
松戸市金ケ作３０６番地

金ヶ作保育園
TEL　０４７－３８５－８８６３

FAX　０４７－３８５－８７９５

1日 （水） 体育指導 １５日 （水） 体育指導

３日 （金） 豆まき集会 １７日 （金） 個人面談終了予定

４日 （土） 布団乾燥 １８日 （土） 布団乾燥

7日 （火） 絵画教室（２・３才） ２０日 （月） 絵本・納入袋配布　/　身体測定　

８日 （水） 体育指導 ２２日 （水） 体育指導

９日 （木） 絵画教室（４・５才） ２３日 （木） 天皇誕生日

１１日 （土） 建国記念日 ２４日 （金） リトミック（１～３才）

１３日 （月） 英語教室 ２７日 （月） 誕生会　

１４日 （火） 避難訓練（予告なし） ２８日 （火） 園だより・献立表配信

た ん ぽ ぽ -

も　    　　も -

ちゅうりっぷ -

さ　　く　　ら -

ひ ま わ り -

ゆ　　　　り -

・活動に見通しをもち、自分なりの目的をもって力を発揮する。

・寒さに負けず元気に過ごしながら冬の自然に触れ
感心を高める。
・進級に期待を持ち自分の事は自分で行う。

試してみようとする。

・寒さに負けず戸外で身体を動かして遊び元気に過ごす

深めていく。

・冬の外気に触れながら、身体を十分に動かして遊ぶ。
・探索遊びを十分に楽しみ、興味関心を広げる。

・保育士や友達とのやりとりを楽しみながら遊ぶ。
・生活リズムを整えながら、寒い時期を元気に過ごせる
ようにする。

・冬の自然に親しみ、興味や関心を広げ不思議に思う事を調べ
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・グループ活動や集団活動を通して、友達との関わりを

・身の回りのことを自分でしてみようとする。

・身近な自然に触れながら寒い時期を健康に過ごせる
ようにする。
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じょうぶな子、げんきな子

２月の行事予定

今月の保育目標
お知らせとお願い

感染症が流行する時期です。発熱等の症

状が見られた場合は受診をし、登園の目

安を聞いてみましょう。

ご家族の方が体調不良の時も必ずご連

絡ください。

暦の上では春の始まりですが、冬の寒さはまだまだ続きそうですね。

２月３日は節分です。鬼のお面や豆入れを作ったり、子ども達と準備を

進めています。

災害や疫病を追い払い、福を招き入れるための「豆まき」。

「鬼は外！福は内！」とみんなで力を合わせて、福を呼び込みたいと

思います。



　２月

 

　

さくら組（３才児）

ちゅうりっぷ組（２才児）

たんぽぽ組（０才児）

も も組（１才児） ひまわり組（４才児）

ゆ り組（５才児）

寒い日が続きますが、子ども達の元気な声が室内
を暖かくしてくれます。天気の良い日には園庭に
出てポカポカした太陽の光をたくさん浴びながらト
コトコ、ヨチヨチと走り回っています。室内ではお野
菜のスタンプや粘土、動物カルタなど創作活動を
楽しんでいます。ベタベタ指の汚れが気になるお
友達もいますが、色々な経験をする事が大切です。
段々と慣れて楽しみが広がっていくといいなぁ～と
思います。今月は「節分」豆まきがあります。『福を
いっぱい呼び込みたい』と思います。たんぽぽ組
での生活もあと２ヶ月ですが、一日一日を大切にし
て楽しい思い出をたくさん作れるように過ごしてい
きたいです。

寒い日が続いていますが、毎日元気いっぱいのもも
組さん。園庭に出ると元気よく走り回っていて、子ども
達からパワーをもらう日々です。身の回りの事も、自分
で出来る事が増えたり、お友達とのおしゃべりや、やり
とり等、関わりも増え成長を感じています。「かして」
「いいよ」「あとで」などの会話も増え、玩具のやり取り
を行っています。
もも組さんも、残り2ケ月となりました。これまで以上に
一日一日を大切に子どもたちと過ごしていきたいと思
います。
また、感染対策のご協力をお願いしている中ではあり
ますが、引き続き子どもたちを見守っていきたいと思
います。

