
平成 25 年　 2 月　給食献立表
こでまり保育園

赤色 黄色
午前未満児のみ 午後 血や肉を作る食品 体温となる食品

1 行事食：節分 スキムミルク 節分豆・切りざんしょう 卵 ごはん 人参 カブの葉 キウイ しらすごはん
623Cal 恵方巻き 具たくさん味噌汁 ひいらぎゼリー カニカマ じゃが芋 きゅうり ねぎ ごぼう からあげ

いわしフライ キウイ ホットドリンク いわし　大豆 きりざんしょ しめじ カブの酢の物　味噌汁
2 ナポリタン 野菜サラダ プチお菓子 パン ウインナー パスタ 玉ねぎ

500Cal コンソメスープ 牛乳 牛乳 パン きゅうり

4 わかめうどん キウイ チーズ ☆豆乳ドーナツ 豆乳 小麦粉 キウイ かぼちゃ ねぎ ごはん　　味噌汁
587Cal 竹輪の磯辺揚げ スキムミルク スキムミルク うどん あおのり 人参 白菜 生姜焼き

かぼちゃの煮物 竹輪 ワカメ 青菜のおかか和え
5 人参ジャムサンド 　カブスープ スキムミルク おにぎり 鶏肉 パン 人参 にんにく 生姜 ごはん　　　味噌汁

551Cal 鶏肉のサッパリ煮 ほうじ茶 ベーコン ごはん カブ 玉ねぎ コーン缶 れんこんの落とし揚げ
ジャーマンポテト かぶの葉 りんご キャベツの胡麻和え

6 ソースかつ丼（のり付き） お魚ソーセージ クラッカー 豚肉 ごはん きゅうり ねぎ のり ポークカレーライス
669Cal かき玉汁 キウイゼリー 牛乳 クラッカー しいたけ きゅうりもみ

漬物 牛乳 キウイ 福神漬け
7 ゆかりごはん すいとん いわしっこ ジャムサンド 鯛 小麦粉 ゆかり カブ 小松菜 ジャージャー麺

566Cal 鯛の煮付け スキムミルク スキムミルク ごはん キャベツ 中華スープ
小松菜の胡麻和え 長ネギ あずき寒天

8 ごはん ☆おこと汁 スキムミルク ☆ポテトグラタン 納豆 里芋 大根 カブ 人参 ごはん　　　味噌汁
619Cal 大根とカブのそぼろあんかけ 麦茶 挽肉 じゃが芋 長ネギ 鶏肉のソテー

ニラ納豆 チーズ ごはん ごぼう スティック野菜
9 炊き込みご飯 味噌汁 プチお菓子 パン 白身魚 ごはん 人参

500Cal 魚のフライ 漬物 牛乳 牛乳 パン キャベツ

12 ロールパン コーンスープ スキムミルク ケーキ ひき肉 小麦粉 玉ねぎ キャベツ キウイ 鯛飯
632Cal 煮込みハンバーグ キウイ 牛乳 牛乳 ロールパン 人参 ☆かぶの煮物

チップスサラダ じゃが芋 きゅうり 味噌汁
13 ☆和風カレーライス お魚ソーセージ せんべい 豚ひき肉 せんべい キウイ 玉ねぎ 大根 肉丼

582Cal さつま芋サラダ バナナ 牛乳 ごはん もも缶 わかめの胡麻和え
キウイ入りフルーツヨーグルト 牛乳 ヨーグルト 人参 味噌汁

14 麦ごはん かぼちゃの味噌汁 いわしっこ バレンタインスイーツ 鯛 ごはん かぼちゃ 玉ねぎ 菜の花 ☆豚汁うどん
599Ca ☆鯛のから揚げ 牛乳 牛乳 麦 もやし しゅうまい

☆キャベツの炒め物菜の花入り 小麦粉 生姜 浅漬け
15 ロールパン　　カブクリームスープ スキムミルク 洋風お好み焼き 白身魚 小麦粉 りんご キャベツ カブ しらすごはん

572Cal フィッシュフライ 牛乳 牛乳 ロールパン きゅうり からあげ
りんごサラダ ベーコン 人参 カブの酢の物　味噌汁

16 ナポリタン 野菜サラダ プチお菓子 パン ウインナー パスタ 玉ねぎ

500Cal コンソメスープ 牛乳 牛乳 パン きゅうり

18 わかめうどん キウイ チーズ ☆豆乳ドーナツ 豆乳 小麦粉 キウイ かぼちゃ ねぎ ごはん　　味噌汁
587Cal 竹輪の磯辺揚げ スキムミルク スキムミルク うどん あおのり 人参 白菜 生姜焼き

