
か　ぶ
根は消化を助ける酵素を多く含み、胃腸の

働きを活発にし食欲を増進させる。春の七草に

数えられる葉は、美肌作りに役立つビタミンC

やβ-カロテン・ミネラルも豊富。

の食事にも適している。

タラ（鱈）
脂肪分が非常に少なくヘルシーな白身魚。

カリウム・カルシウム・鉄・亜鉛などのミネラ

ルをバランスよく含む。身がやわらかく、消

化・吸収も良いため、離乳食や体調不良時

　　鶏がらだし     小1

　　　片栗粉        小2

　　　みりん        小2 ⑤最後に片栗粉でとろみをつける 　砂糖を混ぜ合わせたものをまぶす

　　　砂　糖　　　 小0.5

　　ポッカレモン　小1.5 　がしんなりするまで炒める ④③に砂糖を加えよく混ぜる

　　　　塩　　　　　 少々 ④③に調味料を加え、味を調える ⑤④を手で丸め成型し、きな粉と

　 おろし生姜       適宜 　を入れ鶏肉を炒める 　　砂　糖　　　　 小1 ③②に①のさつまいもを加えさらに

　　サラダ油　　　　適宜 ③②に火が通ったら、①を加え野菜 　よく混ぜつぶす

　　 人　参          40ｇ 　大きさに切っておく 　　砂　糖          大1強 ②①のさといもを粘りが出るまで、

　　春雨（乾）　　　25g ②フライパンを熱し、サラダ油と生姜 　　きな粉         大2 　よくつぶす

　　鶏小間肉　  　300ｇ ①ﾈｷﾞは斜め薄切り、人参は千切り、 　さつまいも　　 150g ①さつまいも、さといもは皮をむいて

　　 長ネギ　　　　 60g 　春雨は表示通りに戻し食べやすい 　　さといも　　  150g 　蒸す

１２月メニューより☆レシピ紹介☆

≪鶏肉のねぎ塩焼き≫ ≪けんかもち≫

　　　　　　　　　　　　　　　　いっぱい食べて体の中から鬼を退治しましょう！！

給 食 だ よ り

　２月３日は「節分」です。節分といえば「豆まき」が有名ですが、それ以外にも福を逃がさ

ないように戸を閉め、年齢と同じ数の豆を食べる「年取り豆」や、お茶に豆をいれた「福茶」

を飲むという風習もあるようです。最近では、関西で食べられていた「恵方巻」が全国に広

まっています。恵方巻は、節分の夜に、その年の恵方（歳徳神の住む方角で、その年の吉と

なる方角）に向かって、願い事を思い浮かべながら、無言で太巻きを丸かじりするそうです。

ちなみに、太巻きの具材は、七福神にちなんで七種類の具を入れるのが

良いそうです。今年の恵方は南南東です。ご家庭で試してみてください。

　　　園では３日に「節分メニュー」を予定しています。

旬の食材(２月)

材料はすべて4人(大人2人、子ども2人)分が目安です。

―今月のつぶやき―
年が明けたと思ったら、もう２月…早いですねぇ。でも、子ども

たちは確実に成長しています。園では食べる量や、食べられるもの

が増え、食事をとても楽しんでくれているのを感じていますが、ご
家庭ではいかがですか？食生活の問題で「こしょく」という言葉が

あります。漢字と意味がそれぞれ異なりますが、読み方は全て「こ
しょく」。皆さんはいくつご存知ですか？
・個食→同じ食卓にいても、それぞれ別々のものを食べる
・孤食→１人で食べる
・子食→子どもだけで食べる
・固食→同じものばかり食べる（固定食）
・小食→食事量が少ない
・粉食→パンや麺などの粉から作られるものばかり食べる
・濃食→濃い味付けのものばかり食べる