新しい年になりお休み明けのさくら組は変わることな

く、元気に笑顔いっぱいで楽しそうに遊んでいます。

１月になってもクリスマス会や運動会の「曲かけて」と

リクエストがあり踊る事もあるさくら組です。１月はお店

屋さんごっこの小物を少しずつ作りためたり、節分に

向けての制作を取り入れたりと、行事を楽しみに過ご

していました。

あと2カ月もするとひまわり組に進級、早いですね。自

分の力でたくさんがんばれました。感染症も心配で

すが寒さに、負けず元気に冬を乗り切っていけるとい

いなと思います。

真冬の冷たい風にも負けず、元気に登園してくる

子どもたちの明るい声が響き渡ります。1月はあまり

お外で遊べなかった分、塗り絵や折り紙、パズルに

も挑戦し、室内で色々な遊びを楽しみました。お話し

も上手になってきて、友だち同士でおしゃべりしなが

らごっこ遊びを楽しむ姿がみられます。空気が乾燥

していて、この季節特有の感染症にも気を付けなけ

ればいけない季節が続きます。しっかりと予防対策

をして乗り切り、寒い時期ですが、なるべく季節感や、

この時期ならではの楽しみを子どもたちに感じてもら

えるような活動をしていきたいと思います。

まだまだ寒い日が続きますが、冷たい風にも負けず毎

日子ども達の元気な声が響きます。

１月はすごろく・福笑い・カルタなど、お正月遊びを楽し

んだり、先日のお店屋さんごっこでは「いらっしゃいませ

～！」と威勢の良い声が飛び交い、お客さんとのやり取

りなどを楽しみとても盛り上がりました。

又、体育指導ではドッチボールを教わっています。まだ

ルールを覚えられない様子もありますが、一生懸命参

加している子ども達です。３月にはゆり組対先生との対

決が待っているので、特訓していきたいと思います！

保育園生活も、残り２か月となりましたね。１日１日を大

切にし、小学校に向けての準備をしっかりとしていきた

いと思います。

寒い日が続いていますが子ども達の元気な声が室
内を暖かくしてくれます。先日はお忙しい中、個人
面談に足を運んでくださり、ありがとうございました。
1月は暖か日は西ケ沢公園までお散歩に行ったり、
戸外でなわとびの練習をがんばったり、追いかけっ
こで身体を動かして元気に過ごしました。縄跳びは
日に日に跳べる回数が増えてきたように感じます。
また、お店やさんごっこにむけ、品物を作ったり、
自分で考えた形に切り、貼りつけて自分だけのピ
カチュウのお財布にお金を入れてとても嬉しそうに
していました。進級まで残り２ケ月となりましたが、
ゆり組さんになる期待をもつと共に、毎日元気一杯、
笑顔で過ごしていきたいと思います。



 

 新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が始まっています。
 再度、感染予防の徹底を心がけましょう。

【新型コロナウイルスとインフルエンザの違い】

潜伏期間 約1∼14日 約1∼4日
（オミクロン株は2∼3日）

感染期間 発症2日前から発症後７∼１０日 発症前日から発症後３∼7日
感染経路 飛沫・接触感染 飛沫・接触感染
症状 高熱、息苦しさ、倦怠感、 38℃以上の発熱、頭痛、関節痛

喉の痛み、咳、鼻水、嗅覚・ 、筋肉痛、倦怠感、喉の痛み、
味覚障害など 咳、鼻水など

登園基準 陽性（症状あり） 「症状が出た日の翌日から5日
「発症日の翌日から7日間経 間経過している」かつ「熱が下
過」かつ「症状軽快後２４時間 がった日の翌日から3日経過し
経過した場合は８日目に解除」 ている」
陽性（症状なし） 登園時「意見書」が必要です
「検査日の翌日から7日間」

