バナナ ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、豆まめキーマカレー、白菜と大根のサラダ 牛乳

ビスケット れんこんのごま炒め、福神漬、りんご 鬼っこケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、魚のケチャップソース和え 牛乳・おせんべい

クラッカー マカロニサラダ、小松菜のお浸し、みかん ホイップクリームサンド

お茶 おにぎり のり巻き、コーンたまごスープ、カレー焼きそば、ボイルウィンナー 牛乳

ビスケット お煮しめ、ヨーグルトサラダ、フライドポテト、ブロッコリー、みかん チョコレートケーキ

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、ポークチャップ 牛乳・おせんべい

クラッカー ポパイサラダ、切り干し大根とひじきの煮物、バナナ ブルベリーサンド

牛乳 ごはん ごはん、カレーうどん、えびと卵の炒めもの お茶

おせんべい ブロッコリーのサラダ、ごぼうのから揚げ、みかん うきうき団子☆

お茶 ごはん かき玉汁、鮭のチーズ焼き お茶・おせんべい

ビスケット ほうれん草のごま和え、かぼちゃ含め煮、バナナ あんパン

お茶 ごはん ごはん、芋団子汁、ししゃもフライ 牛乳

クラッカー 鮭フライ ひじき炒め煮、もやしときゅうりの酢物、バナナ コーンマヨトースト☆

お茶 チキンライス チキンライス、親子スープ、つつみ揚げ 牛乳・おせんべい

ビスケット ちくわと若布の炒め煮、小松菜とコーンのごま和え、みかん 型ぬきクッキー☆

豆乳 ごはん ごはん、大根汁、骨っこハンバーグ、味付けのり 牛乳・おせんべい

クラッカー スパゲティケチャップ、ブロッコリー、パイナップル カフェオレパン

牛乳 ごはん ごはん、みそ汁、親子煮 クラッカー

おせんべい ブロッコリーのカレー和え、フライドポテト、バナナ ヨーグルト

お茶 ごはん チキンカレー、コーンキャベツ お茶・おせんべい

ビスケット ブロッコリー、福神漬、バナナ ブルベリーサンド

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、ししゃもの磯辺揚げ 牛乳

クラッカー 鮭の磯辺揚げ かぼちゃのそぼろあんかけ、りんごとコーンのサラダ、みかん シュガーラスク

豆乳 おにぎり おにぎり、そうめん汁、鮭の塩焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー たけのこのきんぴら、三色お浸し、みかん あんぱん

お茶 炊き込みごはん 炊き込みごはん、かき玉みそ汁、変わりマーボー 牛乳

ビスケット ブロッコリーのおかか和え、かぼちゃの含め煮、バナナ ポパイケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、とり肉の甘辛揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー 小松菜と油揚げの煮びたし、さつま芋サラダ、りんご ブルーベリーサンド

お茶 ごはん ごはん、うどん、チーズ入り卵焼き 牛乳

クラッカー 筑前煮、ブロッコリーとベーコンのソテー、みかん バナナ入りヨーグルト蒸しパン☆

お茶 ごはん みそ汁、魚の天ぷら お茶・おせんべい

ビスケット スパゲティケチャップ、ブロッコリー、バナナ フレンチトースト

豆乳 ごはん ごはん、ラーメン、鯖の南蛮漬け 牛乳・おせんべい

クラッカー うどん おくらとキャベツのごま和え、かぼちゃのミルク煮、みかん ジャムサンド

お茶 まいたけ まいたけごはん、みそ汁、豆腐のキッシュ クラッカー

ビスケット ごはん ペンネミート、ブロッコリー、バナナ 豆乳プリン☆

豆乳 ごはん ごはん、かき玉汁、とり肉とごぼうの味噌煮込み、納豆 牛乳・おせんべい

クラッカー ポテトサラダ、ほうれん草のり和え、りんご ピザパン

お茶 ごはん ごはん、けんちんみそ汁、野菜オムレツ 牛乳

ビスケット チンゲン菜と桜えびのソテー、かぼちゃのひき肉あんかけ、みかん 切り干し大根もち☆

お茶 ごはん ポークカレー、和風サラダ お茶・おせんべい

ビスケット ブロッコリー、福神漬け、バナナ ホイップクリームサンド

◎ ２月の平均栄養価は次のとおりです。
３歳以上児　　：　　エネルギー　（596kcal)　　・たんぱく質　（20.8g）　・脂質　（18.3g）　・カルシウム　（330g）　・食塩　（1.7g）
３歳未満児　　：　　エネルギー　（543kcal)　　・たんぱく質　（18.3g）　・脂質　（16.2g）　・カルシウム　（292g）　・食塩　（1.5g）

※みかん・・・きんかん、ぽんかん、いよかん、でこぽんを予定しています。
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　　　　給 　 食 　 献　  立　  表　
☆印・・手作りおやつです。

日付 曜日
未満児の献立

感染性胃腸炎など流行する時期です。
手洗い、うがいはもちろん大切ですが、
菌に負けない強い身体を作ることが大
切です。毎日の食事から様々な栄養素
を取り入れて丈夫な身体づくりをしま
しょう。



▽ 今月の新メニューを紹介します  ▽ 

 

 

◎切り干し大根もち    ２/２８（金）の給食（おやつ）にでます！！ 

                

《 材料 10個分 》          《 作り方 》 

・切り干し大根     40ｇ     ①、切り干し大根はさっと洗い、食べやすい長さに切り、1カップの 

・白玉粉        200ｇ       水につける。 

・青ねぎ        300ｇ     ②、5分位おいたら、白玉粉につけて汁ごと混ぜてよくこね、耳たぶ 

・桜えび        30ｇ        くらいのかたさになるまで混ぜる。（水分は調整しながら） 

・水           200㏄    ③、刻んだ青ねぎと桜えびを加え、食べやすい大きさに丸め、油を 

・サラダ油       大さじ 1     ひいたフライパンで両面こんがりと焼く。 

・醤油         適量      ④、最後にさっと醤油を塗って出来上がり。 

 

 

クッキング！ 
 

 

            

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

大豆製品を食べよう！ 
 

大豆は畑の肉ともいわれ、タンパク質を豊富に含んでいます。 

大豆からたくさんの食べ物が出来ています！！ 

 

豆乳 油揚げ 凍り豆腐 味噌 豆腐 がんも 

おから 醤油 納豆 もやし きな粉 厚揚げ 

 

保育園の給食にも大豆からできている食材が皆の健康を考えて沢山使われています。 

どれが大豆から出来ているか探してみてね！！ 

                                 

           

誕生日会（２／５）でさくら組さんが『のり巻き』作りに挑戦します。 

みんなで中身は何にしようか・・と考え中ですが 

「うまくクルッとできるだろくか・・・ 

喜んで食べてくれるだろうか・・・」など今から楽しみにしている

ようです。 

 出来上がりは、会食にみんなで頂く予定です。 


