
エネルギー
たんぱく質

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料
　脂質／塩分
 (  )は未満児

01 536.9(467.2)

水 23.1(20.8)

15.2(14.9)

1.6(1.3)

02 523.8(467.9)

木 20.2(18.8)

15.2(15.2)

3.6(2.9)

03 556.7(490.1)

金 21.8(19.9)

18.9(18.1)

1.8(1.5)

06 560.1(495.1)

月 22.6(20.8)

21.3(19.8)

1.5(1.3)

07 516.0(460.6)

火 22.9(20.9)

19.3(18.4)

1.8(1.5)

08 527.4(468.9)

水 19.3(18.1)

15.7(15.5)

1.5(1.3)

09 557.0(493.5)

木 22.4(20.5)

14.0(14.2)

1.7(1.4)

10 440.2(401.0)

金 17.9(16.9)

7.8(9.3)

1.3(1.1)

13 566.0(487.5)

月 16.7(15.3)

20.9(18.9)

2.8(2.3)

14 505.4(453.9)

火 19.2(18.1)

14.4(14.6)

1.7(1.5)

15 524.5(467.9)

水 23.1(21.1)

18.2(17.6)

1.9(1.6)

16 512.2(458.6)

木 17.9(17.0)

14.9(14.9)

1.6(1.4)

17 549.3(487.1)

金 21.0(19.4)

21.0(19.9)

1.4(1.2)

20 540.9(472.8)

月 17.3(15.7)

17.0(15.9)

1.8(1.5)

21 487.5(438.0)

火 24.9(22.6)

17.2(16.7)

1.9(1.6)

22 577.2(502.8)

水 21.8(20.0)

20.9(19.5)

1.6(1.3)

24 578.4(510.0)

金 20.3(18.9)

18.4(17.7)

1.4(1.2)

27 597.1(526.3)

月 20.6(19.1)

19.1(18.4)

2.9(2.4)

28 465.4(421.1)

火 21.4(19.8)

13.2(13.6)

1.9(1.6)

エネルギー 540(462)

たんぱく質 22.0(18.5)

脂質 16.0(12.8)

塩分 1.9(1.6)

エネルギー 533(472)

たんぱく質 20.8(19.1)

脂質 17.0(16.5)

塩分 1.9(1.6)

2023年2月 献    　  立      　表 松戸ゆいのひ保育園

日付 献立 10時おやつ
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

3時おやつ

かつお・昆布だし汁、○
かつお・昆布だし汁、み
りん、しょうゆ、○料理
酒、○みりん、○食塩

牛乳
ツナとコーンの
炊き込みごはん

ごはん
みそ汁（切干大根・玉ねぎ）

筑前煮
もやしのごま和え

もも缶

牛乳

米、○ロールパン、○
油、○グラニュー糖、三
温糖、油

○牛乳、鶏もも唐揚げ
用、米みそ（淡色辛み
そ）、○きな粉、◎牛乳

もも缶（白桃）、もやし、にんじ
ん、れんこん、たまねぎ、板こん
にゃく、たけのこ（ゆで）、ごぼ
う、しいたけ、グリンピース（冷
凍）、切り干しだいこん、白ごま

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、料理
酒、米酢

米、○米粉、○さつまい
も（皮付）、パン粉、○
油、○三温糖、油、三温
糖、ごま油

○牛乳、豚ひき肉、蒸し
大豆、○豆乳、しらす干
し、牛乳、スキムミル
ク、かつお節、◎牛乳

みかん、たまねぎ、きゅ
うり、えのきたけ、長ね
ぎ、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、ト
マトケチャップ、中濃
ソース、しょうゆ、食塩

牛乳
きなこ揚げパン

豚汁うどん
ブロッコリーとちくわのマヨサラダ

トマト
バナナ

牛乳

干しうどん、○米、マヨ
ネーズ、ごま油

○牛乳、豚肉(ロース)、
米みそ（淡色辛みそ）、
○ツナ缶、ちくわ、◎牛
乳

バナナ、トマト、にんじ
ん、ブロッコリー、だい
こん、長ねぎ、ごぼう、
○コーン（冷凍）、○に
んじん

牛乳
鬼まんじゅう

鶏そぼろ丼
かき玉汁

はるさめと野菜のソテー
バナナ

牛乳

米、○焼ふ、○無塩バ
ター、押麦、はるさめ、
○三温糖、油、三温糖、
片栗粉

○牛乳、鶏ひき肉、卵、
ハム、◎牛乳

バナナ、にんじん、たま
ねぎ、コーン（冷凍）、
長ねぎ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、料理酒、みり
ん、食塩、中華だしの
素、おろししょうが

