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節分を過ぎるともう「春」といわれますが、まだまだ寒い季節は続きます。
あたたかくなったり、寒くなったり「三寒四温」を過ぎて、
少しずつ春に近づいていきます。子どもたちもだんだんと大きくなってきて、
お兄さん、お姉さんになってきましたね。

丈夫な体をつくる食べ物

病気から子どもの体を守るために、食生活で免疫

力を高めましょう。

朝は、味噌汁や納豆などの発酵食品を含むメ

ニューで酵素を摂りましょう。

毎日の食事には、免疫細胞をつくるもとになるた

んぱく質を多く含む食品（魚、肉、大豆製品など）を

バランスよく選びましょう。

また、野菜や果物からビタミンの摂取を忘れずに。

冬の時期は、１日に１個、ミカンを食べることで手

軽にビタミンＣを摂ることができます。

免疫力を高めるおすすめの食材

●にんにく…殺菌・抗ウイルス作用、細胞の活性

化

●納豆、漬物、ヨーグルトなど（発酵食品）…腸内

環境を整える

●こまつな、ほうれんそう…ビタミンＡ・Ｃ・Ｅを多く

含み、抗酸化力が高い。殺菌・デトックス作用

●しょうが…殺菌作用。血行をよくして、体を温め

る

●だいこん…胃の消化を助け、腸の働きを整える

●バナナ…血液中の白血球の増加。カリウムが
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日 朝おやつ こんだて おやつ （あか）血や肉をつくる （きいろ）熱や力になる （みどり）体の調子を整える