新型コロナウイルス インフルエンザウイルス

じょうぶな子、げんきな子

ほけんだよ

今 月 の 給 食 レ シ ピ

大豆としらすのごはん

材料（1合分）

・精白米・・・150ｇ

・しらす・・・20ｇ

・水煮大豆・・・25ｇ

・白ごま・・・小さじ1

・醤油・・・小さじ1/2

・酒・・・小さじ1弱

・塩・・・ひとつまみ

作り方

①精白米をといで、醤油、酒、塩を入れる。

②合数分の水を入れかき混ぜる。

③しらす、水煮大豆を米の上にのせて

混ぜずに炊く。

④炊きあがったらよくかき混ぜる。



日 栄養価 日 栄養価

曜 未満児　以上児 曜 未満児　以上児

1 豆腐の肉野菜あんかけ丼 豚肉、豆腐、玉葱、人参 Ｅ　２９８/３７２ 牛乳 17 ナポリタン ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ、人参、玉葱、ﾋﾟｰﾏﾝ Ｅ　２２２/２７８ 牛乳

ポパイサラダ いんげん、椎茸、片栗粉 Ｐ　１０．１/１２．８ りんごサラダ ﾄﾏﾄ缶、にんにく、ｹﾁｬｯﾌﾟ Ｐ　６．９/８．６

水 みそ汁 ほうれん草、えのき Ｆ　７．２/９．０ もちもちﾁｰｽﾞﾊﾟﾝ 金 卵スープ ﾍﾞｰｺﾝ、ｷｬﾍﾞﾂ、りんご、胡瓜 Ｆ　６．７/８．２ マカロニあべかわ