牛乳
お麩ラスク

じゃこごはん
すまし汁（えのき・わかめ）

大豆ハンバーグ
きゅうりのゆかりあえ

みかん

牛乳

かつお・昆布だし汁、ト
マトケチャップ、料理
酒、食塩、ナツメグ

牛乳
キャロットパンケーキ

ロールパン
コーンスープ

さけのムニエル
マカロニのケチャップ炒め

オレンジ

牛乳

ロールパン、○米、マカ
ロニ、無塩バター、小麦
粉、油、○油、三温糖

○牛乳、さけ、○豚ひき
肉、ベーコン、◎牛乳

オレンジ、たまねぎ、ク
リームコーン缶、○たま
ねぎ、○にんじん、にん
じん、ピーマン

トマトケチャップ、料理
酒、○料理酒、○しょう
ゆ、洋風だしの素、食塩、
○中華だしの素、○食塩

米、○米、さつまいも、
片栗粉、油、○油、三温
糖

○牛乳、鶏もも肉、○豚
ひき肉、米みそ（淡色辛
みそ）、油揚げ、○スキ
ムミルク、◎牛乳

パイン缶、だいこん、こ
まつな、にんじん、○に
んじん、○コーン（冷
凍）、グリンピース（冷
凍）、ひじき

かつお・昆布だし汁、しょ
うゆ、みりん、○洋風だし
の素、おろしにんにく、お
ろししょうが、○食塩、○
カレー粉

牛乳
チャーハン

ごはん
みそ汁（豆腐・なめこ）

和風ミートローフ
ゆでじゃがいも（青のり）

みかん缶

牛乳

米、じゃがいも、○小麦
粉、片栗粉、○三温糖、
○油、油、三温糖

○牛乳、豚ひき肉、鶏ひ
き肉、木綿豆腐、米みそ
（淡色辛みそ）、○スキ
ムミルク、◎牛乳

みかん缶、たまねぎ、れ
んこん、○にんじん、な
めこ、にんじん、長ね
ぎ、あおのり

牛乳
炊きこみ

カレーおにぎり

ごはん
のっぺい汁

赤魚の煮つけ
白菜のおかか和え

バナナ

牛乳

米、○さつまいも、さと
いも（冷凍）、三温糖、
油

○牛乳、あかうお、鶏ひ
き肉、米みそ（淡色辛み
そ）、かつお節、◎牛乳

バナナ、はくさい、にん
じん、しめじ、長ねぎ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、料理酒、おろ
ししょうが

牛乳
焼きいも

ごはん
みそ汁（大根・小松菜）

鶏肉の揚げ焼き
ひじきとさつま芋の煮物

パイン缶

牛乳

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、○米酢、みり
ん、料理酒、○食塩、食
塩、おろししょうが

牛乳
ココアケーキ

ハヤシライス
コンソメスープ

キャベツのレモン風味サラダ
ももヨーグルト

牛乳

米、じゃがいも、押麦、
三温糖、油

ヨーグルト(無糖)、牛ひ
き肉、○チーズ、ツナフ
レーク、◎牛乳

○りんご濃縮果汁、たまね
ぎ、もも缶（白桃）、にん
じん、キャベツ、しめじ、
コーン（冷凍）、レモン果
汁

ハヤシルウ、料理酒、洋
風だしの素、食塩

米、○片栗粉、押麦、○
三温糖、片栗粉、ごま油

○牛乳、豚肉(ロース)、木綿
豆腐、あさり水煮缶、米み
そ（淡色辛みそ）、○きな
粉、かつお節、◎牛乳

パイン缶、もやし、キャベ
ツ、ほうれんそう、たまね
ぎ、にんじん、長ねぎ、し
いたけ、○すりごま　白、
カットわかめ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、料理酒、みり
ん、食塩

りんごジュース
クラッカー

チーズ

ごはん
みそ汁（さといも・玉ねぎ）

たらのきのこあんかけ
ブロッコリーのごまサラダ

みかん缶

牛乳

米、○米粉、さといも
（冷凍）、○油、○三温
糖、片栗粉、○粉糖、油

○牛乳、たら、○豆乳、
米みそ（淡色辛みそ）、
油揚げ、◎牛乳

みかん缶、ブロッコリー、
たまねぎ、きゅうり、にん
じん、えのきたけ、長ね
ぎ、すりごま　白、干しし
いたけ

牛乳
ミルクわらびもち

ツナトマトスパゲティー
鶏とキャベツのスープ
さつまいもマヨサラダ

バナナ

牛乳

スパゲティ、○米、さつ
まいも、マヨネーズ、
油、三温糖

○牛乳、ツナフレーク、
○さけ、鶏ひき肉、◎牛
乳

バナナ、ホールトマト缶
詰、たまねぎ、キャベツ、
にんじん、きゅうり、コー
ン（冷凍）、○白ごま、○
カットわかめ

トマトケチャップ、洋風
だしの素、○料理酒、料
理酒、みりん、食塩、パ
セリ粉

牛乳
鮭わかめおにぎり

ゆかりごはん
みそ汁（あさり・わかめ）

豆腐のうま煮
ほうれん草ともやしのおひたし

パイン缶

牛乳

かつお・昆布だし汁、しょ
うゆ、料理酒、みりん、食
塩、中華だしの素、おろし
しょうが、おろしにんにく

牛乳
レーズン蒸しパン

ごはん
すまし汁（豆腐・大根）
豚ひき肉のコーン焼き

小松菜の煮浸し
みかん缶

牛乳

米、○ホットケーキ粉、
○油、○三温糖、油、片
栗粉

○牛乳、豚ひき肉、木綿
豆腐、○豆乳、油揚げ、
○粉チーズ、○スキムミ
ルク、◎牛乳

みかん缶、たまねぎ、こ
まつな、だいこん、コー
ン（冷凍）、にんじん、
長ねぎ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、食
塩、おろしにんにく、お
ろししょうが

