
2021年度2月 献　　　立　　　表 ハレルヤ保育園

0728685541

園基準 ２月1日平均 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（あられ）

465 482

17.4 19.6

15 15.8

米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（煎餅） お菓子（あられ）

米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（あられ）

牛乳 お菓子（クッキー） お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（あられ）

米菓

スパゲティー　えび　あさり水煮
ワイン　たまねぎ　ベーコン
赤ピーマン　しめじ　えのき
オリーブ油　にんにく　塩
こしょう　パセリ

あんかけ焼そば

焼きそばめん　豚肉　たまねぎ
たけのこ　にんじん　ピーマン
はくさい 　ごま油　塩　こしょう
しょうゆ　みりん　片栗粉
だし　むきえび

胚芽米　豚ひき肉　酒　納豆
キャベツ　こまつな　たまねぎ
にんじん　コーン　油　しょうゆ
塩　ごま油　米粉

トマト
マーボー丼

プチゼリー プチゼリー2個バナナ

バナナ

胚芽米

りんご

りんご りんご プルーン プルーン

りんご りんご

干しうどん　ほうれんそう　ねぎ
にんじん　油揚げ　かにかま
こんぶ　だし　塩　しょうゆ

ホットケーキ粉　豆腐
三温糖　黒ごま　油

バナナ

7

月曜日 火曜日

御飯 胚芽米

鉄 2.3 2.2

カルシウム

5

水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 牛乳 2 牛乳 牛乳

こぎつねずし
胚芽米　酢　三温糖　塩
油揚げ　にんじん　ごぼう　みりん
酒　しょうゆ　だし　ごま

麦御飯 胚芽米　押麦

3 牛乳 4 牛乳

215 252

脂質

たんぱく質

シーフード
スパゲティー

小松菜の納豆あ
え

こまつな　にんじん　納豆
しょうゆ　かつお節

五目野菜のみそ
煮

みそ汁

豚こま天
豚肉　塩　こしょう　しょうが
酒　小麦粉　しそ　卵　油

白身魚のごま
マヨネーズ焼き

かれい　塩　こしょう　小麦粉　油
バター　たまねぎ　ごま
粉チーズ　マヨドレ

御飯エネルギー

れんこん　ごぼう　にんじん
さといも　干ししいたけ　油　だし
みそ　しょうゆ　みりん　三温糖

ブロッコリーの
三色サラダ

ブロッコリー　にんじん　コーン
塩　酢　こしょう　油

チンゲン菜の
さっと煮

チンゲンサイ　えのき　にんじん
ちくわ　しょうゆ　みりん　だし

おさかなバーグ
いわし　しょうが　にんにく
鶏ひき肉　たまねぎ　片栗粉
塩　油　ケチャップ

かじきの
ねぎみそ焼き

かじき　しょうが　酒　小麦粉
油　みそ　三温糖　みりん　ねぎ

納豆　さといも　にんじん　ねぎ
こまつな　だし　みそ

玉葱のみそ汁
さつまいも　油揚げ　にんじん
たまねぎ　ほうれんそう　なす
わかめ　だし　みそ

豆腐のすまし汁
豆腐　はくさい　えのき　にんじん
こんぶ　だし　しょうゆ　塩

大根汁
油揚げ　だいこん　ほうれんそう
にんじん　こんにゃく　塩　しめじ
こんぶ　だし　しょうゆ　ねぎ

ほうれん草の
すまし汁

はくさい　ほうれんそう　ねぎ
ながいも　えのき　にんじん
こんぶ　だし　しょうゆ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 りんごジュース りんごジュース 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