これらの食生活には、それぞれ問題があります。
ご家庭でも美味しく、楽しい食事時間を過ごすと
共に、子ども達の様子をよく観察してください。

レモン汁が決め手の、さっぱり

した炒め物です！風味が良く ど

んどん箸が進みます☆

けんかもちは、高知県の郷土料理です。2つの芋を使って

いる（けんかしている）ところから、名前の由来がきていま

す♪



以上児 未満児

1 牛乳 461 411 kcal

15 キャンディチーズ 17.5 17.4 g

牛乳 12.0 13.4 g

のり塩ポテト

2 牛乳 515 414 kcal

16 おせんべい 22.2 16.9 g

牛乳 14.4 12.1 g

キャベツマフィン

3（金） 牛乳 527 481 kcal

節分 クッキー 23.6 18.5 g

17 牛乳 7.4 9.9 g

（金） お豆ご飯おにぎり

4 牛乳 520 554 kcal

18 ビスケット 15.6 15.4 g

牛乳 13.3 15.6 g

おせんべい

6 牛乳 539 465 kcal

20 おせんべい 20.0 17.0 g

牛乳 14.8 12.5 g

マシュマロおこし

7 牛乳 536 474 kcal

21 揚げおせんべい 17.5 14.8 g

牛乳 16.2 15.2 g

米粉いちご蒸しパン

8 牛乳 599 519 kcal

22 キャンディチーズ 21.3 20.8 g

牛乳 16.8 17.8 g

きなこトースト

9 牛乳 556 445 kcal

おせんべい 23.7 17.9 g

牛乳 8.4 7.6 g

チーズおかかおにぎり

牛乳 595 611 kcal

クッキー 19.2 18.1 g

牛乳 19.1 21.2 g

わかめおにぎり

24 牛乳 612 587 kcal

（金） クッキー 20.2 18.4 g

牛乳 23.1 22.7 g

フルーツサンド

牛乳 490 485 kcal

25 ビスケット 17.1 22.0 g

牛乳 12.5 12.6 g

フルーツゼリー

13 牛乳 486 406 kcal

27 おせんべい 22.1 16.8 g

牛乳 14.0 10.9 g

オレンジゼリー

14（火） 牛乳 580 503 kcal

バレンタイン 揚げおせんべい 19.6 16.3 g

28 牛乳 14.5 13.9 g

（火） おからショコラ

◎食材仕入れの都合により献立が変更になる場合があります。ご了承下さい。
◎幼児クラスでは、喫食確認を行っておりません。 540 489 kcal

　献立の中で食べたことのない食材がありましたら、ご家庭で事前にお試し下さい。 20.0 17.7 g

14.3 14.3 g

ご飯
だいこんのおみそ汁
さばの塩焼き
うまっこリー
りんご

牛乳／おせんべい／米／かつおだし汁、だいこん、ごぼう、ねぎ、みそ／
さば、食塩／ブロッコリー、にんじん、いんげん、しょうゆ、ノンエッグ
マヨネーズ、すりごま、かつお節／りんご／牛乳／オレンジ濃縮果汁、ゼ
ラチン、砂糖

（月）

ご飯
春雨の中華スープ
ホイコーロー
いとこ煮
バナナ

牛乳／揚げおせんべい／米／水、鶏がらスープの素、チンゲンサイ、にん
じん、カットわかめ、はるさめ、ごま油、食塩／油、豚肉、キャベツ、
ピーマン、コーン、砂糖、しょうゆ、みそ、みりん／かぼちゃ、ゆであず
き、水／バナナ／牛乳／ホットケーキ粉、おから、牛乳、砂糖、ココア
（ピュアココア）

焼きそば
ほうれんそうのおみそ汁
さつまいもの和えもの
りんご

牛乳／クッキー／油、豚肉、キャベツ、もやし、にんじん、焼きそばめん、中濃
ソース、かつお節、あおのり／かつおだし汁、ほうれんそう、ねぎ、みそ／さつま
いも、きゅうり、コーン、食塩、ノンエッグマヨネーズ／りんご／米、カットわか
め

（金）

中華丼
もやしのおみそ汁
バナナ

牛乳／ビスケット／米、ごま油、おろししょうが、豚肉、はくさい、たま
ねぎ、にんじん、鶏がらスープの素、食塩、片栗粉、水、いんげん／かつ
おだし汁、もやし、油揚げ、カットわかめ、みそ／バナナ／牛乳／フルー
ツゼリー

（土）

焼きそば
ほうれんそうのおみそ汁
さつまいもの和えもの
りんご

牛乳／クッキー／油、豚肉、キャベツ、もやし、にんじん、焼きそばめん、中濃
ソース、かつお節、あおのり／かつおだし汁、ほうれんそう、ねぎ、みそ／さつま
いも、きゅうり、コーン、食塩、ノンエッグマヨネーズ／りんご／食パン、ホイッ
プクリーム、砂糖、黄桃缶、バナナ

