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恵方巻って？

節分の日に恵方（えほう）と言って

その年の縁起の良い方向に向いて

巻寿司を無言で丸かぶりする行事。

無言で丸かぶりすると、恵方にいる福の神が

願いをかなえてくれると言われています。

近年ではロールケーキなどで代用したり新しい

楽しみ方もあるようです。

2018年の恵方は南南東。

沖縄ではあまり馴染みがない恵方巻。

今年は南南東を向いて無言でがぶり！

してみませんか？

節分といえば豆まき、

豆まきといえば「大豆」。

大豆はちいさいけれど「畑の肉」といわれるくらい

栄養たっぷり！

大豆からできる食べ物を紹介します♪

埼玉県土建国民保健組合HP より

節分豆と恵方巻

沖縄ではムーチービーサと言ってムーチーの日から寒くなると言われます。

今年はムーチー前に急に寒くなり冬が始まり風邪やインフルエンザが流行っています。

予防は手洗いうがいと、季節の食材とご飯をしっかり食べる事。

2月3日は「冬と春の節を分ける」節分の日です。

春はまだ少し先になりそうですが、

元気に豆まきをして鬼と一緒に風邪も退治しましょう！

管理栄養士

高良江里奈

残った節分豆で「豆のおつまみ」

材料

節分豆 60ｇ～70ｇ

酒 大さじ1

みりん 大さじ1

しょうゆ 大さじ1弱

砂糖 小さじ1

青のりやきな粉など

（作り方）
トッピング以外の材料をフライパンに入れ

ふつふつしてきたら弱火にして豆を入れる。

火にかけながら混ぜ、水分がなくなったら

火からおろし青のりなどのトッピングをま

ぶす。

1月24日はムーチーの日でした。

園でも毎年ムーチーを手作りしています。

今年も園内いっぱいにムーチーの香りが広がってい

ましたよ♪♪

ぞう組・幼稚園では子ども達も頑張ってコロコロ

葉っぱでくるり。自分で作るともっと美味しいね！

カーサ（サンニンの葉）

を切る体験もしました！
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幼　　児　　献     立   　表

