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ごはん　味噌けんちん汁

鶏肉のコーンフレーク焼き

ほうれん草のおかか和え

バナナケーキ

ミルク

シリアルクッキー

スティックきゅうり　 牛乳 タンカン　ミルク

ごはん　白菜スープ

かぼちゃサラダ　みかん缶 チンゲン菜とコーンのソテー ひじきサラダ　パイン缶

味噌おむすび ポパイトースト

ミートソーススパゲティ ごはん　厚揚げの味噌汁

キャベツと卵のスープ 肉豆腐　黄桃 白身魚の西京焼き

ミルク 塩せんべい バナナ　ミルク ミルク クラッカー　りんご

ココアマフィン ホットぜんざい さつま芋クッキー スイートポテト カップdeヤクルト クリームパン

ポークカレー ごはん　納豆

野菜ジュース 麩チャンプルー 大豆サラダ　みかん缶 大根の和え物　パイン缶

もやしの甘酢和え

豚汁

ミルク 桑茶 タンカン　ミルク ミルク

13時までの保育

ミルク

ソーキ汁　黄桃 揚げ鶏レバーの甘辛煮 鮭の塩こうじ焼 チキンの煮付け　ミニトマト

卯の花サラダ

お子様ランチ　コーンスープ

わかめスープ

麦ごはん　野菜スープ マージンごはん　白菜の味噌汁 ごはん　白菜の味噌汁

わかめごはん

おでん　ほうれん草の白和え

ごはん　味付けのり

ほうれん草ケーキ イージュ天ぷら バレンタインクッキー 生ｸﾘｰﾑケーキ

ひじきの白和え　トマト

えだまめ

建国記念日

ごはん　じゃが芋の味噌汁

白身魚のパン粉焼き

きゅうりとちくわの酢の物 バナナ ほうれん草のゴマ和え

とんかつ　いちご玉葱の味噌汁　ミニゼリー

三色そぼろ丼

かぼちゃケーキ

ミルクミルク ミルク ミルク ミルク

紅芋ねじり棒

コーンスープ

豆乳くずもち

保育所カレー

チーズスコーン マリービスケット　バナナ おにぎり

バターパン

豚たま丼

アーサ汁

春雨の和え物 きゅうりの土佐マヨ和え 鶏肉の照焼き　白菜の煮びたし

ミルク

麦ごはん　小松菜の味噌汁 マージンごはん　手作りふりかけ ごはん　中味汁

筑前煮　パイン缶 かぼちゃの味噌汁 お弁当会

月 火 水 木 金

2月には節分があります。節分は、季節を分けると言う
意味があります。季節の変わり目には体調を崩しやすい
ので、バランスの取れた栄養のあるものを食べて、寒さ
を乗り切りましょう！

ブロッコリーサラダ

ミルク
きな粉クリームパン

土

プチクッキー　りんご

鬼さんオムライス　ゆし豆腐

金棒ハンバーグ　みかん缶

焼きそば

じゃがいもそぼろ煮　みかん缶 クリームシチュー

ブロッコリーサラダ
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   人は料理を五感で味わって食べています。
「食にまつわる五感」を意識しながら子どもと食事することによって、料理をよりおいしく食べ、
食べ物や食事への興味や関心を高める作戦をご紹介します。

★五感をフルに使う方法

食べ物のおいしさは、5つの感覚で複合的に感じとっています。しかし、意識をせずに、何気なく
食べていると、「この食べ物は好き！　嫌い！」と、単純になりがちです。食卓では、今日の料
理、食材に注目して、五感を意識して食べることを心がけましょう。

人は生まれた時から「甘味」を好みますが、「酸味・苦味」は、敬遠しがちです。偏食を予防する
ためには、小さな頃から、いろいろな食材を体験し、嗜好を獲得していくことが大切です。何でも
おいしく食べることができるようになることが、食事を楽しむ基本。毎日の食事を通して練習しま
しょう。