　　　　　　みかん 豆腐、ねぎ 食塩　　１．３ ねぎ、卵、コンソメ 食塩　　２．２

2 チャーハン 焼豚、万ねぎ、卵、ナルト Ｅ　２７０/３３９ 牛乳 18 中華丼 豚肉、白菜、人参、玉葱 Ｅ　２２８/２８４ 牛乳

ﾁｰｽﾞ入りﾄﾏﾄｻﾗﾀﾞ チーズ、キャベツ、トマト Ｐ　８．６/１０．９ クラッカー すまし汁 舞茸、うずらの卵 Ｐ　８．０/１０．０ クッキー

木 オニオンスープ 胡瓜、玉葱、わかめ Ｆ　６．１/７．６ せんべい 土 チンゲン菜、豆腐 Ｆ　４．４/５．５ せんべい

　　　　　　バナナ コンソメ 食塩　　１．４ 小魚(3～5歳） 食塩　　１．０ 小魚(3～5歳）

3 大豆としらすのごはん 大豆、しらす、白ごま Ｅ　２４３/３０４ 牛乳 19
ﾁﾝｹﾞﾝ菜のおかかあえ ﾁﾝｹﾞﾝ菜、ｶﾆｶﾏ、えのき Ｐ　１０．７/１３．４

金 豚汁 鰹節、豚肉、大根、人参 Ｆ　４．０/５．０ 鬼まんじゅう 日
ねぎ、蒟蒻、ごぼう、豆腐 食塩　　２．２

4 焼肉丼 豚肉、生姜、キャベツ Ｅ　２０４/２５４ 牛乳 20 ゆかりごはん ゆかり、鶏肉、筍、蓮根 Ｅ　２２５/２８２ 麦茶

すまし汁 玉葱 Ｐ　５．３/６．６ サブレ 筑前煮 人参、大根、わかめ Ｐ　７．９/９．９ ヨーグルト

土 チンゲン菜、豆腐 Ｆ　３．７/４．６ せんべい 月 わかめの酢の物 カニカマ、胡瓜 Ｆ　３．２/４．０ せんべい

食塩　　１．２ みそ汁　　 白菜、油揚げ、麩 食塩　　１．４

5 21 雑穀米ごはん のりたま、カラスカレイ Ｅ　２１３/２６６ 牛乳

煮魚 生姜、ほうれん草、人参 Ｐ　１０．３/１３．０ 餃子の皮の

日 火 三色ごま和え もやし、ごま Ｆ　１．４/１．８ ツナマヨポテトパイ

みそ汁　　 南瓜、玉葱 食塩　　１．４

6 ごはん 豚肉、玉葱、人参、もやし Ｅ　２５１/３１５ 牛乳 22 カレーライス 豚肉、じゃが芋、玉葱 Ｅ　３２８/４１０ 牛乳

豚肉のみそ炒め 味噌、小松菜、卵、ハム Ｐ　１１．９/１５．１ コーンサラダ 人参、カレールウ、胡瓜 Ｐ　８．３/１０．４ ビスケット

月 小松菜とﾊﾑのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ごま油、白菜、油揚げ、麩 Ｆ　５．６/６．８ ソーセージドック 水 すまし汁 キャベツ、コーン Ｆ　８．０/９．９ せんべい

みそ汁 食塩　　１．３ 　　　　　　　バナナ わかめ、えのき 食塩　　　２．２ 小魚(3～5歳）

7 雑穀米ごはん おかか、カラスカレイ Ｅ　２１５/２６８ 牛乳 23
魚のカレー焼き カレー粉、生姜、人参 Ｐ　１１．１/１４．０

火 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま酢和え ブロッコリー、竹輪、ごま Ｆ　２．０/２．４ かぼちゃ蒸しパン 木
みそ汁 大根、えのき 食塩　　１．４

8 ツナごはん ツナ、豚肉、ほうれん草 Ｅ　２７４/３４３ 牛乳 24 ロールサンド ﾛｰﾙﾊﾟﾝ、卵、ﾏﾖﾈｰｽﾞ Ｅ　３４４/４３０ 牛乳

豚肉とほうれん草の トマト、ごま油 Ｐ　８．６/１０．９ （卵、ジャム） いちごｼﾞｬﾑ、ｳｲﾝﾅｰ Ｐ　１１．１/１４．０

水 　　　　　和風サラダ さつまいも、白菜 Ｆ　４．８/６．０ ぶどうパン 金 具だくさんポトフ じゃがいも、人参、玉葱 Ｆ　１２．９/１６．１ 焼き芋

みそ汁　　バナナ 食塩　　１．４ 　　　　　　　みかん ｷｬﾍﾞﾂ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ｺﾝｿﾒ 食塩　　２．５