1日（火） ビスケット
もずく丼　キャベツのごま和え
イナムルチ汁　みかん

牛乳
サーターアンダギー

もずく　豚ミンチ　卵　ちくわ　豚肉
かまぼこ　みそ　牛乳

米　押麦　砂糖　片栗粉　ごま
こんにゃく　小麦粉　油

ピーマン　パプリカ　生姜　キャベツ
ブロッコリー　椎茸　大根　ねぎ　みかん

2日（水） バナナ お弁当会 牛乳
スイートポテト

生クリーム　牛乳 砂糖　さつま芋　バター

3日（木） ぼうろ
鬼ごはん　ボイルウインナー バナナ

ブロッコリーサラダ　けんちん汁
牛乳
ちょぼちょぼクッキー

鶏ミンチ　大豆　卵　ウインナー
ちくわ　豚肉　牛乳

米　油　里芋　クッキー
玉ねぎ　人参　ピーマン　ブロッコリー
パプリカ　大根　椎茸　ねぎ　バナナ

4日（金） ゼリー
麦ご飯　とんかつ　コールスロー
ひじき炒め煮 　冬瓜のみそ汁　りんご

牛乳
お絵かきパン

豚肉　卵　ひじき　さつま揚げ
わかめ　厚揚げ　みそ　牛乳

米　押麦　小麦粉　パン粉　油
マヨネーズ　砂糖　パン

キャベツ　コーン　にんにく　人参
もやし　いんげん　冬瓜　りんご

5日（土） コッペパン
スパゲティー・ナポリタン　オレンジ
ごぼうサラダ　青菜のスープ

牛乳
油みそおにぎり

ウインナー　枝豆　ささみ　ひじき
みそ　のり　牛乳

スパゲティー　バター　マヨドレ
ごま　砂糖　米　油

玉ねぎ　人参　ピーマン　にんにく
ごぼう　小松菜　コーン　えのき　オレンジ

7日（月） チーズ
麦ご飯　鶏肉のさっぱり煮　ブロッコリー

クーブイリチー　南瓜のみそ汁　黄桃缶
牛乳
アメリカンドッグ

鶏肉　昆布　豚肉　みそ　卵
魚肉ソーセージ　牛乳

米　押麦　砂糖　マヨネーズ
こんにゃく　油　　ホットケーキ
MIX

ブロッコリー　生姜　にんにく　人参
切干大根　南瓜　玉ねぎ　豆苗
黄桃缶

8日（火） ビスケット

黒米ご飯　さばのみそ煮
オクラのおかか和え　大根の煮物
そうめん汁　りんご

牛乳
ピザトースト

さば　みそ　糸かつお　鶏肉
大豆　ねぎ　ウインナー　チーズ
牛乳

米　黒米　砂糖　油　そうめん
パン　バター

オクラ　生姜　大根　人参　椎茸　りんご
いんげん　ねぎ　玉ねぎ　ピーマン

9日（水） バナナ
あわご飯　焼肉　マカロニサラダ
きのこのみそ汁　オレンジ

牛乳
コーンフレーククッキー

牛肉　卵　みそ　牛乳
米　もちきび　片栗粉　砂糖　　チョコ
ごま油　マカロニ　マヨネーズ　バター
小麦粉　　コーンフレーク

玉ねぎ　キャベツ　人参　ピーマン
にんにく　生姜　パプリカ　きゅうり
えのき　しめじ　椎茸　大根の葉　オレンジ

10日（木） ぼうろ
麦ご飯　白身魚のケチャップあん
ブロッコリー　パパイヤイリチー
豚汁　バナナ

牛乳
黒糖アガラサー

白身魚　ツナ　豚肉　豚レバー
みそ　牛乳

米　押麦　片栗粉　油
強力粉　黒糖

ブロッコリー　生姜　パパイヤ　人参
にら　大根　ごぼう　白ねぎ　バナナ

11日（金）

12日（土） コッペパン
麻婆丼　ナムル　コーンスープ
杏仁フルーツ

牛乳
今川焼き

豆腐　豚ミンチ　みそ　ちくわ
牛乳

米　ごま油　砂糖　ごま
杏仁豆腐　今川焼き

椎茸　人参　玉ねぎ　たけのこ　にら
もやし　きゅうり　パプリカ　コーン
にんにく　生姜　ほうれん草　みかん缶

14日（月） ビスケット

タコライス　ハートのコロッケ
パンプキンスープ
フルーツヨーグルト

牛乳
チョコバナナ

合挽きミンチ　チーズ　豆乳
ヨーグルト　牛乳

米　押麦　砂糖　コロッケ　油
チョコ

玉ねぎ　人参　にんにく　レタス　トマト
南瓜　カクテル缶

15日（火） バナナ
玄米ご飯　レバーのゴマソース
粉ふき芋　野菜炒め　白菜のみそ
汁     みかん

牛乳
紅芋くずもち

豚レバー　青さのり　ちくわ
油揚げ　みそ　牛乳　きな粉

米　玄米　片栗粉　油　砂糖
ごま　じゃが芋　バター　くず粉
紅芋粉

ほうれん草　生姜　人参　しめじ
玉ねぎ　白菜　大根の葉　みかん

