2019年（平成30年度）

2月の給食
日 曜

お昼の献立

13日 お弁当の日★
15日 お誕生日会★
くぜにし保育園【922-0007】

材料・調味料

3時のおやつ

1

金

ｶﾚｰﾗｲｽ 春雨ｻﾗﾀﾞ ﾊﾟｲﾝ缶
豆腐とわかめのｽｰﾌﾟ

2

土

ﾁｬｰﾊﾝ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰごまﾏﾖ和え
ｳｲﾝﾅｰ 野菜のみそ汁

米 ﾍﾞｰｺﾝ 玉ねぎ 人参 卵 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ﾊﾑ ｳｲﾝﾅｰ わかめ
牛乳 さとう しょうゆ しお ﾏﾖﾈｰｽﾞ みそ ごま

ビスケット ラムネ
牛乳

4

月

ごはん 揚げしゅうまい 油揚げ酢の物
ﾁｰｽﾞ 野菜のみそ汁

米 しゅうまい 油揚げ ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり わかめ 玉ねぎ 人参 じゃが芋 ﾁｰｽﾞ
片栗粉 牛乳 さとう しょうゆ す しお ﾏﾖﾈｰｽﾞ みそ

★手作りおやつ★
【じゃが芋おやき・牛乳】

5

火

ごはん 麻婆豆腐 ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ
もやしとわかめのｽｰﾌﾟ

米 豚ﾐﾝﾁ もめん豆腐 玉ねぎ 人参 ﾏｶﾛﾆ ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり もやし わかめ
牛乳 ﾎｯﾄｹｰｷの素 さとう しょうゆ みそ ﾏﾖﾈｰｽﾞ みりん

★手作りおやつ★
【ﾄﾞｰﾅﾂ・牛乳】

6

水

ごはん 肉うどん 切干大根の煮物
ほうれん草とえのきのごま和え

米 生うどん 牛肉 ﾈｷﾞ 卵 切り干し大根 油揚げ 人参 ほうれん草 えのき
牛乳 さとう しょうゆ みりん ごま

おせんべい ラムネ
牛乳

7

木

ごはん ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ かぼちゃｻﾗﾀﾞ
人参ｽｰﾌﾟ

米 合びきﾐﾝﾁ 玉ねぎ 人参 かぼちゃ じゃが芋 きゅうり ほうれん草
食パン ﾁｰｽﾞ 牛乳 さとう しょうゆ ｹﾁｬｯﾌﾟ す ﾏﾖﾈｰｽﾞ ｿｰｽ みりん

★手作りおやつ★
【ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ・牛乳】

8

金

ｶﾚｰﾗｲｽ 大根ｻﾗﾀﾞ ﾊﾟｲﾝ缶
卵汁

米 牛ﾐﾝﾁ 大豆水煮 玉ねぎ じゃが芋 人参 大根 きゅうり じゃこ ﾊﾟｲﾝ缶 卵
牛乳 さとう しょうゆ ｶﾚｰﾙｳ ｹﾁｬｯﾌﾟ ｿｰｽ す ごま油

ビスケット ラムネ
牛乳

9

土

ﾁｷﾝﾗｲｽ 酢の物 かぼちゃの煮物
野菜のみそ汁

米 鶏ﾐﾝﾁ かぼちゃ 玉ねぎ 人参 わかめ きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ
さとう みりん しょうゆ す ｹﾁｬｯﾌﾟ ｿｰｽ 牛乳

おせんべい ラムネ
牛乳

11 月

☆建国記念の日☆

12 火
13 水

そぼろ丼 じゃこの酢の物
野菜のみそ汁

米 牛ﾐﾝﾁ 玉ねぎ じゃが芋 人参 春雨 きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ 卵 ﾊﾟｲﾝ缶 豆腐 わかめ
かたくり粉 大豆水煮 牛乳 さとう しょうゆ ｶﾚｰﾙｳ ｹﾁｬｯﾌﾟ ｿｰｽ す ごま油

★手作りおやつ★
【大豆甘辛・牛乳】

☆休日☆
米 鶏ﾐﾝﾁ 卵 じゃこ ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり 玉ねぎ 人参 わかめ
焼きそば 豚肉 牛乳 さとう しょうゆ す みそ みりん

☆お弁当の日☆

なにがはいってるかな？？

★手作りおやつ★
【焼きそば・牛乳】
ビスケット ラムネ
牛乳

14 木

ごはん さばの竜田揚げ 野菜のみそ汁
もやしとﾊﾑのごまﾏﾖ和え

米 さば もやし ﾊﾑ ｷｬﾍﾞﾂ 玉ねぎ 人参 わかめ
小麦粉 ｺｺｱ バター 牛乳 片栗粉 さとう しょうゆ ﾏﾖﾈｰｽﾞ ごま みそ みりん

★手作りおやつ★
【ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ・牛乳】

15 金

ちらし寿司 ごま和え
豆腐のみそ汁

米 乾燥しいたけ 人参 かんぴょう 卵 豆腐 ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり
ﾊﾞﾅﾅ ﾎｯﾄｹｰｷ素 牛乳 さとう す しお しょうゆ みそ ごま