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

3時おやつ

※食材の都合により献立を変更することがあります
※12日は建国記念日の振替でお休みとなります

親子丼　青菜ともやしのあえ物　みそ汁 米　○食パン　きび糖
○牛乳　鶏もも肉　卵　みそ

かにかま　○バター　鶏ひき肉
玉葱　ほうれんそう　大根

もやし　ねぎ　人参　焼きのり
シナモントースト

牛乳

ご飯　焼き肉　もやしと人参のナムル
わかめスープ

米　○ホットケーキ粉　○きび糖
油　きび糖　○オリーブ油　ごま油

○牛乳　牛肉　○ヨーグルト
　○卵　すりごま　鶏ひき肉

もやし　人参　玉葱　コーン缶
りんご　にら　○レモン
ねぎ　わかめ　にんにく

むちむちヨーグルトケー
キ

牛乳

ご飯　肉野菜チャンプルー　南瓜甘煮
すまし汁

米　油　ごま油　きび糖
○牛乳　県産豚肉　○ゆであずき

絹ごし豆腐　鶏ひき肉
かぼちゃ　キャベツ　もやし

人参　ねぎ　あおさ
あずきプリン

牛乳

豆腐肉みそ丼　白菜のサラダ
果物　中華スープ

米　はるさめ　ごま油
油　きび糖

○牛乳　厚揚げ　豚ひき肉　ハム
○無塩バター　みそ　○黒ごま

木綿豆腐　鶏ひき肉

バナナ　白菜　玉葱　赤ピーマン
いんげん　ねぎ　にら

椎茸　生姜　ほうれんそう

ライスクリスピー
牛乳

あわご飯　鮭のオーロラソース焼き
ほうれん草ときのこの炒めサラダ　オニオンスー

プ

米　あわ（精白粒）　マヨネーズ
○きび糖　オリーブ油

○油　きび糖
○牛乳　さけ　たら

ほうれんそう　玉葱　ミニトマト
○かぼちゃ　しめじ　レタス

コーン　パセリ　レモン　トマト

南瓜蒸しパン
牛乳

麦ご飯　豚肉と白菜の蒸し煮
ポテトサラダ（和風）　かき卵みそ汁

米　じゃが芋　○小麦粉
○ラード　○きび糖
マヨネーズ　押麦

○牛乳　県産豚肉　卵　白みそ
しらす干し　鶏ひき肉

白菜　人参　にら　ねぎ
カットわかめ　あおのり

紅芋ちんすこう
牛乳

カレーうどん　ちくわ磯辺揚げ
大根とみず菜サラダ　果物

ゆでうどん　○米
小麦粉　油

県産豚肉　ちくわ　卵　○かつお節
○白ごま　鶏ひき肉

タンカン　玉葱　大根　人参
みずな　ねぎ　あおのり

おかかしょうゆおにぎり
お茶

ご飯　鶏肉とじゃが芋の煮物
キャベツの香り漬け　みそ汁

米　じゃが芋　○食パン
油　きび糖

○豆乳　鶏もも肉　○ピザ用チーズ
みそ　油揚げ　ごま　鶏ひき肉

キャベツ　玉葱　人参　もやし
○赤ピーマン　○ピーマン

島人参　○玉葱　グリンピース
ねぎ　レモン

ピザトースト
豆乳

豚肉のしぐれ丼　ゆかり和え　ゆし豆腐
米　○小麦胚芽のクラッカー

きび糖

○牛乳　ゆし豆腐　県産豚肉
○スライスチーズ　赤みそ

絹ごし豆腐　鶏ひき肉

○プルーン　胡瓜　玉葱　人参
ごぼう　ねぎ　生姜　南瓜

胚芽クラッカー
プルーン

キャンディチーズ
牛乳

ミートスパゲティー　コールスローサラダ
ヨーグルト　きのこのスープ

○米　スパゲティー
オリーブ油　マカロニ

豚ひき肉　牛ひき肉　○いわし
粉チーズ　バター　鶏ひき肉

ホールトマト　玉葱　キャベツ　えのき
　しいたけ　マッシュルーム　コーン

　赤ピーマン　人参　○ひじき
にんにく　パセリ　トマト

ひじきおにぎり＆
食べる炒り子

お茶

五穀米ご飯　さばのねぎ塩焼き
小松菜のごまあえ　みそ汁

米　○白玉粉　○きび糖　五穀米
○片栗粉　おつゆ麩　きび糖

○牛乳　さば　○ねりあん
みそ　ごま

こまつな　○いちご　ねぎ
人参　コーン　あおさ

いちご大福
牛乳

ご飯　クリームシチュー　白菜のサラダ
果物　野菜スープ

米　○食パン　じゃが芋
○マヨネーズ　油

○牛乳　牛乳　鶏もも肉　○卵
ハム　脱脂粉乳　鶏ひき肉

白菜　りんご　玉葱　人参
ほうれんそう　ブロッコリー

○パセリ

卵サンド
牛乳

じゅーしー　ターンム　デンガク
