
２月　こんだて表 園長 栄養士　　　　　　　

1 むぎごはん 米・押麦 木綿豆腐・鶏ひき肉・卵 にんじん・みつば・しいたけ

15 擬製豆腐 三温糖・なたね油 強化牛乳・生クリーム ほうれんそう・切り干しだいこん

中華風おひたし ごま油・春雨 はくさい・たけのこ・わかめ

春雨スープ メープルシロップ みかん・アガー

みかん クラッカー

2 しろごはん 米・なたね油 牛乳・さば たまねぎ・にんじん

16 さばの竜田揚げ ごま油・片栗粉 豚肉・ベーコン しょうが・にんにく
きんぴらごぼう(2日　非常食) こんにゃく・三温糖 ごま ごぼう・いんげん

すまし汁（しめじ） ペンネ しめじ・ねぎ・りんご

りんご トマトピューレ

節分 オニぎり 米・さつまいも かつお節・牛乳 にんじん・焼きのり

3 鶏肉のなべてり 三温糖・片栗粉・なたね油 鶏肉・納豆 だいこん・しょうが

小松菜の納豆和え ホットケーキ粉 高野豆腐・みそ こまつな・しいたけ
みそ汁（高野豆腐・しいたけ） ヨーグルト 葉ねぎ

ヨーグルト

4 具だくさんラーメン 中華めん・ごま油 豚肉・ツナ油漬 チンゲンサイ・コーン・ねぎ

18 シュウマイ しゅうまいの皮・片栗粉・三温糖 たまねぎ・しょうが・ひじき

ほうれん草ともやしの和え物 米 ほうれんそう・もやし・にんじん

オレンジ わかめ・干ししいたけ

オレンジ

5 しろごはん 米・食パン・小麦粉 牛乳・無塩バター キャベツ・にんじん・きゅうり

19 カレイのみそマヨ焼き マヨドレ・三温糖 かれい・みそ たまねぎ・葉ねぎ

きゃべつのおかか和え 焼ふ ちくわ・かつお節 バナナ

すまし汁（麩）

バナナ

7 しろごはん 米・小麦粉・三温糖 豚肉・みそ・かまぼこ れんこん・にんじん・ごぼう・いんげん

21 さわらの照り焼き なたね油・こんにゃく さわら・卵 だいこん・しいたけ・葉ねぎ

里芋と根菜の煮物 さといも 無塩バター・牛乳 みかん・干しぶどう

イナムドゥチ（沖縄） ヨーグルト（無糖）

みかん

8 冬野菜カレー 米・米粉・なたね油 豚肉・無塩バター・脱脂粉乳 にんじん・たまねぎ・だいこん

22 一口チーズ 三温糖 チーズ・牛乳 れんこん・ホールトマト缶

のりとじゃこのサラダ 南部せんべい しらす干し・鶏肉 レタス、きゅうり、焼きのり

オニオンスープ ベーコン にんにく・しょうが・パセリ

バナナ ねぎ・ほうれん草・バナナ

9 半つきごはん 半つき米・小麦粉 牛乳・木綿豆腐 ねぎ・しょうが

（水） 鶏レバーと揚げじゃがいもの変わりソース じゃがいも・なたね油・片栗粉 鶏レバー・ごま・みそ もやし・にんじん・いんげん

五目和え 三温糖・コーンフレーク ハム・油揚げ たまねぎ・葉ねぎ

25 すまし汁（豆腐） バナナ

（金） オレンジゼリー

10 ロールパン ロールパン・米粉 強化牛乳・鶏肉 かぶ・にんじん・きゅうり

24 かじきのオーロラソース焼き マヨドレ かじき・無塩バター たまねぎ・はくさい

かぶとハムのマリネ なたね油・三温糖 ハム・ホタテエキス コーン・ごぼう・りんご

あったかシチュー 炊き込みわかめ

りんご

12 しろごはん 米・三温糖 豚肉・しらす干し ねぎ・にんじん

26 豚肉と野菜の炒め物 小麦粉 油揚げ・みそ キャベツ・たまねぎ
トマトときゅうりの甘酢あえ 強化牛乳・無塩バター きゅうり・トマト

みそ汁（油揚げ・長葱） 脱脂粉乳・牛乳 マーマレードジャム

ぶどうゼリー
バレンタイン ベーコンピラフ 米・なたね油・米粉 ベーコン・無塩バター にんじん・たまねぎ・ピーマン

14 照り焼きハンバーグ パン粉・三温糖・片栗粉 鶏肉・豚肉 きゅうり・トマト・コーン

コロコロサラダ じゃがいも・マヨドレ 強化牛乳・脱脂粉乳 レタス・えのきたけ

レタスミルクスープ 粉糖 牛乳・豆乳 バナナ・ココア

バナナ 絹ごし豆腐

17 みそすき丼 半つき米・しらたき 豚肉・木綿豆腐 たまねぎ・葉ねぎ・ごぼう

（木） 小松菜とちくわの和え物 なたね油・三温糖 ちくわ・ヨーグルト こまつな・にんじん

わかめ汁（大根） じゃがいも・片栗粉 ピザ用チーズ・脱脂粉乳 だいこん・ねぎ・わかめ

28 ヨーグルト 牛乳 パセリ

（月）

今月の平均給与栄養量

おやつ日・曜日 午前おやつ 昼食 熱と力になる 血や肉や骨になる 体の調子を整える
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エネルギー たんぱく質 脂質 カルシウム 鉄 ビタミンＡ ビタミンB1 ビタミンＣ 塩分

乳児 491Ｋcal 17.6g 15.2g 203mg 2.1mg 561μg 0.31mg 25mg 1.6g

幼児 595Kcal 21.5g 18.8g 234mg 2.7mg 703μg 0.40mg 28mg 2.0g


