
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

1 543.6(447.5)

土 16.2(14.6)

3 666.8(550.1)

月 22.1(19.1)

4 646.2(519.9)

火 30.4(24.7)

5 534.0(440.8)

水 16.8(15.0)

6 684.1(538.7)

木 31.4(24.3)

7 591.9(477.9)

金 26.5(21.7)

8 593.8(428.1)

土 17.6(13.3)

10 696.1(547.2)

月 25.7(20.3)

12 696.0(547.6)

水 33.6(25.6)

13 532.5(413.4)

木 22.5(18.1)

14 586.3(497.1)

金 16.2(15.0)

15 566.3(442.0)

土 19.5(15.7)

17 586.4(465.5)

月 20.8(17.0)

18 634.4(504.0)

火 27.4(21.5)

19 604.1(462.0)

水 26.3(20.3)

20 671.9(537.3)

木 17.9(15.8)

21 695.8(553.2)

金 30.1(24.5)

22 433.4(369.8)

土 14.7(13.6)

25 617.2(485.0)

火 27.0(19.9)

26 626.5(506.3)

水 28.4(23.4)

27 606.3(465.0)

木 21.0(17.1)

28 691.7(539.9)

金 26.9(20.9)

29 527.0(434.9)

土 17.0(15.2)
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ほうれん草入りパンケーキ
牛乳