9 ごはん 鶏肉、ﾚﾓﾝ、醤油、片栗粉 Ｅ　２９４/３６７ 牛乳 25 煮込みうどん うどん、ねぎ、しめじ、舞茸 Ｅ　１６６/２０８ 牛乳

鶏のﾚﾓﾝ醤油かけ ひじき、ﾂﾅ、ｷｬﾍﾞﾂ、胡瓜 Ｐ　１４．４/１８．１ クッキー さつまいもの甘煮 ほうれん草、油揚げ Ｐ　５．４/６．７ クラッカー

木 ひじきとﾂﾅのｻﾗﾀﾞ ﾏﾖﾈｰｽﾞ、かぶ、油揚げ Ｆ　８．５/１０．５ せんべい 土 さつまいも Ｆ　３．２/４．０ せんべい

みそ汁　　 食塩　　１．４ 小魚(3～5歳） 食塩　　１．２ 小魚(3～5歳）

10 わかめうどん うどん、わかめ、ねぎ Ｅ　２０７/２５８ 麦茶 26
さつまいもの甘煮 椎茸、舞茸、ナルト Ｐ　５．６/７．０ ヨーグルト

金 　　　　　　　みかん 油揚げ、さつまいも Ｆ　１．６/２．０ せんべい 日
食塩　　２．０

11 27 鶏クリームライス 人参、ﾊﾞﾀｰ、鶏肉、南瓜 Ｅ　２８７/３５８ 牛乳（2～5歳）

トマトスープ 玉葱、ｺｰﾝ、小麦粉 Ｐ　１２．８/１６．１ いちごババロア

土 月 　　　　　　みかん ｽｷﾑﾐﾙｸ、ﾄﾏﾄ、ﾊﾑ、卵 Ｆ　７．４/９．２ 麦茶（0.1歳）

片栗粉 食塩　　１．１ ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

12 28 発芽玄米ごはん のりおかか、鮭、生姜 Ｅ　２５９/３２４ 牛乳

魚の生姜焼き 胡瓜、わかめ、もやし Ｐ　１２．９/１５．９

日 火 胡瓜の華風和え ｺｰﾝ、ごま、ごま油 Ｆ　５．６/６．９ ﾊﾞﾀｰｽﾃｨｯｸﾊﾟﾝ

みそ汁 かぶ、油揚げ 食塩　　２．３

13 タコライス 豚肉、玉葱、人参、にんにく Ｅ　２７３/３４２ 牛乳

ポテトサラダ ｶﾚｰ粉、ｹﾁｬｯﾌﾟ、ｿｰｽ、ﾄﾏﾄ Ｐ　１１．６/１４．６ クラッカー

月 オニオンスープ ｷｬﾍﾞﾂ、ﾁｰｽﾞ、じゃが芋、胡瓜 Ｆ　１３．７/１７．１ せんべい

　　　　　　ヤクルト 卵、ﾊﾑ、ﾏﾖﾈｰｽﾞ、わかめ 食塩　　２．２ 小魚(3～5歳）

14 発芽玄米ごはん のりたま、鮭、小麦粉 Ｅ　３３９/４２５ 牛乳

鮭のムニエル ﾊﾞﾀｰ、ﾚﾓﾝ、ｷｬﾍﾞﾂ、人参 Ｐ　１３．０/１６．３

火 ｷｬﾍﾞﾂの甘酢和え ﾂﾅ、白菜、さつま芋 Ｆ　８．８/１１．０ ココア豆乳プリン

みそ汁　　バナナ 食塩　　１．０

15 五目とりめし 鶏肉、人参、しめじ、舞茸 Ｅ　２４１/３００ 牛乳

青菜の豆腐和え ごぼう、ほうれん草、豆腐 Ｐ　７．８/９．７

水 みそ汁 ごま、ごま油。わかめ Ｆ　３．７/４．７ 人参ケーキ

　　　　　　　みかん ねぎ 食塩　　１．５

16 ごはん 豚肉、豆腐、ひじき、人参 Ｅ　３０４/３８２ 牛乳

ひじき入りてりやきﾊﾝﾊﾞｰｸいんげん、パン粉、卵 Ｐ　９．９/１２．５ サブレ

木 南瓜のサラダ 南瓜、胡瓜、玉葱、ﾍﾞｰｺﾝ Ｆ　７．６/９．４ せんべい ※ は、新メニューになります。
みそ汁 大根、えのき 食塩　　１．９

※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。
※栄養価表示について、未満児→0～2歳児、以上児→3～5歳児を表しています。また食塩の数値は以上児のものです。
※午後のおやつが市販品の日は、3歳児以上に小魚が提供されます。

　 【節分の行事食】
節分に食べる太巻き寿司を恵方巻といい、その年の恵方を向いて無言でお願いごとをしながら食べきると、縁起が良いとされています。
ご家庭で子供と恵方巻を作って食べ、楽しく1年の健康と幸せをお祈りしましょう。

２月　給食予定献立表

おやつ献　　立 材　　料 おやつ 献　　立 材　　料

E：エネルギー　P：蛋白質　F：脂質

天　皇　誕　生　日

建　国　記　念　の　日

(令和5年1月31日)
金ケ作保育園



日 日

曜 中期・後期午後おやつ 完了期午後おやつ 曜 中期・後期午後おやつ 完了期午後おやつ

## お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ほうれん草 豆腐の肉野菜あんかけ丼 ## お粥 煮込みうどん うどん、人参、玉葱 ナポリタン
人参煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、玉葱、椎茸、醤油 ポパイサラダ 人参煮 煮魚 ﾋﾟｰﾏﾝ、ｷｬﾍﾞﾂ、醤油 りんごサラダ