「何が入っているのかな？」と料理に興味を持たせることが大切です。時には、調理前の野菜を見
せて、触らせてあげるのも良いですね。

いんげん(冷凍）、きゅうり、にんじん、キャベツ、大根、玉
ねぎ、○ほうれん草（冷凍・国産）、ねぎ、しょうが

☆☆毎月19日は食育の日です☆☆

米、○小麦粉、○グラノーラ、○無塩バター、○三温糖、
マヨネーズ、砂糖、すりごま（白）、新玄

キングフィレ（切り身・骨皮なし）、厚揚げ、○卵、大豆水
煮、かにかまぼこ、○保育乳、わかめ（乾）、シーチキン

○きよみ、人参、きゅうり、コーン缶、長ねぎ、ひじき

合びき肉、ピザ用チーズ、豆腐

食材・料理の香りは、「食事開始」の合図のようなもの。においを嗅ぐと、急に食欲がわきます。
納豆などの強いにおいも、小さな頃から食べ慣れると、気になりません。素材を活かした食事で、
食材本来のにおいを覚えられるようにしましょう。

玉ねぎ、人参、いんげん(冷凍）

大根、キャベツ、島人参、太もやし、玉ねぎ、からし菜、ね
ぎ

キャベツ、、ほうれん草、コーン缶、玉ねぎ、人参、練り
梅、○バナナ

ほうれんそう（冬）、クリームコーン缶、いちご、コーン缶、
にんじん

ブロッコリー（冷凍）、切りこんにゃく、玉ねぎ、人参、グリ
ンピース（冷凍）、干し椎茸○かぼちゃ（冷凍・国産）

白菜、栗かぼちゃ、人参、長ねぎ

グリコ　幼児ぶどう、もやし、玉ねぎ、人参、トマト、にんじ
ん、レーズン、ピーマン

クリームコーン缶、玉ねぎ、栗かぼちゃ、人参、きゅうり

トマト、○きよみ、玉ねぎ、人参、いんげん(冷凍）、ねぎ、
ひじき、にんにく、パセリ

○胚芽米、スパゲティ（1.6mm）、さつまいも、マヨネーズ、
○三温糖、オリーブ油、三温糖

豚Bロース、牛乳、卵、○生クリーム、○保育乳、豆腐

鶏手羽元、卵、おから、シーチキン、わかめ（乾）

胚芽米、じゃがいも、○小麦粉、○ホットケーキ粉、○三
温糖、○無塩バター、押麦、砂糖、小麦粉

豚Bロース　スライス、○卵、○保育乳（調理用）、○保育
乳

胚芽米、○小麦粉、○無塩バター、○グラニュー糖、
マージン（もちきび）、片栗粉、砂糖、油、三温糖、ごま
油、白炒りごま、◎鉄入りビスケット(和光堂）

鶏もも肉（皮付き）、豚Bロース　スライス、○保育乳（調理
用）、油揚げ、棒かまぼこ（卵なし）、○カルピス、しらす干
し、○卵、○保育乳、○粉チーズ、わかめ（乾）、刻みのり

鶏もも肉（皮なし）、豆腐、竹輪（無卵白）、○卵、○保育
乳、◎ヨーグルト60g

日付
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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

きゅうり、人参、小松菜、いんげん(冷凍）、パプリカ（赤）、
パプリカ（黄）、干し椎茸

胚芽米、パン粉、油、片栗粉 ゆし豆腐、合びき肉、卵、シーチキン、保育乳（調理用）、
○保育乳、のり佃煮

○りんご、人参、ブロッコリー、玉ねぎ、コーン缶、ピーマ
ン、レーズン、ねぎ

さんま（開き・中骨なし）、わかめ（乾）

胚芽米、じゃがいも、砂糖、ごまドレッシング、油、新玄○
小麦粉、○グラニュー糖、油、○マーガリン

豚中味（ボイル）、グーヤー（豚うで肉）、豚ひき肉、○保
育乳○卵、○保育乳

胚芽米、三温糖 豚Bロース　スライス、卵、豆腐、アーサ(素干)