甘酢和え　鶏汁

米　水芋（田芋）
おつゆ麩　きび糖

○牛乳　鶏むね肉
○クリームチーズ　ツナ　鶏ひき肉

大根　胡瓜　人参　○いちごジャム
こんぶ　よもぎ　わかめ

サンドクラッカー
牛乳

発芽玄米ご飯　肉豆腐
キャベツの香り漬け　みそ汁

米　○ホットケーキ粉
うずまき麩　きび糖

○オリーブ油

○牛乳　焼き豆腐　県産豚肉
○ヨーグルト　白みそ　ごま

絹ごし豆腐　鶏ひき肉

キャベツ　○りんご　玉葱　人参
ねぎ　○干しぶどう　レモン　生姜

りんごケーキ
牛乳

キーマハヤシライス　ごぼうサラダ
果物　野菜スープ

米　○きび糖　マヨネーズ
○小麦粉　油

○牛乳　豚ひき肉　○生クリーム
○クリームチーズ　○卵　バター
牛ひき肉　すりごま　鶏ひき肉

りんご　玉葱　ごぼう　キャベツ
人参　マッシュルーム　島人参

コーン　水菜　○レモン
ほうれんそう　トマト

ベイクドチーズケーキ
牛乳

あわご飯　厚揚げの五目旨煮
セロリのごまサラダ　アーサみそ汁

米　○食パン　あわ
ごま油　片栗粉

○豆乳　厚揚げ　県産豚肉　○牛乳
○卵　鶏むね肉　みそ
○バター　鶏ひき肉

大根　セロリー　人参　しめじ
いんげん　あおさ

フレンチトースト
豆乳

ご飯　魚のフライ・タルタルソース
ブロッコリーソテー　野菜スープ

米　○小麦粉　マヨネーズ
パン粉　○きび糖　油

小麦粉　○粉糖

○牛乳　さけ　卵　○バター
バター　たら

ブロッコリー　玉葱　人参
コーン缶　赤ピーマン

レモン　パセリ

スノーﾎﾞｰﾙ
牛乳

おべんとう会 ○白玉粉　○黒きび糖
ホットぜんざい

お茶

ご飯　ソーキ汁
きゅうりとわかめの酢の物　果物

米　○さつま芋　きび糖 ○牛乳　県産豚肉　ソーキ　ごま
タンカン　大根　人参　胡瓜

　こんぶ　こまつな　カットわかめ
うむにー

牛乳

発芽玄米ご飯　鶏肉のしょうが焼き
青菜と厚揚の煮びたし　すまし汁

○米　米　おつゆ麩　油
鶏もも肉　厚揚げ　○さけ

木綿豆腐　鶏ひき肉

玉葱　ほうれんそう　赤ピーマン
人参　えのきたけ　生姜　○のり

みつば　○大根（葉）

鮭と大根葉のおにぎり
お茶

ご飯　たらの照り焼き
ブロッコリーの白あえ　納豆　みそ汁

米　○米粉　さと芋　○きび糖
きび糖　○油

○牛乳　たら　木綿豆腐
○豆乳　納豆　みそ

ごま　○きな粉

ブロッコリー　大根　○人参
人参　万能ねぎ　ねぎ

人参もち
牛乳

あわご飯　マーボ豆腐
はるさめサラダ　すまし汁

米　○さつま芋　あわ　春雨
○米粉　きび糖　○油

ごま油　片栗粉

○牛乳　木綿豆腐　豚ひき肉
かにかま　みそ

絹ごし豆腐　鶏ひき肉

きゅうり　玉葱　長ネギ　にら
カットわかめ　○あおのり

磯辺さつま芋
牛乳

チキンカレー　海苔とレタスのサラダ
果物　スープ

○食パン　米　じゃが芋
ごま油　油

○牛乳　鶏もも肉　ベーコン
牛乳　鶏ひき肉

オレンジ　レタス　玉葱　キャベツ
○りんごジャム　人参　ピーマン

しめじ　ねぎ　のり

ジャムサンド
牛乳



H30.2

日付 時間帯 完了期 離乳食　後期 離乳食　中期 離乳食　初期
01(木) 昼食 親子丼 軟飯 全粥 つぶし粥

青菜ともやしのあえ物 鶏野菜煮 鶏野菜煮 ペースト（玉葱・人参・ほうれん草）
みそ汁 青菜ともやしのあえ物 青菜ともやしのあえ物 すまし汁

みそ汁 みそ汁
午後おやつ シナモントースト シュガートースト

牛乳 おにぎり
02(金) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

焼き肉 肉野菜炒め煮 つくね煮煮 ペースト(玉葱・人参)
もやしと人参のナムル 和え物 野菜マッシュ すまし汁

わかめスープ わかめスープ すまし汁
午後おやつ むちむちヨーグルトケーキ ヨーグルトパンケーキ

牛乳
03(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