ロールパン、○米、じゃ
がいも、油、三温糖、○
三温糖

○牛乳、鶏もも肉、豆
乳、ツナフレーク、○油
揚げ、◎牛乳

オレンジ、にんじん、
キャベツ、たまねぎ、○
にんじん

○かつお・昆布だし汁、○
しょうゆ、米酢、しょう
ゆ、洋風だしの素、食塩、
○みりん、カレー粉、おろ
しにんにく

牛乳
チーズスコーン

中華丼
わかめスープ

かぼちゃの甘煮
パイン缶

牛乳

米、○小麦粉、押麦、○
三温糖、○油、片栗粉、
ごま油、三温糖

○牛乳、豚ひき肉、◎牛
乳

パイン缶、かぼちゃ、はく
さい、たまねぎ、もやし、
にんじん、しいたけ、コー
ン（冷凍）、○干しぶど
う、白ごま、カットわかめ

牛乳
きつねおにぎり

ごはん
みそ汁（もやし・玉ねぎ）

さばの竜田揚げ
小松菜の納豆和え

バナナ

牛乳

米、○米粉、片栗粉、○
片栗粉、○油、油、○三
温糖、○ごま油

○牛乳、さば、○鶏ひき
肉、挽きわり納豆、米み
そ（淡色辛みそ）、◎牛
乳

バナナ、こまつな、もや
し、にんじん、たまね
ぎ、○長ねぎ、○干しし
いたけ、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょ
うゆ、みりん、料理酒、○
料理酒、○しょうゆ、おろ
ししょうが、○食塩

牛乳
米粉肉まん

ロールパン
野菜豆乳スープ

鶏肉のカレー焼き
キャベツのツナサラダ

オレンジ

牛乳

ごはん
はるさめスープ
豚肉の香味焼き
ポテトサラダ

もも缶

牛乳

米、○米、じゃがいも、
マヨネーズ、はるさめ、
油、片栗粉、ごま油

○牛乳、豚肉(ロース)、
○しらす干し、○かつお
節、◎牛乳

もも缶（白桃）、にんじ
ん、たまねぎ、きゅう
り、長ねぎ、にら、コー
ン（冷凍）

しょうゆ、料理酒、中華
だしの素、○しょうゆ、
食塩、おろしにんにく

りんご、にんじん、ほうれ
んそう、○コーン（冷
凍）、切り干しだいこん、
グリンピース（冷凍）

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、○トマトケ
チャップ、みりん、料理
酒、食塩

牛乳
しらすおかかおにぎり

ポークカレーライス
野菜スープ

トマトときゅうりのサラダ
いちごヨーグルト

牛乳

米、○米、じゃがいも、
押麦、油、三温糖、○ご
ま油、○三温糖

○牛乳、ヨーグルト(無
糖)、豚ひき肉、しらす干
し、○米みそ（淡色辛み
そ）、スキムミルク、◎
牛乳

にんじん、トマト、たま
ねぎ、キャベツ、きゅう
り、いちごジャム、えの
きたけ

カレールウ、トマトケ
チャップ、中濃ソース、○
しょうゆ、米酢、洋風だし
の素、しょうゆ、食塩、お
ろしにんにく、おろししょ
うが

牛乳
みそ焼きおにぎり

牛乳
ピザ風トースト

2月3日は節分です。保育園や家庭などあちこちから「鬼は外！福は内！」という声が聞こえてきそうですね。

給与栄養目標量
●節分ってなあに？

もともと「季節を分ける」という意味で、立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれ前日をさしていました。

現在は節分というと、立春の前日の2月3日頃をさすことが多いです。

ごはん
すまし汁（ほうれん草・にんじん）

さわらの西京焼き
切干大根の煮物

りんご

牛乳

米、○食パン、三温糖 ○牛乳、さわら、○とろ
けるチーズ、油揚げ、米
みそ（淡色辛みそ）、◎
牛乳

●なぜ豆をまくの？

平均給与所要量
鬼に豆をぶつけることにより、邪気を払い、一年の健康を願うという意味があります。

炒った大豆をまくことが多いですが、地域によっては落花生をまくところもあります。

自分の歳の数（または＋１）食べると病気にならない、と言われています。

●恵方巻き？

その年の恵方（吉とされる方角）を向いて、無言のまま願い事をしながら丸かぶりする巻き寿司のことをいいます。

もともとは関西の食習慣です。丸かぶり寿司、恵方寿司ともいいます。今年の恵方は”南南東”です。

※3歳未満は午前中に牛乳を提供します。※仕入れの状況によって献立が変更になる場合があります。

※事前に献立を確認し、給食で初めて口にするものがないようにお願いいたします。