かぼちゃの煮物 竹輪 ワカメ 青菜のおかか和え
19 人参ジャムサンド カブスープ スキムミルク おにぎり 鶏肉 パン 人参 にんにく 生姜 ごはん　　　味噌汁

551Cal 鶏肉のサッパリ煮 ほうじ茶 ベーコン ごはん カブ 玉ねぎ コーン缶 れんこんの落とし揚げ
ジャーマンポテト かぶの葉 りんご キャベツの胡麻和え

20 ソースかつ丼 お魚ソーセージ クラッカー 豚肉 ごはん きゅうり ねぎ のり ポークカレーライス
669Cal かき玉汁 キウイゼリー 牛乳 クラッカー しいたけ きゅうりもみ

漬物 牛乳 キウイ 福神漬け
21 ゆかりごはん すいとん いわしっこ ジャムサンド 鯛 小麦粉 ゆかり カブ 小松菜 ジャージャー麺

619Cal 鯛の煮付け スキムミルク スキムミルク ごはん キャベツ 中華スープ
小松菜の胡麻和え パン 長ネギ あずき寒天

22 食パン バナナ スキムミルク ☆ポテトグラタン ウインナー マカロニ 人参 かぶ バナナ ごはん　　　味噌汁
622Cal ミネストローネ 麦茶 チーズ じゃが芋 玉ねぎ 鶏肉のソテー

マカロニサラダ パン トマト缶 スティック野菜
23 炊き込みご飯 味噌汁 プチお菓子 パン 白身魚 ごはん 人参

500Cal 魚のフライ 漬物 牛乳 牛乳 パン キャベツ

25 焼そば チーズ ☆キウイパウンドケーキ 豚肉 焼そば麺 キャベツ 人参 大根 ごはん　　味噌汁
601Cal ブロッコリーサラダ スキムミルク スキムミルク 小麦粉 玉ねぎ 肉団子

大根の味噌汁 コーン缶 野菜サラダ
26 ロールパン コーンスープ スキムミルク みたらし団子 ひき肉 上新粉 玉ねぎ キャベツ キウイ 鯛飯

602Cal 煮込みハンバーグ キウイ ほうじ茶 牛乳 白玉粉 人参 ☆かぶの煮物
チップスサラダ きゅうり 味噌汁

27 ☆和風カレーライス お魚ソーセージ せんべい 豚ひき肉 せんべい キウイ 玉ねぎ 大根 肉丼
582Cal さつま芋サラダ バナナ 牛乳 ごはん もも缶 わかめの胡麻和え

キウイ入りフルーツヨーグルト 牛乳 ヨーグルト 人参 味噌汁
28 麦ごはん かぼちゃの味噌汁 いわしっこ きな粉マカロニ 鯛 ごはん かぼちゃ 玉ねぎ 菜の花 ☆豚汁うどん

567Ca ☆鯛のから揚げ りんご きな粉 米粉マカロニ もやし しゅうまい
☆キャベツの炒め物菜の花入り スキムミルク スキムミルク 小麦粉 生姜 浅漬け

しいたけ　きゅうり
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☆印は新メニューです。      仕入れ等の都合により変更することがあります。　Cal、食材表示は昼食・おやつになります。
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給食だより	

1月の給食の様子	

答え：キウイ	

２月ピックアップ食材	

かぶ→鉄分豊富。	
鯛→ビタミンB・D群豊富。	
キ○イ→ビタミンC豊富。	
	

この果物なんだ？	

事の日	

海苔の日	

2月もたくさん！行事食	
2月1日節分行事食から始まり、今月も沢山の行事食が給食に登場します！！子ども達にわかりやすい	
よう意味も伝えていきながら楽しく給食の時間を過ごしたいと思います☆	
	

ヒント	

皮にうぶ毛があって	
切ると緑色をしている	

果物だよ。	
	

冬の温かメニュー	
ラーメン・餃子☆	
子ども達に大人気でし
た。	
	

2月１日（節分給食）→恵方巻きは節分に食べると縁起がよいとされ、「縁を切らないため包丁を入れず、丸ごとかぶりつく」「福が逃げるので無言で食べる」
などの決まりごとが後からつき、風習となったと言われています。今年は南南東の方角です。 	

	

2月6日（海苔の日）→節分の「恵方巻き」が全国的に認知され、恵方巻き用の海苔にちなみ、海苔巻きの日と制定しました。 	
	

2月８日（事の日）→「事」とは祭事のことで、事の神は「田の神・農神」を指します。この日は農事を始める日で、代表的な農作物で作る「おこと汁」を食べ、豊

作を祈願します。野菜は土から採れるものならなんでもOKです。 	
	

2月14日（バレンタイン）→自分の命を犠牲にしてまで神の愛を伝え、実践したバレンティヌスの名前からバレンタインという行事が生まれたそうです。バレン

タインにチョコを贈るのは日本独自の文化で、欧米では、恋人や友達、家族などがお互いにカードや花束、お菓子などを贈るそうです。 	
	

	
食べる量も4月当初より増

え、毎日完食！！	
ピカピカのお皿を見ると、　

とても嬉しく思います♪	

	

	