誕生会

10

パンプキンカレー
コーンスープ
３色ゆかり和え
みかん

牛乳／キャンディチーズ／米、油、たまねぎ、鶏肉、かぼちゃ、ブロッコ
リー、水、鶏がらスープの素、とろけるカレー(卵・乳不使用)／水、鶏がら
スープの素、クリームコーン缶、豆乳、コーン／だいこん、きゅうり、に
んじん、ゆかり／みかん／牛乳／食パン、無塩バター、砂糖、きなこ

（水）

ご飯
さといものおみそ汁
かれいのりんごソースかけ
こまつなの海苔和え
バナナ

牛乳／おせんべい／米／かつおだし汁、さといも、葉だいこん、油揚げ、
みそ／かれい、食塩、片栗粉、りんご、たまねぎ、砂糖、しょうゆ、酢／
こまつな、にんじん、えのきたけ、コーン、のり、しょうゆ、砂糖／バナ
ナ／牛乳／米、チーズ、かつお節、しょうゆ

（木）

さばのカレーそぼろ丼
ほうれんそうのおみそ汁
こふき芋
オレンジ

牛乳／おせんべい／米、油、おろしにんにく、さば、ねぎ、にんじん、ご
ぼう、カレー粉、砂糖、しょうゆ、みりん／かつおだし汁、ほうれんそ
う、もやし、えのきたけ、みそ／じゃがいも、あおのり、食塩／オレンジ
／牛乳／無塩バター、マシュマロ、コーンフレーク

（月）

ご飯
さといものスープ
マーボー高野豆腐
はくさいの塩ナムル
りんご

牛乳／揚げおせんべい／米／水、鶏がらスープの素、さといも、ねぎ、食
塩／油、おろししょうが、たまねぎ、豚ひき肉、凍り豆腐、にら、水、砂
糖、しょうゆ、みそ、片栗粉、水／はくさい、にんじん、ごま油、ごま、
食塩／りんご／牛乳／米粉、ベーキングパウダー、豆乳、油、いちごジャ
ム（火）

（木）

ご飯
れんこんのすりながし汁
かれいとごぼうの味噌煮
さといものおかか和え
みかん

牛乳／クッキー／米／かつお・昆布だし汁、たまねぎ、れんこん、カット
わかめ、食塩、しょうゆ／ごぼう、おろししょうが、かれい、砂糖、みり
ん、みそ／さといも、こまつな、にんじん、かつお節、しょうゆ／みかん
／牛乳／米、こんぶ（だし用）、ツナ、だいず水煮、にんじん、ごぼう、
水、砂糖、しょうゆ

豚肉のチャプチェ丼
さつまいものおみそ汁
バナナ

牛乳／ビスケット／米、ごま油、豚肉、たまねぎ、にんじん、もやし、チ
ンゲンサイ、はるさめ、砂糖、しょうゆ、食塩／かつおだし汁、さつまい
も、ねぎ、みそ／バナナ／牛乳／おせんべい

（土）

2月平均栄養量

2022年度2月幼児食献立予定表

ニチイさいたま保育園　

日付 献立名 材料名
午前おやつ

エネルギー
たんぱく質

午後おやつ
脂質

ご飯
はくさいのおみそ汁
厚揚げのケチャップ煮
こまつなのしらす和え
オレンジ

牛乳／キャンディチーズ／米／かつおだし汁、じゃがいも、はくさい、し
めじ、みそ／油、生揚げ、鶏肉、たまねぎ、にんじん、ピーマン、水、ケ
チャップ、中濃ソース、食塩、みりん、片栗粉、水／こまつな、しらす干
し、しょうゆ、砂糖／オレンジ／牛乳／じゃがいも、油、食塩、あおのり

（水）

ご飯
豆腐のおみそ汁
鶏肉のおろし焼き
蒸しやさいサラダ
りんご

牛乳／おせんべい／米／かつおだし汁、絹ごし豆腐、ねぎ、みそ／鶏肉、
だいこん、おろししょうが、砂糖、しょうゆ、みりん／さつまいも、ブ
ロッコリー、にんじん、食塩、ノンエッグマヨネーズ／りんご／牛乳／ノ
ンエッグマヨネーズ、砂糖、牛乳、小麦粉、ベーキングパウダー、キャベ
ツ、ウインナー、チーズ