肉野菜チャンプルー 肉野菜チャンプルー 野菜バーグ煮 ペースト（キャベツ・人参・南瓜
南瓜甘煮 南瓜甘煮 南瓜甘煮 すまし汁

豆腐すまし汁 豆腐すまし汁 豆腐すまし汁
午後おやつ あずきプリン あずきかん

牛乳
05(月) 昼食 豆腐肉みそ丼 軟飯 全粥 つぶし粥

白菜のサラダ 豆腐団子の味噌煮 豆腐団子の味噌煮 ペースト（玉葱・白菜・豆腐）
果物 白菜のサラダ 白菜マッシュ 果物

中華スープ 果物 果物 すまし汁
スープ スープ

午後おやつ ライスクリスピー 赤ちゃんせんべい
牛乳

06(火) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鮭のオーロラソース焼き 白身魚の蒸し焼き 白身魚の蒸し焼き ペースト（タラ・トマト・ほうれん草）

ほうれん草ときのこの炒めサラダ ほうれん草ときのこの炒めサラダ ほうれん草マッシュ すまし汁
オニオンスープ オニオンスープ オニオンスープ

午後おやつ 南瓜蒸しパン 南瓜蒸しパン
牛乳

07(水) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
豚肉と白菜の蒸し煮 豚肉と白菜の蒸し煮 白菜とつくね煮 ペースト（白菜・じゃが芋・しらす・人）

ポテトサラダ（和風） ポテトサラダ（和風） ポテトマッシュ すまし汁
かき卵みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ 紅芋ちんすこう 紅芋クッキー
牛乳 牛乳

08(木) 昼食 カレーうどん 煮込みうどん 煮込みうどん くたくたうどん
ちくわ磯辺揚げ 果物 果物 ペースト（大根・玉葱・人参）

大根とみず菜サラダ 大根サラダ 大根サラダ
果物

午後おやつ おかかしょうゆおにぎり おにぎり
お茶

09(金) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏肉とじゃがいもの煮物 鶏肉とじゃがいもの煮物 鶏団子とじゃがいもの煮物 ペースト（じゃが・玉葱・人参）

キャベツの香り漬け キャベツの香り漬け みそ汁 すまし汁
みそ汁 みそ汁

午後おやつ ピザトースト チーズトースト
豆乳

10(土) 昼食 豚肉のしぐれ丼 軟飯 全粥 つぶし粥
ゆかり和え 豚肉と根菜煮 団子と野菜煮 ペースト（玉葱・人参・南瓜）
ゆし豆腐 胡瓜和え 胡瓜マッシュ 豆腐すまし汁

豆腐すまし汁 豆腐すまし汁
午後おやつ 胚芽クラッカー 胚芽クラッカー

プルーン プルーン
キャンディチーズ キャンディチーズ

牛乳
13(火) 昼食 ミートスパゲティー トマト煮 トマト煮 つぶし粥

コールスローサラダ コールスローサラダ 野菜マッシュ ペースト（キャベツ・玉葱・人参）
ヨーグルト ヨーグルト ヨーグルト ヨーグルト

きのこのスープ きのこのスープ スープ スープ
午後おやつ ひじきおにぎり＆食べる炒り子 おにぎり

お茶
14(水) 昼食 五穀米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

さばのねぎ塩焼き 白身魚の塩焼き 白身魚の塩焼き ペースト（白身魚・大根・人参）
小松菜のごまあえ 三色なます 大根マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ いちご大福 おじや

牛乳

※食材の都合により献立を変更することがあります
※12日は建国記念日の振替でお休みとなります

離 乳 食 献 立 表
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日付 時間帯 完了期 離乳食　後期 離乳食　中期 離乳食　初期
15(木) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

