
熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
いなり寿司 恵方巻ロール 米、油 大豆水煮、鮭 にんじん、ひじき しょう油、みりん
鮭のあんかけ 牛乳 小麦粉、片栗粉 味噌、油揚げ たまねぎ、もやし 塩、だし汁
五目煮豆 さとう 豆乳 ねぎ、ぽんかん ココア
清汁（花麩・白ねぎ） 花麩 牛乳 こんにゃく、いんげん ベーキングパウダー
ぽんかん
ごはん ツナおにぎり 米、さとう、油 豚小間肉、花鰹 たまねぎ、にんじん、しらたき しょう油、だし汁
肉じゃが 牛乳 じゃがいも 白味噌、牛乳 ほうれん草、コーン
ほうれん草のおかか和え ツナ缶 えのき、わかめ、オレンジ
味噌汁（わかめ・えのき）
オレンジ

ごはん コーンマヨトースト 米、片栗粉、油 鶏もも肉 あおのり、れんこん 塩、しょう油
鶏肉の磯辺焼き 牛乳 ごま、じゃがいも 白味噌 にんじん、絹さや だし汁
れんこんきんぴら 食パン 牛乳 たまねぎ、コーン
味噌汁（じゃがいも・玉ねぎ） エッグケアマヨネーズ
いよかん
ビビンバ丼 おからクッキー 米、ごま油 豚挽き肉、白味噌 ほうれん草、にんじん しょう油、塩
春雨サラダ 牛乳 さとう、春雨 おから、豆乳 大根、きゅうり、コーン 酢、鶏ガラスープ
中華スープ（わかめ・もやし） ホットケーキミックス 牛乳 もやし、わかめ
オレンジ オレンジ

ジャムサンド ごま味噌焼きおにぎり 食パン 豚小間肉 にんじん、玉ねぎ ケチャップ、コンソメ
じゃがいものカントリー煮 牛乳 じゃがいも、油 豆乳 キャベツ、きゅうり、わかめ ウスターソース
コーンサラダ さとう、ごま 白味噌 コーン、オレンジ 酢、しょう油
豆乳スープ 米、いちごジャム 牛乳 塩、みりん
オレンジ
ごはん ミートソーススパゲティ 米、さとう 鯖、白味噌 白菜、にんじん 酒、しょう油
さばの味噌煮 牛乳 ごま 絹ごし豆腐 わかめ、オレンジ 塩、鶏ガラスープ
白菜の胡麻和え スパゲティ 豚ひき肉 玉ねぎ、パセリ ケチャップ、コンソメ
わかめスープ 牛乳
オレンジ
ハヤシライス ココアクリームパン 米、小麦粉、油 豚小間肉 たまねぎ、にんじん 酒、中濃ソース
シルバーサラダ 牛乳 さとう、春雨 豆乳 マッシュルーム、トマト缶 ケチャップ、しょう油
いちご エッグケアマヨネーズ 牛乳 きゅうり、いちご コンソメ、塩

バターロール ココア
コーンスターチ

ごはん 和風スイートポテト 米、さとう 鶏もも肉、大豆水煮 にんじん、絹さや 酒、しょう油
鶏肉と大豆の旨煮 牛乳 さつま芋 麩、白味噌 もやし、きゅうり、わかめ 鶏ガラスープ
ナムル 黒ごま、油 豆乳 ねぎ、オレンジ だし汁、みりん
味噌汁（麩・ねぎ） 牛乳
オレンジ

ほうとううどん まぜごはん うどん、かぼちゃ 豚小間肉、白味噌 にんじん、白菜、白ねぎ だし汁、しょう油
ぶりの重ね煮 牛乳 さとう ぶり、ちくわ ごぼう、大根、きゅうり みりん、酒
きゅうりとちくわのサラダ エッグケアマヨネーズ ツナ缶 りんご、しめじ
りんご ごま、米 牛乳

ごはん きなこボーロ 米、さとう、ごま 豚レバー 大根、もやし、ひじき しょう油
レバーの竜田揚げ 牛乳 片栗粉、油 油揚げ、白味噌 にんじん、りんご だし汁
ひじきのごま和え 里芋、小麦粉 豆乳、きなこ ベーキングパウダー
味噌汁（里芋・油揚げ） 牛乳
りんご
大豆入りドライカレー 米粉のココアケーキ 米、小麦粉 豚ひき肉、大豆水煮 たまねぎ、にんじん ウスターソース
ツナサラダ 牛乳 米粉、油、黒砂糖 ツナ缶 赤ピーマン、黄ピーマン ケチャップ、カレー粉
コンソメスープ（コーン・玉ねぎ） 豆乳 トマト缶、きゅうり、キャベツ 酢、塩、しょう油
いちご 牛乳 コーン、いちご コンソメ、ココア

ベーキングパウダー
ロールパン 鮭わかめごはん バターロール 鶏小間肉、豆乳 玉ねぎ、パセリ、にんじん 塩、コンソメ
マカロニグラタン 牛乳 マカロニ、油、小麦粉 パルメザンチーズ きゅうり、キャベツ、もやし しょう油