1 牛乳 411 kcal

15 キャンディチーズ 17.4 g

牛乳 13.4 g

のり塩ポテト

2 牛乳 414 kcal

16 おせんべい 16.9 g

牛乳 12.1 g

キャベツマフィン

3（金） 牛乳 481 kcal

節分 クッキー 18.5 g

17 牛乳 9.9 g

（金） お豆ご飯おにぎり

4 牛乳 554 kcal

18 ビスケット 15.4 g

牛乳 15.6 g

おせんべい

6 牛乳 465 kcal

20 おせんべい 17.0 g

牛乳 12.5 g

マシュマロおこし

7 牛乳 474 kcal

21 揚げおせんべい 14.8 g

牛乳 15.2 g

米粉いちご蒸しパン

8 牛乳 519 kcal

22 キャンディチーズ 20.8 g

牛乳 17.8 g

きなこトースト

9 牛乳 445 kcal

おせんべい 17.9 g

牛乳 7.6 g

チーズおかかおにぎり

牛乳 611 kcal

クッキー 18.1 g

牛乳 21.2 g

わかめおにぎり

24 牛乳 587 kcal

（金） クッキー 18.4 g

牛乳 22.7 g

フルーツサンド

牛乳 485 kcal

25 ビスケット 22.0 g

牛乳 12.6 g

フルーツゼリー

13 牛乳 406 kcal

27 おせんべい 16.8 g

牛乳 10.9 g

オレンジゼリー

14（火） 牛乳 503 kcal

バレンタイン 揚げおせんべい 16.3 g

28 牛乳 13.9 g

（火） おからショコラ

◎食材仕入れの都合により献立が変更になる場合があります。ご了承下さい。

◎乳児クラスは未食の食材は給食で提供しません。 489 kcal

　食材確認表と献立表の材料名内の太字を参考にご家庭で２回以上喫食しましたらお知らせ下さい。 17.7 g

14.3 g

2月平均栄養量

2022年度2月 乳児食献立予定表（12ヶ月～）

ニチイさいたま保育園　

日付 献立名 材料名
午前おやつ

エネルギー
たんぱく質

午後おやつ
脂質

ご飯
はくさいのおみそ汁
厚揚げのケチャップ煮
こまつなのしらす和え
オレンジ

牛乳／キャンディチーズ／米／かつおだし汁、じゃがいも、はくさ
い、しめじ、みそ／油、生揚げ、鶏肉、たまねぎ、にんじん、ピーマ
ン、水、ケチャップ、中濃ソース、食塩、みりん、片栗粉、水／こま
つな、しらす干し、しょうゆ、砂糖／オレンジ／牛乳／じゃがいも、
油、食塩、あおのり（水）

ご飯
豆腐のおみそ汁
鶏肉のおろし焼き
蒸しやさいサラダ
りんご

牛乳／おせんべい／米／かつおだし汁、絹ごし豆腐、ねぎ、みそ／鶏
肉、だいこん、おろししょうが、砂糖、しょうゆ、みりん／さつまい
も、ブロッコリー、にんじん、食塩、ノンエッグマヨネーズ／りんご
／牛乳／ノンエッグマヨネーズ、砂糖、牛乳、小麦粉、ベーキングパ
ウダー、キャベツ、ウインナー、チーズ（木）

ご飯
れんこんのすりながし汁
かれいとごぼうの味噌煮
さといものおかか和え
みかん

牛乳／クッキー／米／かつお・昆布だし汁、たまねぎ、れんこん、
カットわかめ、食塩、しょうゆ／ごぼう、おろししょうが、かれい、
砂糖、みりん、みそ／さといも、こまつな、にんじん、かつお節、
しょうゆ／みかん／牛乳／米、こんぶ（だし用）、ツナ、だいず水
煮、にんじん、ごぼう、水、砂糖、しょうゆ

豚肉のチャプチェ丼
さつまいものおみそ汁
バナナ

牛乳／ビスケット／米、ごま油、豚肉、たまねぎ、にんじん、もや
し、チンゲンサイ、はるさめ、砂糖、しょうゆ、食塩／かつおだし
汁、さつまいも、ねぎ、みそ／バナナ／牛乳／おせんべい

