
2020 年　　 ２月予定献立表 みどりの丘保育園

曜日 日にち 10時 お　　　　ひ　　　　る 　　お　　　　や　　　　つ

1 1才児 チャンポン風うどん みたらし団子風 干しうどん 米 かぼちゃ キャベツ 小松菜 玉葱

土 15 2才児 白身魚のみそ照り焼き 人参 干し椎茸 白身魚 豚もも肉 豚ベーコン

29 　クラス かぼちゃの甘煮　　　果物 果物

ビーンズドライカレー　　　　果物 米 米粉 小麦粉 大豆 キャベツ きゅうり

月 3 コーンサラダ　　　　めざし（3.4.5歳児のみ） お誕生ケーキ 玉葱 コーン缶 人参 白菜 赤ピーマン ほうれん草
お誕生会

白菜とえのきのスープ えのき めざし 豚ひき肉 豚ベーコン バター 生クリーム

ビーンズドライカレー ココアクッキー 米 米粉 小麦粉 大豆 キャベツ きゅうり

月 17 コーンサラダ 玉葱 コーン缶 人参 白菜 赤ピーマン ほうれん草

白菜とえのきのスープ 果物 えのき めざし 豚ひき肉 豚ベーコン バター ココア

4 胚芽米ごはん　　　　さつま芋のみそ汁 じゃがバター 米 さつま芋 じゃが芋 油揚げ キャベツ きゅうり

火 イワシの香り揚げ 玉葱 人参 ほうれん草 青のり わかめ いわし

18 酢の物 果物 しらす バター

5 和風カレーうどん きな粉おにぎり 干しうどん 米 米パン粉 きな粉 油揚げ 豆腐

水 牛 のし鶏 牛 いりごま キャベツ きゅうり 小松菜 玉葱 人参

19 梅おかか和え 果物 長ねぎ 梅干し 削り節 豚もも肉 鶏ひき肉

6 胚芽米ごはん　　　　　　　　豚汁 ヨーグルトあえ 米 しらたき はちみつ あずき 豆腐 すりごま

木 さわらの照り焼き （いちご） かぼちゃ キャベツ ごぼう 小松菜 大根 人参

20 ごま和え いとこ煮 長ねぎ ほうれん草 さわら 豚もも肉 ヨーグルト

7 食パン 巻き寿司 食パン 米 じゃが芋 大豆 納豆 キャベツ

金 ポテトミートグラタン 果物 きゅうり 玉葱 人参 ピーマン ほうれん草 プルーン

21 野菜スティック　　　ベジタブルスープ プルーン 焼きのり チーズ

8 胚芽米ごはん　　　　わかめスープ ココアラスク 食パン 米 豆腐 きゅうり にら 人参

土 乳 麻婆豆腐 乳 長ねぎ ほうれん草 干し椎茸 わかめ 豚ひき肉 バター

22 中華風きゅうり　　　　　果物 果物 ココア

胚芽米ごはん きな粉ドーナツ 米 小麦粉 全粒粉 しらたき 里芋 きな粉

月 10 　100ｃｃ さばのみそ煮 　100ｃｃ 豆腐 キャベツ 大根 人参 長ねぎ 干し椎茸

のっぺい汁　　　　　甘酢あえ 果物 しらす さば 鶏むね肉 バター イースト

人参としらすのごはん 焼うどん 干しうどん 米 油揚げ かぼちゃ キャベツ 玉葱

火 25 　100ｃｃ 鶏の唐揚げ薬味ソース　　　　果物 人参 長ねぎ 青ピーマン ほうれん草 プルーン しらす

かぼちゃと揚げのみそ汁 プルーン 焼きのり 豚もも肉 鶏もも肉

12 スパゲティ豆乳ミートソース 梅しらすおにぎり スパゲティ 米 米粉 豆乳 かぶ きゅうり

水 りんごと白菜のサラダ 肉みそかけ 玉葱 人参 白菜 青ピーマン ほうれん草 梅干し

26 かぶとベーコンのスープ （人参・きゅうり） レーズン マッシュルーム しらす 豚ベーコン 鶏ひき肉 チーズ

13 胚芽米ごはん　　　　和風サラダ かりんとう風 食パン 米 米パン粉 米粉 黒砂糖 豆腐

木 かじき鮪のみそカツ いりごま キャベツ きゅうり 人参 長ねぎ ほうれん草

27 豆腐とねぎのみそ汁 果物 しらす めかじき バター

14 コーンピラフ さつま芋トリュフ 米 小麦粉 さつま芋 じゃが芋 粉糖 大豆

金 フレンチサラダ 豆乳 かぶ キャベツ きゅうり 小松菜 玉葱

28 ボルシチ 果物 コーン缶 人参 レーズン 豚もも肉 バター 牛乳

エネルギ－ ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂質 糖質 食塩

（ｋｃａｌ） （ｇ） （ｇ） （ｇ） （ｇ）

3.4.5才児 563 20.9 16.6 82.5 2.2

（平均）

  ざ　　　　い　　　り　　　ょ　　　う