水 じゃがいも煮 みそ汁（豆腐、ねぎ） 砂糖、煮干、鰹節、味噌 みそ汁　みかん 金 じゃがいも煮 鰹節、煮干 卵スープ

野菜スープ ヨーグルト　ﾋﾞｽｹｯﾄ 豆腐、ねぎ 牛乳　もちもちチーズパン 野菜スープ ヨーグルト　せんべい ｶﾗｽｶﾚｲ、砂糖 牛乳　マカロニあべかわ

## お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、キャベツ チャーハン ## 中華丼
南瓜煮 鶏肉と野菜の煮物 トマト、醤油、砂糖 チーズ入りトマトサラダ すまし汁

木 玉葱煮 オニオンスープ 玉葱、わかめ、コンソメ オニオンスープ　バナナ 土
野菜スープ ヨーグルト　せんべい 牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい 牛乳　ｸｯｷｰ、せんべい

## お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、チンゲン菜 大豆としらすのごはん ##
ほうれん草煮 鶏肉と野菜の煮物 えのき、醤油、砂糖、煮干 チンゲン菜のおかかあえ

金 さつまいも煮 みそ汁（大根、人参、ねぎ、豆腐鰹節、味噌、人参、大根 豚汁 日
野菜スープ ヨーグルト　鬼まんじゅう ねぎ、豆腐 牛乳　鬼まんじゅう

## 焼肉丼 ## お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、人参、大根 ごはん　筑前煮
すまし汁 南瓜煮 鶏肉と野菜の煮物 筍、醤油、砂糖 わかめの酢の物

土 月 玉葱煮 みそ汁（白菜） 煮干、鰹節、味噌 みそ汁
牛乳　ｻﾌﾞﾚ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　せんべい 白菜 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

## ## お粥 お粥（軟飯） ｶﾗｽｶﾚｲ、ほうれん草 雑穀米ごはん
ほうれん草煮 白身魚と野菜の煮物 人参、もやし、醤油 煮魚

日 火 さつまいも煮 みそ汁（南瓜、玉葱） 砂糖、鰹節、煮干 三色ごま和え　みそ汁

野菜スープ ヨーグルト　ﾋﾞｽｹｯﾄ 味噌、南瓜、玉葱 牛乳　餃子の皮のﾂﾅﾏﾖﾎﾟﾃﾄﾊﾟｲ

## お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、小松菜、人参 ごはん　豚肉のみそ炒め ## お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、じゃが芋 カレーライス
人参煮 鶏肉と野菜の煮物 玉葱、もやし、醤油、砂糖 小松菜とﾊﾑのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞあえ 人参煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、玉葱、ｷｬﾍﾞﾂ コーンサラダ

月 じゃがいも煮 みそ汁（白菜） 煮干、鰹節、味噌 みそ汁　みかん 水 じゃがいも煮 すまし汁（えのき、わかめ醤油、砂糖、煮干 すまし汁　バナナ

野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ 白菜 牛乳　ソーセージドック 野菜スープ ヨーグルト　せんべい 鰹節、わかめ、えのき 牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい

## お粥 お粥（軟飯） ｶﾗｽｶﾚｲ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 雑穀米ごはん ##
南瓜煮 白身魚と野菜の煮物 人参、醤油、砂糖 魚のカレー焼き　みそ汁

火 玉葱煮 みそ汁（大根、えのき） 鰹節、煮干、味噌 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま酢和え　 木
野菜スープ ヨーグルト　かぼちゃ蒸し大根、えのき 牛乳　かぼちゃ蒸しパン

## お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ほうれん草 ツナごはん ## お粥 パン粥（食パン） 食パン、粉ミルク ロールサンド
ほうれん草煮 鶏肉と野菜の煮物 トマト、醤油、砂糖 豚肉とほうれん草の和風ｻﾗﾀﾞ ほうれん草煮 具だくさんポトフ じゃが芋、人参、玉葱 （卵、ジャム）