きな粉おはぎ
胚芽米　もち米　きな粉　三温糖
塩

にんじん
ポンデケージョ

じゃがいも　にんじん　ウインナー
米粉　片栗粉　コンソメ　塩　油

おにの
ホットケーキ

ホットケーキ粉　三温糖　豆乳　油
豆乳生クリーム　ココア　いちご

お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべい

牛乳 8 牛乳 9 牛乳 10 牛乳 11

御飯 胚芽米 麦御飯 胚芽米　押麦
人参としらすの
御飯

胚芽米　にんじん　しらす干し
三温糖　しょうゆ　塩　酒

プルーン

12 牛乳

御飯 胚芽米

すまし汁
こまつな　にんじん　えのき
油揚げ　豆腐　しょうゆ
塩　だし　こんぶ

もちもちぱん
白玉粉　塩　牛乳　粉チーズ
黒ごま　油

ぶりの照り焼き
ぶり　しょうゆ　みりん
三温糖　酒　油

コーン焼き
豚ひき肉　たまねぎ　しょうが
にんにく　片栗粉　塩　こしょう
コーン　米粉　油　しょうゆ

あじの煮つけ
あじ　しょうゆ　三温糖　酒
しょうが　だし　みりん

小松菜の
しらすサラダ

こまつな　キャベツ　しらす干し
油　酢　しょうゆ

ブロッコリーの
ごま酢あえ

ブロッコリー　にんじん　ちくわ
ごま　酢　三温糖　しょうゆ

チンゲン菜の
あえもの

チンゲンサイ　もやし　ほうれんそ
う　にんじん　しょうゆ

牛乳

麩のすまし汁
ふ　ほうれんそう　にんじん　えの
き　ねぎ　こんぶ　だし　しょうゆ
塩

かぶのスープ煮
かぶ　じゃがいも　たまねぎ
ベーコン　バター　コンソメ　塩
こしょう　ワイン　かぶ葉

春雨のすまし汁
はるさめ　ほうれんそう
にんじん　えのき　ねぎ　だし
こんぶ　しょうゆ　たまねぎ

とうもろこし　塩　油

茄子のみそ汁
油揚げ　なす　たまねぎ
えのき　ねぎ　みそ　だし

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

いよかん

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

マカロニ
ケチャップ

マカロニ　ベーコン　たまねぎ
にんじん　ケチャップ　ソース
トマトピューレ　塩　油

蒸しパン
ホットケーキ粉　三温糖　豆乳
甘納豆　くりの甘露煮

ポップコーン

14 牛乳 15 牛乳 16 牛乳

お菓子 クッキー　せんべい

プルーン プチゼリー プチゼリー2個

さばの塩焼き さば　塩　油　酒

大根と厚揚げの
煮物

生揚げ　だいこん　いんげん
干ししいたけ　三温糖
しょうゆ　だし

17

パン パン胚芽米　しょうが　にんにく　米粉
にんじん　ねぎ　チンゲンサイ　酒
トマト　豚ひき肉　しょうゆ　みそ
三温糖　だし　ごま油　片栗粉

19 牛乳牛乳牛乳 18

胚芽米　押麦

鮭のコーン焼き
さけ　塩　こしょう　マヨドレ　牛
乳　パセリ　たまねぎ　クリーム
コーン

白身魚の
ゴマフライ

かれい　塩　こしょう　小麦粉　卵
パン粉　ごま　油

鶏肉の
マーマレード
焼き

鶏肉　三温糖　塩　しょうゆ
マーマレード　片栗粉

さばと玉ねぎの
みそ煮

さば　みそ　みりん　三温糖
酒　しょうが　たまねぎ

胚芽米

切り干しだいこん　ベーコン
にんにく　オリーブ油　赤ピーマン
グリーンアスパラガス　ひじき　酢
三温糖　塩　しょうゆ

豆腐の
チーズ焼き

豆腐　片栗粉　小麦粉　ねぎ
ケチャップ　のり　塩　コーン
チーズ　オリーブ油

かぼちゃの
枝豆あんかけ

かぼちゃ　だし　三温糖　みりん
酒　しょうゆ　片栗粉　えだまめ

麦御飯御飯 胚芽米

アスパラサラダ
グリーンアスパラガス　きゅうり
キャベツ　酢　油　三温糖
塩　こしょう　ハム

ほうれん草の
ナムル

ほうれんそう　もやし
にんじん　ごま　塩　ごま油

コーン　あさり水煮　ワイン
じゃがいも　たまねぎ　にんじん
マッシュルーム　バター　小麦粉
牛乳　コンソメ　塩　こしょう

みそ汁
だいこん　にんじん　こまつな
納豆　ねぎ　だし　みそ

番茶お茶

かぼちゃスープ
ベーコン　かぼちゃ　たまねぎ
にんじん　ほうれんそう　豆乳
塩　こしょう　中華だし

五目みそ汁
かぼちゃ　たまねぎ　にんじん
ごぼう　ほうれんそう　わかめ
ねぎ　だし　みそ

煮浸し風汁
