
平成27年1月30日
北平田保育園

エネルギー

熱と力になる（黄） 血や肉や骨になる(赤) 体の調子を整える（緑） （以上児）

ポトフ・ほうれん草のごま和え じゃが芋・砂糖 鶏もも肉・ウインナー 大根・人参・ブロッコリー E３９３　F１４.９

ふりかけ・いちご ごま ほうれん草・　キャベツ・いちご P21.2　食塩2.6

赤おにスパゲティ・牛乳 スパゲティ・油 ベーコン・大豆・ナルト 玉ねぎ・ピーマン・トマト・キャベツ・コーン ★恵方ロール E622　F25.9

ブロッコリーサラダ・いよかん ウインナー・牛乳 人参・マッシュルーム・ブロッコリー・いよかん　麦茶 P24.0　食塩2.2

鮭の和風ムニエル・さつま芋サラダ 薄力粉・バター 鮭・のり・厚揚げ きゅうり・人参・コーン E401　F16.8

のりの佃煮・みそ汁・りんご さつま芋・マヨネーズ 味噌・煮干 キャベツ・りんご P20.0　食塩2.3

パン・エビフライ・卵サラダ・ナムル パン・パン粉・薄力粉 エビ・卵・ツナ・ハム きゅうり・人参・ブロッコリー・もやし ★カナッペ
ブロッコリー・牛乳・フルーツポンチ マヨネーズ・砂糖・ごま油牛乳 バナナ・みかん・白桃 　スポロン
さわらとごぼうの煮つけ・みそ汁 砂糖・ビーフン・ごま油 さわら・ベーコン・豆腐 キャベツ・玉ねぎ・人参・椎茸 　お菓子 E403　F15.5