米、○小麦粉、パン粉、○砂糖、
小麦粉、油、焼ふ(車ふ）

○牛乳、はんぺん、チーズ、○
卵、いわし(煮干し)、○米みそ
（淡色辛みそ）、○バター、◎牛
乳

かぶ、きゅうり、にんじん、○ほうれ
んそう、ねぎ

○牛乳、さけ、絹ごし豆腐、白み
そ、○きな粉、バター、◎牛乳

にんじん、ごぼう、キャベツ、しめ
じ、いんげん、ねぎ、レモン果汁

牛乳 食パン　チリコンカン　白菜のじゃこドレッシングあえ

野菜のミルクスープ　果物

味噌焼きおにぎり
お茶

食パン、○米、じゃがいも、マーガ
リン・ソフトタイプ、砂糖、○はちみ
つ、ごま油

牛乳、豚ひき肉、いんげんまめ
（乾）、○淡色みそ、しらす干し、
バター、◎牛乳

はくさい、果物、かぼちゃ、ホールト
マト缶詰、にんじん、たまねぎ、しめ
じ、エリンギィ、パセリ

だいこん、たまねぎ、キャベツ、緑豆
もやし、きゅうり、にんじん、ピーマ
ン、カットわかめ、あおのり

とん汁うどん　ブロッコリーのごま酢和え　果物

○キャベツ、だいこん、ほうれんそ
う、もやし、にんじん、ねぎ、○ピー
マン、○にんじん、しょうが　果物

◎牛乳、豚肉(ばら)、米みそ（淡
色辛みそ）、○さけ（塩）、ちくわ

バナナ、にんじん、ブロッコリー、だ
いこん、ごぼう、ねぎ、まいたけ、○
焼きのり

ゆでうどん、○米、さといも、○ご
ま、ごま、砂糖

ごはん　鶏の生姜煮　ほうれん草ともやしの納豆和え
大根とねぎの味噌汁　果物

ごはん　さけのちゃんちゃん焼き　きんぴらごぼう
豆腐のすまし汁

きな粉あげぱん
牛乳

米、○ロールパン、○油、砂糖、
○グラニュー糖、○砂糖、ごま油、
ごま

牛乳

牛乳 ソース焼きそば　中華風大根サラダ　ワカメスープ

鮭おにぎり
お茶

カレー焼きそば
牛乳

米、○焼きそばめん、砂糖、○ご
ま油

牛乳

牛乳

牛乳 ごはん　はんぺんのチーズフライ　かぶのサラダ

おふとねぎの味噌汁

果物、だいこん、きゅうり、ほうれん
そう、にんじん、ねぎ

たまねぎ、にんじん、だいこん、きゅ
うり、○いちご、赤ピーマン、コーン
缶、しめじ、いんげん

米、じゃがいも、○砂糖、○米粉、
小麦粉、パン粉○油

○かぼちゃ、たけのこ、ねぎ、にん
じん○干しぶどう　キャベツ、もやし

○牛乳、さけ、木綿豆腐、豚肉
(ばら)、米みそ（淡色辛みそ）、
白みそ、卵(黄)、◎牛乳

かぼちゃ、果物、こまつな、○きのこ
○たまねぎ、ねぎ、○にんじん、○
ピーマン、みついしこんぶ（だし用）

ゆでうどん、○米、焼ふ(車ふ）、砂
糖

米、さといも、○ぎょうざの皮、○
油、マヨネーズ、○砂糖、ごま油、
お麩

豚肉(ロース)、○鶏肉(もも皮な
し)、チーズ、○油揚げ、バター、
◎牛乳

米、○ロールパン、しゅうまいの
皮、片栗粉、○マヨネーズ、砂糖、
油、○ごま

きゅうり、かぶ、たまねぎ、にんじ
ん、しめじ、ピーマン

だいこん、○りんご、はくさい、ね
ぎ、しらたき、にんじん、ゆず果汁、
さやえんどう

果物、たまねぎ、はくさい、○キャベ
ツ、にんじん、○コーン缶、ひじき、
グリンピース（冷凍）

米、○食パン、じゃがいも、○マヨ
ネーズ（スプレッド）、フレンチド
レッシング（分離型）、油

牛乳

タンメン　さつま芋の甘煮　果物牛乳

ケチャップライス　かぶのサラダ　野菜スープ

ひじきと大豆のチャーハン
牛乳

大学芋
牛乳

食パン　豚肉とポテトの重ね焼き　にんじんのサラダ

青梗菜のスープ

はっと汁
お茶

茶まんじゅう
お茶

シーチキンおにぎり
煮干し
お茶

レモンケーキ
牛乳

10時
おや
つ

牛乳

牛乳 ハヤシライス  ブロッコリーのサラダ  もやしのスープ ヨーグルト
菓子パン
お茶

鬼まんじゅう
お茶

牛乳 恵方巻　おでん　わかめの味噌汁　果物

ごはん　煮魚　ひきないり　油揚げと玉ねぎの味噌汁

献立

ごはん　和風ミートローフ　切干大根のサラダ　芋煮

ロールパン　鱈のフライタルタルソース　コールスローサラダ

もやしのスープ

３時のおやつ

牛乳

牛乳

オープンサンド
牛乳

ごはん　シュウマイ　ひじきの炒り煮　白菜の味噌汁　果物

ごはん　魚の幽庵焼き　肉豆腐　大根とねぎの味噌汁

エネルギー
たんぱく質

しらすピザせんべい
牛乳

材         料        名

○牛乳、かれい、○卵、米みそ
（淡色辛みそ）、鶏ささみ、ちく
わ、油揚げ、いわし(煮干し)、◎
牛乳

米、○小麦粉、○砂糖、砂糖、○
マーガリン・ソフトタイプ、ごま
（乾）、ごま油

ブロッコリー、たまねぎ、もやし、に
んじん、きゅうり、ねぎ

米、じゃがいも、マヨネーズ（スプ
レッド）、油、○砂糖

◎牛乳、○ヨーグルト(無糖)、豚
肉(肩ロース･脂身付)

だいこん、板こんにゃく、にんじん、
きゅうり、ねぎ、かんぴょう（乾）、焼
きのり、わかめ（乾）　果物

米、○さつまいも、○小麦粉、砂
糖、○砂糖、マヨネーズ（スプレッ
ド）

ブロッコリー、たまねぎ、キャベツ、
にんじん、ねぎ、ひじき、わかめ
（乾）

米、○米粉、砂糖、マヨネーズ

米、さつまいも、○小麦粉、○砂
糖、油、○黒砂糖、砂糖、片栗粉

じゃがいも、食パン、○小麦粉、○
さといも、マーガリン・ソフトタイプ、
油

こまつな、ねぎ、にんじん、焼きの
り、干ししいたけ

にんじん、チンゲンサイ、○だいこ
ん、○にんじん、たまねぎ、○ごぼ
う、干しぶどう、○ねぎ、○しめじ、
パセリ

○牛乳、かじき、卵、◎牛乳

豚ひき肉、○あずき、米みそ（淡
色辛みそ）、しらす干し、いわし
(煮干し)、◎牛乳

○牛乳、豚ひき肉、○ウイン
ナー、米みそ（淡色辛みそ）、油
揚げ、いわし(煮干し)、◎牛乳

牛乳
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マーボー丼　もやしのサラダ　中華スープ

牛乳

牛乳

牛乳

りんごとチーズのケーキ
牛乳

ツナサンド
牛乳

○牛乳、鮭、木綿豆腐、○卵、
豚肉、○チーズ、○バター、米
みそ（淡色辛みそ）、いわし(煮干
し)