茹で野菜（人参・きゅうり） パン粉 鮭、ちりめん オレンジ、わかめ
キャベツスープ エッグケアマヨネーズ 牛乳
オレンジ 米、ごま
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熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
ごはん 黒糖蒸しパン 米、油、さとう 厚揚げ、豚小間肉 にんじん、玉ねぎ しょう油、塩
厚揚げの味噌炒め 牛乳 じゃがいも、片栗粉 白味噌、鶏ひき肉 ピーマン、グリンピース だし汁
じゃがいものそぼろ煮 ホットケーキミックス ちくわ わかめ、りんご
清汁（ちくわ・わかめ） 黒砂糖 豆乳、牛乳
りんご

ごはん じゃこトースト 米、さとう、パン粉 鶏ひき肉、白味噌 れんこん、ねぎ、キャベツ しょう油、だし汁
れんこんのつくね焼き 牛乳 油、食パン 花鰹、麩 にんじん、ほうれん草
キャベツのおかか和え エッグケアマヨネーズ ちりめん いよかん
清汁（麩・ほうれん草） ピザ用チーズ
いよかん 牛乳
ごはん 石垣まんじゅう 米、さとう 鶏もも肉 にんじん、こんにゃく しょう油、酒
鶏肉のマーマレード焼き 牛乳 さつま芋 大豆水煮 いんげん、切干大根 塩、みりん、だし汁
五目煮豆 小麦粉 白味噌 小松菜、りんご ベーキングパウダー
味噌汁（切干大根・小松菜） ごま、油 豆乳
りんご マーマレードジャム 牛乳
ジャムサンド ラーメン 食パン、油、さとう 大豆水煮 にんじん、たまねぎ ケチャップ
ポークビーンズ 牛乳 ごま油、ごま 牛乳 ブロッコリー、コーン ウスターソース
ブロッコリーサラダ 焼きそば麺 豚小間肉 白菜、しめじ 酢、しょう油
コンソメスープ（白菜、しめじ） いちごジャム いよかん、わかめ、ねぎ コンソメ
いよかん 鶏ガラスープ、塩
ごはん きなこのパンケーキ 米、黒蜜 かじき、豚小間肉 いんげん、にんじん 塩、コンソメ
かじきのサクサク焼き 牛乳 エッグケアマヨネーズ 木綿豆腐、白味噌 コーン、ごぼう、ねぎ だし汁
ミックスベジタブルソテー パン粉、油、さとう きなこ オレンジ
豚汁 じゃが芋、里芋 牛乳
オレンジ ホットケーキミックス
カレーライス きつねうどん 米、じゃがいも 鶏小間肉 にんじん、たまねぎ カレー粉、コンソメ
青菜としらすのサラダ 牛乳 油、バター、小麦粉 しらす ほうれん草、もやし、りんご ケチャップ
りんご さとう、うどん 油揚げ ねぎ 中濃ソース、塩

牛乳 しょう油、だし汁
みりん

ごはん フライドポテト 米、油、さとう 豚小間肉 ピーマン、もやし しょう油、みりん
焼肉 牛乳 ごま油、片栗粉 白味噌 たまねぎ、しょうが だし汁
さつま芋の甘煮 さつま芋、じゃが芋 牛乳 わかめ、りんご 塩
味噌汁（玉ねぎ・わかめ） パセリ
りんご

ロールパン チャーハン バターロール、油 鶏小間肉 にんじん、たまねぎ コンソメ、塩
クリームシチュー 牛乳 小麦粉、さとう 豆乳 ブロッコリー、ひじき 酢、しょう油
ひじきサラダ 米、ごま 豚挽き肉、しらす にんじん、きゅうり
ぽんかん じゃがいも 牛乳 ぽんかん、ねぎ

ごはん 焼そば 米、さとう 木綿豆腐、白味噌 ねぎ、にんじん、きゅうり 塩、酢
松風焼き 牛乳 パン粉、油、ごま 鶏ひき肉 わかめ、みかん缶、えのき しょう油、だし汁
きゅうりとわかめの酢の物 焼きそば麺 しらす、ちくわ りんご、もやし、たまねぎ 中濃ソース
清汁（ちくわ・えのき） 豚小間肉 あおのり
りんご 牛乳
ごはん 肉まん（多文化） 米、パン粉、油 鶏もも肉、厚揚げ もやし、ぽんかん 塩、しょう油
鶏肉のパン粉焼き 牛乳 エッグケアマヨネーズ 白味噌 たまねぎ、にんじん だし汁
かぼちゃの含め煮 かぼちゃ、さとう 豚ひき肉 干ししいたけ ベーキングパウダー
味噌汁（生揚げ・もやし） 強力粉、薄力粉 牛乳 しょうが ドライイースト
ぽんかん ごま油、片栗粉 酒
きのこうどん ケチャップごはん うどん、さとう 豚小間肉 わかめ、しめじ、にんじん だし汁、しょう油
鮭の西京焼き 牛乳 じゃがいも、油 鮭、白味噌 ねぎ、ピーマン、いよかん みりん、カレー粉
カレーきんぴら 米 牛乳 たまねぎ、グリンピース 塩、ケチャップ
（じゃが芋・にんじん・ピーマン） コンソメ
いよかん
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今月のくだものは、

りんご・オレンジ・いちご・ぽんかん・いよかんです。
１日（金）は節分の行事食です。
８日（金）はお誕生日会です。


