
平成28年1月29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）

洋風おでん・ごま和え・ふりかけ 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・こんにゃく   お菓子 E395　F15.0

りんご ごま ほうれん草・　きゃべつ・りんご 　グレープジュース P21.2　食塩2.6

ハンバーグ・フライドポテト・いちご パン粉・油・じゃが芋 豚ひき肉・チーズ・卵 玉葱・人参・きゅうり・トマト・キャベツ ★さつま芋スティック E574　F29.4

スパゲティサラダ・コンソメスープ マヨネーズ・スパゲティ ハム コーン・いよかん 　牛乳 P20.6　食塩1.8

鬼が島カレー・ブロッコリーサラダ ごはん・じゃが芋・バター 豚ひき肉・なると・大豆 人参・玉葱・にんにく・ブロッコリー ★恵方ロール E618　F26.7

牛乳・いちご 油 卵・のり・ウインナー牛乳 きゃべつ・コーン・いちご 　麦茶 P20.8　食塩2.4

五目卵焼き・こぎつね和え・みそ汁 油・砂糖 鶏むね肉・薄揚げ・卵 人参・椎茸・葱・大根・きゅうり E351　F14.8

いよかん ツナ・豆腐・煮干・味噌 小松菜・いよかん P21.1　食塩2.2

サンドイッチ・ピーマン炒め 食パン・マヨネーズ 卵・ツナ・チーズ ピーマン・きゃべつ・人参・玉葱 　お菓子
シュウマイ・コーンスープ・ゼリー バター・生クリーム 豚ひき肉・牛乳 コーン・ゼリー 　アップルジュース
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 玉葱・人参・しめじ・コーン・いよかん

野菜ジュース・いよかん 野菜ジュース

肉団子スープ・きんぴらごぼう 片栗粉・ごま油・春雨 鶏ひき肉・昆布・かつお節 玉葱・生姜・白菜・椎茸・ほうれん草 　お菓子 E293　F7.1

味付けのり・バナナ 砂糖・炒りごま のり ごぼう・人参・バナナ 　オレンジジュース P14.6　食塩1.5

焼き魚・さつま芋サラダ さつま芋・マヨネーズ カレイ・ハム・わかめ きゅうり・人参・コーン・玉葱 ★黒糖蒸しパン E400　F19.3

わかめスープ・いちご （４・５歳児…さんま） いちご 　牛乳 P14.6　食塩1.5

一日入園 ハッシュドポーク・白菜サラダ バター・生クリーム・油 豚もも肉・ハム・牛乳 玉葱・人参・マッシュルーム・白菜 E452　F24.2

入園説明会 牛乳・りんご 砂糖 きゅうり・人参・りんご P21.5　食塩2.3

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・煮干 人参・ピーマン・パプリカ・きゃべつ 　お菓子 E427　F20.8

みそ汁・いよかん 大根・しめじ・いよかん 　スポロン P21.8　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 玉葱・にんにく・生姜・きゃべつ 　お菓子 E253　F12.0

かぶのミルクスープ・いよかん ベーコン・牛乳 きゅううり・かぶ・トマト・いよかん 　野菜ジュース P13.1　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・小松菜 　お菓子 E424　F16.5

みそ汁・りんご ごま油・焼麩 煮干 人参・しめじ・りんご 　牛乳 P18.0　食塩2.6

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 きゃべつ・玉葱・人参 ★高野豆腐プリッツ E405　F18.4

ゆかり・すまし汁・いよかん 焼麩・ごま 豆腐・昆布・かつお節 白菜・きゅうり・いよかん 　麦茶 Ｐ17.2　食塩2.4

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・きゃべつ ★チーズトースト E496　F18.1

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 P23.4　食塩2.9

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・豆腐 大根・人参・もやし・きゅうり 　お菓子 E295　F12.5