クリームシチュー ミルク煮 肉団子煮 ペースト（じゃが・人参・玉・ブロ）
白菜のサラダ 白菜和え 白菜マッシュ 果物

果物 果物 果物 すまし汁
野菜スープ 野菜スープ 野菜スープ

午後おやつ 卵サンド ジャムパン
牛乳

16(金) 昼食 じゅーしー ひじきの混ぜ込み軟飯 全粥 つぶし粥
ターンム　デンガク ターンム　デンガク ターンムマッシュ ペースト（南瓜・ほうれん）

甘酢和え 和え物 胡瓜マッシュ すまし汁
鶏汁 鶏だんご汁 鶏だんご汁

午後おやつ サンドクラッカー サンドクラッカー
牛乳

17(土) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
肉豆腐 肉豆腐 豆腐つくね煮 ペースト（豆腐・玉葱・人参）

胡瓜の塩もみ 胡瓜の塩もみ 胡瓜マッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ りんごケーキ りんごケーキ
牛乳

19(月) 昼食 キーマハヤシライス 軟飯 全粥 つぶし粥
ごぼうサラダ バーグ煮 バーグ煮 ペースト（玉葱・トマト・ほうれん草）

果物 ごぼうサラダ 野菜マッシュ 果物
野菜スープ 果物 果物 すまし汁

野菜スープ 野菜スープ
午後おやつ ベイクドチーズケーキ チーズパンケーキ

牛乳
20(火) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

厚揚げの五目旨煮 豆腐の五目旨煮 豆腐の旨煮 ペースト（豆腐・大根・人参）
セロリのごまサラダ セロリのごまサラダ アーサみそ汁 すまし汁

アーサみそ汁 アーサみそ汁
午後おやつ フレンチトースト バタートースト

豆乳
21(水) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

魚のフライ・タルタルソース 魚のパン粉焼きマヨソース 魚と野菜塩蒸し煮 ペースト（玉葱・白身魚・ブロッコリー）

ブロッコリーソテー ブロッコリーソテー ブロッコリーマッシュ すまし汁
野菜スープ 野菜スープ 野菜スープ

午後おやつ スノーﾎﾞｰﾙ スノーﾎﾞｰﾙ
牛乳

22(木) 昼食 おべんとう会 おべんとう会

午後おやつ ホットぜんざい ホットぜんざい
お茶

23(金) 昼食 ご飯 軟飯 軟飯 つぶし粥
ソーキ汁 きゅうりとわかめの酢の物 きゅうりマッシュ ペースト（人参・玉葱・大根）

きゅうりとわかめの酢の物 果物 果物 すまし汁
果物 鶏団子汁 鶏団子汁

午後おやつ うむにー うむにー
牛乳

24(土) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏肉のしょうが焼き 鶏野菜煮 鶏だんご野菜煮 ペースト（玉葱・人参・豆腐）

青菜と厚揚の煮びたし 青菜と豆腐の煮びたし 青菜と豆腐の煮びたし すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ 鮭と大根葉のおにぎり おにぎり
お茶

26(月) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
マーボ豆腐 豆腐バーグ煮 豆腐バーグ煮 ペースト（豆腐・玉葱）

はるさめサラダ はるさめサラダ 胡瓜マッシュ すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ 磯辺さつまいも さつまいもマッシュ
牛乳

27(火) 昼食 チキンカレー 軟飯 全粥 つぶし粥
海苔とレタスのサラダ チキンポトフ チキンボールポトフ ペースト（じゃが・人参・玉葱）

果物 レタスのサラダ サラダマッシュ 果物
スープ 果物 果物 すまし汁

スープ スープ
午後おやつ ジャムサンド ジャムサンド

牛乳
28(水) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

たらの照り焼き 魚の照り焼き 魚の蒸し焼き ペースト（たら、ブロッコリー、豆腐）

ブロッコリーの白あえ（ごま） ブロッコリーの白あえ ブロッコリーと豆腐マッシュ すまし汁
納豆 みそ汁 みそ汁

みそ汁
午後おやつ やさいおじや やさいおじや

牛乳

※食材の都合により献立を変更することがあります

離 乳 食 献 立 表
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