（土）

さばのカレーそぼろ丼
ほうれんそうのおみそ汁
こふき芋
オレンジ

牛乳／おせんべい／米、油、おろしにんにく、さば、ねぎ、にんじ
ん、ごぼう、カレー粉、砂糖、しょうゆ、みりん／かつおだし汁、ほ
うれんそう、もやし、えのきたけ、みそ／じゃがいも、あおのり、食
塩／オレンジ／牛乳／無塩バター、マシュマロ、コーンフレーク

（月）

ご飯
さといものスープ
マーボー高野豆腐
はくさいの塩ナムル
りんご

牛乳／揚げおせんべい／米／水、鶏がらスープの素、さといも、ね
ぎ、食塩／油、おろししょうが、たまねぎ、豚ひき肉、凍り豆腐、に
ら、水、砂糖、しょうゆ、みそ、片栗粉、水／はくさい、にんじん、
ごま油、ごま、食塩／りんご／牛乳／米粉、ベーキングパウダー、豆
乳、油、いちごジャム（火）

パンプキンカレー
コーンスープ
３色ゆかり和え
みかん

牛乳／キャンディチーズ／米、油、たまねぎ、鶏肉、かぼちゃ、ブ
ロッコリー、水、鶏がらスープの素、とろけるカレー(卵・乳不使用)
／水、鶏がらスープの素、クリームコーン缶、豆乳、コーン／だいこ
ん、きゅうり、にんじん、ゆかり／みかん／牛乳／食パン、無塩バ
ター、砂糖、きなこ（水）

ご飯
さといものおみそ汁
かれいのりんごソースかけ
こまつなの海苔和え
バナナ

牛乳／おせんべい／米／かつおだし汁、さといも、葉だいこん、油揚
げ、みそ／かれい、食塩、片栗粉、りんご、たまねぎ、砂糖、しょう
ゆ、酢／こまつな、にんじん、えのきたけ、コーン、のり、しょう
ゆ、砂糖／バナナ／牛乳／米、チーズ、かつお節、しょうゆ

（木）

10
焼きそば
ほうれんそうのおみそ汁
さつまいもの和えもの
りんご

牛乳／クッキー／油、豚肉、キャベツ、もやし、にんじん、焼きそば
めん、中濃ソース、かつお節、あおのり／かつおだし汁、ほうれんそ
う、ねぎ、みそ／さつまいも、きゅうり、コーン、食塩、ノンエッグ
マヨネーズ／りんご／米、カットわかめ

（金）

焼きそば
ほうれんそうのおみそ汁
さつまいもの和えもの
りんご

牛乳／クッキー／油、豚肉、キャベツ、もやし、にんじん、焼きそば
めん、中濃ソース、かつお節、あおのり／かつおだし汁、ほうれんそ
う、ねぎ、みそ／さつまいも、きゅうり、コーン、食塩、ノンエッグ
マヨネーズ／りんご／食パン、ホイップクリーム、砂糖、黄桃缶、バ
ナナ誕生会

ご飯
春雨の中華スープ
ホイコーロー
いとこ煮
バナナ

牛乳／揚げおせんべい／米／水、鶏がらスープの素、チンゲンサイ、
にんじん、カットわかめ、はるさめ、ごま油、食塩／油、豚肉、キャ
ベツ、ピーマン、コーン、砂糖、しょうゆ、みそ、みりん／かぼ
ちゃ、ゆであずき、水／バナナ／牛乳／ホットケーキ粉、おから、牛
乳、砂糖、ココア（ピュアココア）

中華丼
もやしのおみそ汁
バナナ

牛乳／ビスケット／米、ごま油、おろししょうが、豚肉、はくさい、
たまねぎ、にんじん、鶏がらスープの素、食塩、片栗粉、水、いんげ
ん／かつおだし汁、もやし、油揚げ、カットわかめ、みそ／バナナ／
牛乳／フルーツゼリー

（土）

ご飯
だいこんのおみそ汁
さばの塩焼き
うまっこリー
りんご

牛乳／おせんべい／米／かつおだし汁、だいこん、ごぼう、ねぎ、み
そ／さば、食塩／ブロッコリー、にんじん、いんげん、しょうゆ、ノ
ンエッグマヨネーズ、すりごま、かつお節／りんご／牛乳／オレンジ
濃縮果汁、ゼラチン、砂糖

（月）