★手作りおやつ★
【ﾊﾞｰｽﾃﾞｰｹｰｷ・牛乳】

16 土

ﾁｬｰﾊﾝ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰごまﾏﾖ和え
ｳｲﾝﾅｰ 野菜のみそ汁

米 ﾍﾞｰｺﾝ 玉ねぎ 人参 卵 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ﾊﾑ ｳｲﾝﾅｰ わかめ
牛乳 さとう しょうゆ しお ﾏﾖﾈｰｽﾞ みそ ごま

おせんべい ラムネ
牛乳

18 月

ごはん 揚げしゅうまい 油揚げ酢の物
ﾁｰｽﾞ 野菜のみそ汁

米 しゅうまい 油揚げ ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり わかめ 玉ねぎ 人参 じゃが芋 ﾁｰｽﾞ
片栗粉 牛乳 さとう しょうゆ す しお ﾏﾖﾈｰｽﾞ みそ

★手作りおやつ★
【じゃが芋おやき・牛乳】

19 火

ごはん 麻婆豆腐 ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ
もやしとわかめのｽｰﾌﾟ

米 豚ﾐﾝﾁ もめん豆腐 玉ねぎ 人参 ﾏｶﾛﾆ ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり もやし わかめ
牛乳 ﾎｯﾄｹｰｷの素 さとう しょうゆ みそ ﾏﾖﾈｰｽﾞ みりん

★手作りおやつ★
【ﾄﾞｰﾅﾂ・牛乳】

20 水

ごはん 肉うどん 切干大根の煮物
ほうれん草とえのきのごま和え

米 生うどん 牛肉 ﾈｷﾞ 卵 切り干し大根 油揚げ 人参 ほうれん草 えのき
牛乳 さとう しょうゆ みりん ごま

ビスケット ラムネ
牛乳

21 木

ごはん ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ かぼちゃｻﾗﾀﾞ
人参ｽｰﾌﾟ

米 合びきﾐﾝﾁ 玉ねぎ 人参 かぼちゃ じゃが芋 きゅうり ほうれん草
食パン ﾁｰｽﾞ 牛乳 さとう しょうゆ ｹﾁｬｯﾌﾟ す ﾏﾖﾈｰｽﾞ ｿｰｽ みりん

★手作りおやつ★
【ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ・牛乳】

22 金

ｶﾚｰﾗｲｽ 大根ｻﾗﾀﾞ ﾊﾟｲﾝ缶
卵汁

米 牛ﾐﾝﾁ 大豆水煮 玉ねぎ じゃが芋 人参 大根 きゅうり じゃこ ﾊﾟｲﾝ缶 卵
牛乳 さとう しょうゆ ｶﾚｰﾙｳ ｹﾁｬｯﾌﾟ ｿｰｽ す ごま油

おせんべい ラムネ
牛乳

23 土

☆工事の為お弁当をご持参下さい☆

25 月

ごはん ｼｰﾁｷﾝのじゃが芋煮
米 じゃが芋 ﾂﾅ缶 玉ねぎ 人参 わかめ ｳｲﾝﾅｰ ｷｬﾍﾞﾂ
ｳｲﾝﾅｰと野菜のｶﾚｰ炒め 野菜のみそ汁 ﾖｰｸﾞﾙﾄ ﾘﾝｺﾞ ﾊﾞﾅﾅ もも缶 さとう しょうゆ しお みそ みりん カレー粉

★手作りおやつ★
【ﾖｰｸﾞﾙﾄ和え】

26 火

そぼろ丼 じゃこの酢の物
野菜のみそ汁

米 鶏ﾐﾝﾁ 卵 じゃこ ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり 玉ねぎ 人参 わかめ
焼きそば 豚肉 牛乳 さとう しょうゆ す みそ みりん

★手作りおやつ★
【焼きそば・牛乳】

27 水

ごはん きつねうどん 小芋の煮物
ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ

米 生うどん 油揚げ ﾈｷﾞ 卵 きゃべつ ｺｰﾝ 人参 小芋
牛乳 さとう す しょうゆ みりん ﾏﾖﾈｰｽﾞ

ビスケット ラムネ
牛乳

28 木

ごはん さばの竜田揚げ 野菜のみそ汁
もやしとﾊﾑのごまﾏﾖ和え

米 さば もやし ﾊﾑ ｷｬﾍﾞﾂ 玉ねぎ 人参 わかめ
小麦粉 ｺｺｱ バター 牛乳 片栗粉 さとう しょうゆ ﾏﾖﾈｰｽﾞ ごま みそ みりん

★手作りおやつ★
【ｺｺｱｹｰｷ・牛乳】

2月は寒さが一段と厳しい季節です。
今月は節分の日があります。節分は、豆まきをしたり、恵方巻をたべる風習があります。
節分が過ぎると暦の上では春となりますが、
まだまだ、寒い日が続きますので体調を崩さないように気を付けてください！