水 さつまいも煮 みそ汁（さつま芋、白菜） 煮干、鰹節、味噌 みそ汁　バナナ 金 さつまいも煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ｷｬﾍﾞﾂ 具だくさんポトフ　みかん

野菜スープ ヨーグルト　食パン 白菜、さつま芋 牛乳　ぶどうパン 野菜スープ ヨーグルト　焼き芋 ｺﾝｿﾒ 牛乳　焼き芋

## お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、キャベツ ごはん ## 煮込みうどん

人参煮 鶏肉と野菜の煮物 胡瓜、醤油、砂糖 鶏肉のレモン醤油かけ さつまいもの甘煮

木 じゃがいも煮 みそ汁（かぶ） 煮干、鰹節、味噌 ひじきとﾂﾅのｻﾗﾀﾞ　みそ汁 土
野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ かぶ 牛乳　ｸｯｷｰ、せんべい 牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい

## お粥 わかめうどん うどん、鶏ひき肉、ねぎ わかめうどん ##
南瓜煮 さつまいもの甘煮 椎茸、舞茸、わかめ さつまいもの甘煮

金 玉葱煮 煮干、鰹節、醤油 みかん 日
野菜スープ ヨーグルト　せんべい さつまいも、砂糖 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

## ## お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、南瓜、玉葱 鶏クリームライス
人参煮 鶏肉と野菜の煮物 醤油、砂糖 トマトスープ

土 月 じゃがいも煮 トマトスープ 煮干、鰹節、醤油 みかん
野菜スープ ヨーグルト　せんべい トマト、玉葱 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

## ## お粥 お粥（軟飯） 鮭、もやし、コーン 発芽玄米ごはん
南瓜煮 白身魚と野菜の煮物 醤油、砂糖 魚の生姜焼き

日 火 玉葱煮 みそ汁（かぶ） 鰹節、煮干、味噌 胡瓜の華風和え　みそ汁

野菜スープ ヨーグルト　食パン かぶ 牛乳　ﾊﾞﾀｰｽﾃｨｯｸﾊﾟﾝ

## お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、キャベツ タコライス
ほうれん草煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、じゃが芋、トマト ポテトサラダ

月 さつまいも煮 オニオンスープ 醤油、砂糖 オニオンスープ

野菜スープ ヨーグルト　せんべい わかめ、玉葱、コンソメ 牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい

## お粥 お粥（軟飯） 鮭、キャベツ、人参 発芽玄米ごはん
人参煮 白身魚と野菜の煮物 醤油、砂糖 鮭のムニエル　バナナ

火 じゃがいも煮 みそ汁（白菜、さつま芋） 鰹節、煮干、味噌 ｷｬﾍﾞﾂの甘酢和え　みそ汁

野菜スープ ヨーグルト　ﾋﾞｽｹｯﾄ 白菜、さつま芋 牛乳　ココア豆乳プリン

## お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、人参、しめじ 五目とりめし
南瓜煮 鶏肉と野菜の煮物 舞茸、ほうれん草、豆腐 青菜の豆腐和え

水 玉葱煮 みそ汁（わかめ、ねぎ） 醤油、砂糖、煮干、鰹節 みそ汁　みかん

野菜スープ ヨーグルト　人参蒸しﾊﾟﾝ 味噌、白菜、さつま芋 牛乳　人参ケーキ

## お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、豆腐、いんげん ごはん
ほうれん草煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、南瓜、醤油、砂糖 ひじき入りてりやきﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ※ は新メニューです。

木 さつまいも煮 みそ汁（大根、えのき） 煮干、鰹節、味噌 かぼちゃのサラダ　みそ汁

野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ 大根、えのき 牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい

※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。

※コンソメはアレルギー材料不使用無添加コンソメを使用しています。

※離乳食初期は月齢に合わせた内容で提供しています。

建　国　記　念　の　日

２月　　離乳食予定献立表　　
(令和5年1月31日)
金ヶ作保育園

完了期給食
初期 材料

完了期給食
初期 材料

中期・後期給食 中期・後期給食

天　皇　誕　生　日