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 P19.3　食塩2.5

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 E450　F24.1

みそ汁・りんご 味噌・煮干 人参・きゅうり・椎茸・りんご P18.7　食塩2.0

中華麺・砂糖・片栗粉 豆腐・豚ひき肉・えび 葱・人参・ニラ・生姜・にんにく ★ケーキ E640　F19.3

油 味噌・昆布 いちご 　麦茶 P24.0　食塩5.1

ミルクスープ・グリルチキン じゃが芋・バター・砂糖 ウインナー・ツナ・のり 人参・玉ねぎ・ブロッコリー・コーン E368　F14.9

ツナサラダ・味付けのり・いちご 油・オリーブ油 鶏もも肉 椎茸・白いんげん・きゅうり・いちご P20.4　食塩1.6

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 ★ミニおにぎり E401　F17.9

みそ汁・いよかん さつま揚げ・味噌 いよかん 　麦茶 P18.2　食塩2.5

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 E295　F11.0

のりの佃煮・みそ汁・いちご 焼麩・ごま 煮干 葱・もやし・ほうれん草・えのき・いちご 　スポロン P19.4　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・バナナ

さわらの煮つけ・ビーフンソテー 砂糖・油・ごま油 さわら・ベーコン ごぼう・きゃべつ・玉葱・人参 　お菓子 E346　F15.7

みそ汁・いちご ビーフン 豆腐・味噌・煮干 椎茸・ピーマン・白菜・いちご 　ミルクココア P18.5　食塩1.8

○お弁当のいらない日 ＊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。 ★手作りおやつの日

　暦の上では春ですが、２月は寒さが一番きびしい時です。朝食をしっかりとり、温かい具沢山の汁物な

どで体を温め、一日を元気にスタートさせましょう。健康管理に気をつけ、寒さに負けず元気に乗り切り 　　　　　　食べよう朝ごはん！
ましょう♪ 　　朝食をとると、眠っていた脳や体が目覚めます。

　しかし、欠食すると脳を働かせるエネルギーが不足

　最近、ちゅうりっぷ組の２歳児もお箸を使って食べる子が多くなってきました。改めて、正しいお箸の 　し、集中できない、からだがだるいなどの症状が現れ

持ち方を確認してみましょう。 　ます。

※４・５歳児は、２／９（火）に正しい箸の持ち方で、骨付きの魚を食べる事に挑戦したいと思います。 　　夕食を食べる時間が遅かったり、寝る時間が遅く

　なりギリギリまで寝ていたりすると、朝は食欲がわき
　にくいものです。早起きをして、朝ごはんをおいしくしっ
　かり食べて、元気に一日を始めましょう。

　　夜、強い照明の中にいると眠気を導くホルモンの分

　泌量が減って、なかなか寝付けなくなったり、翌朝の

　起床が辛くなるなどの日常生活に支障が出てしまい
　ます。

　　寝る前の１時間前にはテレビ・ゲームなどの電子
　画面を見ることをやめ、脳も寝る準備を始めましょう。

                                                                                                               

　今回のメニューを考えてくれたのは、なつきさん・あや

　みさん・ゆなさんです。

役員開票

麻婆ラーメン・ゼリーアラモード

　　　　　　　にこにこ広場

お箸で上手に食べられるかな？

　　『早寝・早起き・朝ごはん』が合言葉

光が眠気を妨げる

29 月

27 土 すき焼き風煮・牛乳・バナナ

★フルーツポンチ　

25 木

24 水 リトミック

26 金

○ 23 火 誕生会

バス代振替日

ポークカレー・牛乳・バナナ

22 月 　オレンジゼリー

19 金

20 土

18 木

17 水

15 月

16 火

★フルーチェ

豚汁・ふりかけ・牛乳・バナナ
　

9 火

水

12 金

13 土

10

8 月

6 土

★チョコバナナ

○ 5 金 にこにこ広場

4 木

2 火

○ 3 水 豆まき

おやつ

1 月

２月の給食献立表
日 曜 行事 こんだて名

材料とその働き