16日（水） ぼうろ
しそご飯　ささみのピカタ
青菜のおかかあえ　きんぴらごぼう

厚揚げのみそ汁　オレンジ

牛乳
チーズ蒸しパン

ささみ　卵　糸かつお　厚揚げ
豚肉　みそ　クリームチーズ
卵　ヨーグルト　牛乳

米　押麦　小麦粉　油　ごま油
ごま　ケーキミックス

にんにく　小松菜　人参　いんげん
ごぼう　かぶ　ねぎ　オレンジ

17日（木） ゼリー
ドライカレー　ブロッコリーサラダ
わかめとコーンスープ　りんご

牛乳
セサミクッキー

合挽きミンチ　豚レバー　大豆
チーズ　わかめ　卵　牛乳

米　押麦　カレー粉　油　小麦粉
ごま　バター　砂糖

人参　玉ねぎ　ピーマン　にんにく
マッシュルーム　レーズン
ブロッコリー　カリフラワー　パプリカ
コーン　白ねぎ　りんご

18日（金） コッペパン
沖縄そば　モロヘイヤの納豆和え
さつま芋のごま煮　パイン

牛乳
野菜いなり

三枚肉　かまぼこ　納豆　のり
油揚げ　牛乳

沖縄そば　砂糖　さつま芋
米　ごま

ねぎ　モロヘイヤ　人参　ほうれん草
パイン

19日（土） チーズ
チャーハン 春雨の中華和え
豆腐の中華スープ　黄桃缶

牛乳
クラッカーサンド

ウインナー　ささみ　豆腐
牛乳

米　油　春雨　ごま油　砂糖
片栗粉　クラッカー　ジャム

人参　玉ねぎ　ピーマン　きゅうり
パプリカ　小松菜　コーン　黄桃缶

21日（月） ビスケット
たけのこご飯　魚のポテト焼き　オレンジ

かりかりきゅうり　キャベツのみそ汁
牛乳
おからマドレーヌ

鶏肉　油揚げ　白身魚　牛乳
青さのり　みそ　おから　卵

米　押麦　砂糖　じゃが芋　バ
ター
ごま油　ごま　小麦粉

たけのこ　人参　ねぎ　きゅうり
キャベツ　玉ねぎ　大根の葉　オレンジ
レーズン

22日（火） ぼうろ
ふりかけご飯　おでん　　りんご
青菜のみそマヨ和え　かきたま汁

牛乳
大学芋

ウインナー　ちくわ　厚揚げ　みそ
牛乳　卵

米　砂糖　マヨネーズ　片栗粉
さつま芋　ごま　油

大根　人参　ほうれん草　えのき
パプリカ　椎茸　ねぎ　りんご

23日（水）

24日（木） ビスケット

玄米ご飯　魚のコーンマヨ焼き
いんげんソテー　ひじきのごま和え
豆乳さつま汁　バナナ

牛乳
オニオンブレッド

白身魚　粉チーズ　ひじき　ツナ
油揚げ　みそ　豆乳　牛乳　卵
ハム　チーズ

米　玄米　小麦粉　油
マヨネーズ　バター　砂糖　ごま
さつま芋　ケーキミックス

いんげん　切干大根　人参　きゅうり
大根　人参　ねぎ　玉ねぎ　バナナ

25日（金） バナナ
あわご飯　豚肉の生姜焼き
キャベツの梅和え　筑前煮
じゃが芋のみそ汁　オレンジ

プリン
ビスケット

豚肉　鶏肉　わかめ　みそ
米　もちきび　片栗粉　油　砂糖
じゃが芋　ビスケット

玉ねぎ　キャベツ　大根　人参　椎茸
いんげん　えのき　ほうれん草　オレンジ

26日（土） チーズ
ビビンバ丼　ブロッコリーのごま和え

ゆし豆腐　みかん
牛乳
きなこクリームサンド

豚肉　みそ　ツナ　ゆし豆腐
牛乳　きな粉

米　押麦　砂糖　ごま油　ごま
パン　バター

もやし　小松菜　人参　にんにく　生姜
ブロッコリー　コーン　きゅうり　ねぎ
みかん

28日（月） ぼうろ
☆お誕生日会☆
オムライス　ポテトサラダ
ミネストローネ　フルーツヨーグルト

ジュース
お誕生日ケーキ

鶏肉　卵　枝豆　ウインナー
ヨーグルト

米　バター　じゃが芋　マヨネーズ　マ

カロニ　砂糖　ココア　ケーキ　ジュー
ス

玉ねぎ　人参　ピーマン　コーン
パプリカ　キャベツ　いんげん
トマト　パセリ　白桃缶　黄桃缶

天皇誕生日（公休日）

建国記念日の日（公休日）

令和4年 どんぐり保育園

※行事、材料等の都合などにより、献立が変更になる場合がありますのでご了承ください。

※アレルギー対応は医師の診断書に基づき実施しております。
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