ビーフンソテー・いちご 煮干・味噌 ピーマン・白菜・いちご 　牛乳 P20.8　食塩2.0

クリームシチュー・ふりかけ じゃが芋・バター 鶏もも肉・牛乳 玉ねぎ・人参・コーン・しめじ

野菜ジュース・いよかん いよかん・野菜ジュース

五目卵焼き・こぎつね和え 油・砂糖 卵・鶏ひき肉・薄揚げ 人参・椎茸・葱・大根 　お菓子 E317　F17.3

みそ汁・いちご ツナ・豆腐・味噌・煮干きゅうり・いちご・こまつ菜 　牛乳 P19.2　食塩2.0

肉団子スープ・きんぴらごぼう 片栗粉・ごま油・春雨 卵・昆布・さつま揚げ 玉ねぎ・白菜・椎茸・ごぼう ★野菜のパンケーキ E281　F6.7

味付けのり・バナナ ごま・砂糖 のり・かつお節 ほうれん草・人参・バナナ 　牛乳 P12.7　食塩1.5

ハッシュドポーク・白菜サラダ バター・油・砂糖 豚モモ肉・ハム 玉ねぎ・人参・マッシュルーム E400　F23.5

牛乳・りんご 生クリーム 牛乳 白菜・きゅうり・りんご P16.5　食塩2.3

一日入園 鮭の甘辛和え・お浸し・ふりかけ 片栗粉・油・砂糖 鮭・厚揚げ・味噌 人参・ピーマン・パプリカ 　お菓子 E382　F20.1

入園説明会 みそ汁・いちご 煮干 キャベツ・大根・しめじ・いちご 　オレンジジュース P18.5　食塩2.3

じゃが芋・ごま油 豚モモ肉・豆腐・煮干 人参・大根・つきこん・ごぼう

牛乳 しめじ・葱・バナナ

タンドリーチキン・コールスロー 油・バター 鶏もも肉・ヨーグルト 玉ねぎ・キャベツ・きゅうり・コーン 　お菓子 E355　F11.8

トマト・かぶのスープ・いよかん ベーコン・牛乳 人参・ほうれん草・トマト・かぶ 　野菜ジュース P14.6　食塩1.3

赤魚の甘辛揚げ・切干大根サラダ 片栗粉・油・砂糖 赤魚・ハム・味噌 切干大根・きゅうり・こまつ菜 ★チーズトースト E445　F20.2

みそ汁・りんご ごま油・焼麩 煮干 トマト・人参・しめじ・りんご 　牛乳 P206　食塩3.1

うどん・ゼリー 豚モモ肉・薄揚げ ほうれん草・葱・みかん 　ケーキ
ホイップクリーム かまぼこ・煮干 いちご 　麦茶

納付書 肉じゃが・野菜の和え物・なめこ汁 じゃが芋・油・砂糖 豚モモ肉・昆布・味噌 玉ねぎ・しらたき・人参・キャベツ ★ジャムサンド E463　F16.3

役員開票 バナナ ごま かまぼこ・豆腐・煮干 しめじ・きゅうり・なめこ・バナナ 　牛乳 P19.6　食塩2.2

かもしかクラブさばの味噌煮・ごま酢和え 砂糖・ごま さば・味噌・なると 大根・人参・もやし・きゅうり 　お菓子 E389　F13.5

修了式 すまし汁・デコポン さば節・昆布 ほうれん草・椎茸・デコポン 　グレープジュース P19.5　食塩2.8

じゃが芋・バター 豚モモ肉・牛乳 玉ねぎ・人参・バナナ

豚肉の中華ソーテー・伴三糸 砂糖・油・春雨・ごま油 豚かた肉・卵 玉ねぎ・ピーマン・チンゲン菜 　お菓子 E387　F18.4

みそ汁・りんご 味噌・煮干 人参・きゅうり・椎茸・りんご 　ミルクココア P17.7　食塩2.1

きゃべつ畑のメンチカツ・お浸し 薄力粉・パン粉・油 豚ひき肉・卵・わかめ キャベツ・玉ねぎ・もやし・人参 ★チーズ蒸しパン E405　F18.3

ゆかり・すまし汁・バナナ 焼麩 豆腐・昆布 ほうれん草・コーン・バナナ 　牛乳 P16.4　食塩2.3

白いんげんのミルクスープ・いちご じゃが芋・バター・砂糖 ベーコン・ツナ・のり 人参・玉ねぎ・ブロッコリー・コーン ★みたらし団子 E346　F16.1

ツナサラダ・味付けのり 油 白いんげん・きゅうり・いちご 　牛乳 P12.0　食塩1.3

ぶりのカレー揚げ・すき昆布煮 片栗粉・油・じゃが芋 ぶり・すき昆布・煮干 しらたき・人参・こまつ菜 E387　F18.9

みそ汁・いよかん さつま揚げ・味噌 いよかん P１７．６食塩2.2

豆腐のカニあんかけ・ごま和え ごま油・片栗粉・砂糖 豆腐・カニ・のり・味噌 人参・椎茸・孟宗・チンゲン菜 　お菓子 E352　F11.1

のりの佃煮・みそ汁・バナナ 焼麩・ごま 煮干 葱・もやし・ほうれん草・えのき・バナナ 　アップルジュース P20.0　食塩2.6

砂糖・油 豚かた肉・豆腐・牛乳 白菜・玉ねぎ・人参・しらたき

葱・椎茸・いよかん

○お弁当のいらない日 ★手作りおやつの日
＊発注材料の関係で一部変更させていただく場合があります。ご了承ください。

　暦のうえでは春をむかえますが、２月は寒さが一番きびしい時です。 　　　寒い冬をのりきる　栄養ポイント
そこで考えられるのは運動不足！寒い時こそ、身体を動かし、室内で出来る運動を取り入れ 　　　①身体をつくるたんぱく質（肉・魚・大豆・卵など）を

て身体を温めましょう。また、気分転換や空気の入れ替えのためにも換気を忘れずにしましょう。 　　　　とって抵抗力をつけましょう。

　　　②ビタミンAで口や鼻の粘膜を強くしましょう。

　　　　ウイルスの通りになる口や鼻の粘膜を強くする事
◎『節分』とは？ 　　　　で、ウイルスの侵入を防ぐ事ができます。牛乳・

　　　　緑黄色野菜・レバーなどに多く含まれています。
　節分は立春・立夏・立秋・立冬の前日の事を言いますが、特に立春が一年の始まりと考えられ、 　　　③ビタミンCで寒さに対する抵抗力を強くしましょう。
節分といえば春の節分（２月３日）をさすようになりました。 　　　　　野菜・果物・いも類に多く含まれています。

◎『鬼は外』の鬼とは？

　目に見えない様々な災い（病気、火事、地震など）を昔の人たちは『鬼』とよびました。 　　　手洗い・うがいしてますか？
　季節のかわり目は病気や災害が起こりやすい事から、節分の夜に『鬼』を追い出すために鬼 　　　この時期は、風邪やインフルエンザ・ノロウイルス

に向かって「鬼は外！」と豆を投げつけ、家の中のは幸せがくるようにと「福は内！」と言って 　　などによる感染性胃腸炎が流行します。手洗いと

豆をまきました。 　　うがいを必ず行い、食事をしっかりとり、具合が悪く

　　なったら必ずお医者さんに行き、暖かくして十分な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豆まきの豆といえば【大豆】ですね。 　　睡眠をとって身体を休めましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪大豆のすぐれた栄養価≫

　「畑の肉」と呼ばれる大豆。大豆は植物性食品ですが、お肉と同じくらい良質なたんぱく質が豊富

                                                                                                               に含まれており、他にも脂質・鉄分などの無機質、ビタミンEやB1、イソフラボン、食物繊維などの栄　　　１月のにこにこ広場では、野菜をたくさんおかわり

養素が多く含まれています。 　　する姿が見られて、うれしかったです。
　大豆はさまざまな加工食品に変身して、味噌・醤油・豆腐・油揚げ・納豆など私たちの食生活とは 　　　今回のメニューを考えてくれたのは、あゆむくん

切っても切れない関係になってます。 　　ゆうくん、あいらちゃん、はるひとくんです。

　　　　　りっしゅん　　りっか　　りっしゅう　　りっとう

豆まき
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２月の給食献立表
材料とその働き

こんだて名行事
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誕生会 肉うどん・ゼリーアラモード
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　　　　　　　にこにこ広場

２月３日は節分
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