クラム
チャウダー

牛乳 牛乳

ドーナツ
おから　米粉　豆乳
ベーキング パウダー　三温糖
油　グラニュー糖

レモンラスク フランスパン　三温糖　レモン果汁 水菜のチヂミ

牛乳 牛乳 牛乳

21 米菓 22 牛乳 23

牛乳牛乳 牛乳

牛乳 25 牛乳 26

白玉粉　上新粉　片栗粉
きょうな　干しえび
塩　油　ごま油

油揚げと野菜の
混ぜご飯

胚芽米　油揚げ　にんじん
もやし　しょうゆ　三温糖
みりん　のり　だし

お菓子 クッキー　せんべい

バナナ

牛乳

御飯 胚芽米 御飯 胚芽米 さつま芋御飯 胚芽米　さつまいも　酒　塩 麦御飯

24

胚芽米　押麦

鰆の西京焼き
さわら　みそ　三温糖
みりん　酒　油

肉じゃが
カレー味

牛肉　カレー粉　じゃがいも
油　にんじん　たまねぎ　しょうゆ
三温糖　みりん　グリンピース

鶏からあげの
野菜あんかけ

鶏肉　しょうが　しょうゆ　油
三温糖　片栗粉　もやし　 たまねぎ
にんじん　たけのこ　  中華だし
こしょう　さやえんどう

さばの
焼きおろし煮

さば　塩　だいこん　ねぎ
だし　しょうゆ　酒　三温糖

ブロッコリーの
和風マヨネーズ

ブロッコリー　鶏ささ身　酒　酢
しょうゆ　三温糖　マヨネーズ

なすのナムル
なす　きゅうり　はるさめ
にんじん　ハム　酢　しょうゆ
三温糖　ごま油　油

湯葉のすまし汁

三色なます
だいこん　きゅうり　にんじん　酢
三温糖　塩　だし

チンゲン菜の
ソテー

豆乳スープ
ベーコン　かぼちゃ　たまねぎ
マッシュルーム　にんじん　豆乳
コンソメ　塩　こしょう

牛乳 牛乳

チンゲンサイ　にんじん　コーン
油　こしょう　しょうゆ

豆腐のみそ汁

牛乳 牛乳 牛乳

豆腐　油揚げ　わかめ
ほうれんそう　だし　みそ

五目みそ汁
干し湯葉　ふ　わかめ　にんじん
チンゲンサイ　ながいも　こんぶ
だし　しょうゆ

さつまいも　だいこん　にんじん
はくさい　油揚げ　ねぎ　わかめ
だし　みそ

南瓜のみそ汁
生揚げ　かぼちゃ　たまねぎ
わかめ　ほうれんそう　ねぎ
だし　みそ

お菓子

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

きゅうり　わかめ　にんじん　ごま
しらす干し　酢　三温糖　しょうゆ

鶏肉　ごぼう　にんじん　油
こんにゃく　さといも　みりん
干ししいたけ　いんげん　だし
しょうゆ　三温糖

じゃがいも　ひじき　ツナ
塩　油　上新粉

揚げパンきなこ
スティック

食パン　油　きな粉　三温糖

バナナ

筑前煮

鮭と水菜の
混ぜごはん

胚芽米　さけ　きょうな
ごま　こんぶ

クッキー　せんべい

28 牛乳

お菓子 クッキー　せんべい

プルーン

ひじきの
ハッシュポテト

いよかん いよかん バナナ

りんご

ごまドーナツ

牛乳

うどん汁

きゅうりの
酢の物

牛乳

いよかん いよかん バナナ バナナ プチゼリー プチゼリー2個

いよかん

プルーン プルーン りんご りんご オレンジ オレンジ

こまつな　はくさい　にんじん
えのき　油揚げ　しょうゆ
塩　だし　こんぶ

御飯

切干大根の
イタリアンサラ
ダ

野菜のそぼろ丼

りんご りんご オレンジ オレンジ プルーン

米粉のみかん
蒸しパン

米粉　ベーキングパウダー
みかん濃縮果汁
三温糖　油　ながいも

牛乳

◎節分のいわれ
もともと節分は立春・立夏・立秋・立冬の前日のことで、

1年に4回ありました。しかし、1年の始まりとして春を特に大事に
考えるようになると、節分といえば春の節分のみを指すようになりました。
大みそかともいえる節分の日には前の年の邪気を祓うための
行事・追儺（ついな）が行われます。
豆まきもそのひとつで、『魔目（鬼の目）』に豆を投げて『魔滅
（魔を滅する）』という意味があるといわれています。

◎節分にまつわるもの

●豆→豆は炒り豆を使います。
生豆を使わないのは『拾い忘れたものから芽が
出るとよくないことがある』といわれているからです。

●やいかがし→戸口にいわしの頭やひいらぎをさします。
・いわし→いわしの臭みで鬼が近づかないように
・ひいらぎ→葉のとげで鬼の目を刺して、家の中への侵入を防ぐため

ハッピースマイル