米、○小麦粉、○砂糖、砂糖

○牛乳、たら、卵、ハム、○だい
ず（乾）、○しらす干し、◎牛乳

たまねぎ、だいこん、にんじん、きゅ
うり、板こんにゃく、○ねぎ、切り干
しだいこん、ごぼう、万能ねぎ、○
焼きのり

がんもどき、さつま揚げ、ウイン
ナー、ツナ油漬缶、米みそ（淡
色辛みそ）、いわし(煮干し)、◎
牛乳

果物、キャベツ、もやし、にんじん、
たまねぎ、ねぎ、にら、しめじ、○焼
きのり

豚肉(肩ロース)、○ツナ油漬缶、
○いわし(煮干し)、◎牛乳

○牛乳、鶏手羽元、挽きわり納
豆、米みそ（淡色辛みそ）、○豚
肉(肩)、いわし(煮干し)、◎牛乳

◎牛乳、豚肉(肩ロース･脂身
付)、○チーズ、○かつお節

ごはん　鮭の黄金焼き　お麩のチャンプル　里芋の味噌汁 パンプキンパイ
牛乳

チーズおかかおにぎり
お茶

ごはん　揚げワンタンのくずあんかけ　小松菜と人参の磯和え

さつま芋の味噌汁 　果物

バッタラ焼き
牛乳

コーンフレーク
牛乳

ぶどうぱん　魚のピカタ　大根サラダ　春雨スープ　果物

ごはん　宝袋煮　ブロッコリーのツナ和え　わかめの味噌汁

牛乳

焼きそばめん、○米、砂糖、○ご
ま、ごま油

ウインナーピラフ　コーンクリームコロッケ　キュービックサラダ

卵のスープ

○絹ごし豆腐、ウインナー、○牛
乳○おから、生クリーム、無塩バ
ター、バター、◎牛乳

ココアブラウニー
生クリーム＆いちご添え
お茶

牛乳

牛乳

○さつまいも、ぶどうパン○砂糖、
○油、はるさめ、小麦粉、油、○ご
ま

○牛乳、油揚げ、鶏ひき肉、米
みそ（淡色辛みそ）、○卵、卵、
ツナ缶、いわし(煮干し)、◎牛乳

カレーピラフ
牛乳

牛乳

牛乳

おかめうどん　かぼちゃの甘煮　果物牛乳 ○牛乳、卵、鶏もも肉（皮付き）、
○豚ひき肉、なると、かつお節、
◎牛乳

生中華めん、さつまいも、○米、砂
糖、ごま油、○砂糖

だいこん、○レモン、たまねぎ、に
んじん、ピーマン、○レモン果汁、
ねぎ、しょうが

米、さといも、○ぎょうざの皮、パン
粉、○マヨネーズ、砂糖、油、片栗
粉

ロールパン、○米、パン粉、油、マ
ヨネーズ、小麦粉、○油、砂糖、○
ごま油、○砂糖

米、○コーンフレーク、油、砂糖、
片栗粉、ごま油

○牛乳、◎牛乳、絹ごし豆腐、
豚ひき肉、米みそ（淡色辛みそ）

緑豆もやし、きゅうり、ねぎ、だいこ
ん、にんじん、さやえんどう、しょうが

○牛乳、豚ひき肉、豚肉、鶏ひ
き肉、卵、米みそ、○チーズ、○
しらす干し、かにかまぼこ、いわ
し

もやし、キャベツ、きゅうり、にんじ
ん、ねぎ、○こまつな、○ねぎ、たま
ねぎ、○ひじき、パセリ

○牛乳、◎牛乳、○ツナ油漬缶

2月4日は立春です。暦のうえでは春が始まる日です。梅も咲きは
じめるころですね。立春の前日・節分は、新しい季節が始まる前に
悪いことを追い払うためトゲトゲのヒイラギの枝に、においのきつい
イワシの頭を指して、戸口などに飾るようになりました。
給食の節分メニューは、恵方巻や鬼まんじゅうが登場します。恵方
巻は、乳児は細巻き、幼児は太巻きとして提供します。 ・はっと汁 宮城県

はっと、つめり、すいとんとも言われている。小麦粉に水を加
えて練り、薄くのばした生地をゆで上げる。汁ものに入れたり、あ
んこやごまなどに和えたりして食べます。諸説ありますが、小麦
粉料理を好む農民が増え、米の生産を怠るのを心配した殿様が、
この料理を「ご法度」としたこから、ごはっと→はっととなりました。

・芋煮 山形県
里芋やねぎ、きのこ、こんにゃく、季節の野菜を具材にした鍋料理。

牛肉が入ったり、味付けもしょう味だったり、味噌味だったりする。旧暦
の8月の十五夜の芋名月の日に里芋を供える習慣から生まれた説が
あります。

・バッタラ焼き 秋田県
小麦粉、卵、牛乳、砂糖を混ぜて焼く、ホットケーキのようなもので

す。片面が焼けてひっくり返してもう片面を焼く時に「バッタラ」と音が
することから、名付けられてそうです。今回は米粉も加えて作ります。

・ひきないり 福島県
ひきなとは千切りしした大根を意味する県北の福島市あたりの

方言です。ひきなを炒めることから「ひきないり」と呼びます。切干
大根を使うこともありますが、大根の季節には生の大根を使うと美
味しいです。