胚芽米、じゃがいも、○粉黒糖、○芋くず、春雨、○タピ
オカでん粉、押麦、三温糖、油、ごま油、新玄、小麦粉

○調製豆乳、牛乳、合びき肉、○きな粉、シーチキン、○
保育乳

胚芽米、じゃがいも、○小麦粉、○無塩バター、○グラ
ニュー糖、パン粉、オリーブ油、ねりごま、三温糖、すりご
ま（白）

バターパン、マカロニ、油、卵なしパン

メルルーサ（切り身・骨皮なし）、豆腐、○卵、粉チーズ、
○保育乳、わかめ（乾）

鶏もも肉（皮なし）、豆腐、○卵、○保育乳、粉チーズ、鶏
ささ身

ほうれん草、大根、長ねぎ、○バナナ、にんじん、コーン
缶、しめじ、干し椎茸

米、○さつまいも、○小麦粉、油、○有塩バター、片栗
粉、三温糖、押麦、○砂糖、マヨネーズ、○片栗粉、○紅
芋粉、○黒炒りごま

米、さといも（水煮） グーヤー（豚うで肉） 大根、切りこんにゃく、人参、長ねぎ

玉ねぎ、なす、しめじ、ほうれん草

豆腐、牛ロース薄切り、○ピザ用チーズ、ベーコン、○牛
乳（県産　成分無調整）

玉ねぎ、キャベツ、栗かぼちゃ、スライスマッシュルーム
水煮、○きゅうり、トマト、人参、コーン缶、ほうれん草、ト
マトピューレ、ピーマン、レーズン、ねぎ

生鮭（切り身・骨無し）、ちくわ（無卵白）、油揚げ、○保育
乳（調理用）、シーチキン、○保育乳

大根、ほうれん草、栗かぼちゃ、きゅうり、ねぎ

トマト、キャベツ、きゅうり、いんげん(冷凍）、玉ねぎ、人
参、ねぎ、○バナナ

胚芽米、マヨネーズ、三温糖、新玄

鶏レバー、鶏もも肉（皮なし）、大豆水煮、竹輪（無卵
白）、○卵、ベーコン、○保育乳

○さつま芋ペースト、胚芽米、じゃがいも、○三温糖、
マージン（もちきび）、○無塩バター

◎みかん（S)、チンゲンサイ、キャベツ、白菜、人参、コー
ン缶、○ほうれん草（冷凍・国産）、しらたき、○コーン缶、
長ねぎ、ねぎ

食べた時に耳に響く音も、おいしさの要素のひとつです。また、食事中の「きれいなみどり色だ
ね！」「とってもおいしそうだね！」といった言葉がけも、小さな子どもにとっては、食事に集中
し、楽しく食べるために、大切なことです。

胚芽米、○粉黒糖、○白玉粉、○押麦、油、新玄

胚芽米、里芋（冷凍）、○小麦粉、○紅芋、○三温糖、○
無塩バター、○揚げ油、押麦、マヨネーズ、三温糖、○
すりごま（白）、油、新玄

ソーキ〈カット〉、○金時豆（乾）、卵、納豆（小粒）、ベーコ
ン、しらす干し、車麩、根昆布、○絹ごし豆腐、アナと雪
の女王ウインナー

胚芽米、、小麦粉、砂糖、片栗粉、星型麩

胚芽米、○ホットケーキ粉、○小麦粉、○無塩バター、砂
糖、○三温糖、三温糖、油、ごま油

絹ごし豆腐、○保育乳（調理用）、凍り豆腐、鶏ひき肉、
○卵、竹輪（無卵白）、○ピザ用チーズ、○保育乳、わか
め（乾）

胚芽米、○小麦粉、○揚げ油、マヨネーズ、すりごま（白） 豚肉・ヒレ、厚揚げ、さつま揚げ、豆腐、○シーチキン、
シーチキン、○卵、根昆布、味付海苔、うずら卵水煮、○
あおのり、プリンセスウインナー

胚芽米、パン粉、小麦粉、○グラニュー糖、揚げ油、すり
ごま（白）、新玄

★「健康な食事」を楽しむために大切なこと

○りんご、大根、白菜、ミニトマト、人参、きゅうり、ねぎ

合びき肉、卵、○シーチキン、○味付けのり

胚芽米、○食パン（8枚切り）卵不使用、○マヨネーズ、無
塩バター、三温糖、油

胚芽米、里芋（冷凍）、コーンフレーク（プレーン）、○小
麦粉、○無塩バター、○三温糖、マヨネーズ、新玄

大根、小松菜、三角こんにゃく（小）、○人参、人参、○に
ら、バナナ

中華麺（蒸し）、油 豚バラ肉スライス、豚Bロース　スライス、わかめ（乾）、あ
おのり

キャベツ、太もやし、玉ねぎ、人参、コーン缶、ピーマン、
長ねぎ

子どもたちが無理なく食べることができる舌触り、固さ、大きさにすることで、食感を楽しんで食
べることができます。また、野菜を実際に育てる体験などを通して、実際に触れることは、さらに
子どもたちの興味・関心を高めることができます。

給食だより2月号

主食・主菜・副菜をそろえ 穏やかな食環境をつく 楽しい会話をする
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