
１（水） ２（木） ３（金） ４（土）

午前 お茶

（未満児） ボーロ

・ごはん ・ごはん 【節分メニュー】

・高野豆腐の ・がんもどきの ・ごはん

　　　　　　卵とじ 　　　きのこあんかけ ・いわしの

・さつまいもの ・大根とコーンサラダ 　　　酢しょうゆ煮

　　　カレー煮 ・みそ汁 ・大豆サラダ

・牛乳 ・みそ汁

６（月） ７（火） ８（水） ９（木） １０（金） １１（土）

午前 お茶

（未満児） ふかしいも

・ごはん ・ごはん ・ごはん ・ごはん ・ゆかりごはん

・生揚げと大根の ・魚の磯部揚げ ・ポークストロガノフ ・卵焼き ・おでん

　　　　　そぼろ煮 ・れんこんサラダ ・コールスローサラダ ・大根ごま炒め ・マカロニサラダ

・小松菜の ・みそ汁 ・牛乳 ・みそ汁汁 ・牛乳

　　カルシウム和え

・牛乳

１３（月） １４（火） １５（水） １６（木） １７（金） １８（土）

午前 お茶 お茶

（未満児） チーズ せんべい

・ごはん ・ごはん ・ごはん ・ごはん ・ごはん

・豆腐の中華煮 ・納豆和え ・スナックレバー ・魚の香味煮 ・かに玉あんかけ

・水菜ときのこサラダ ・根菜の金平煮 ・野菜の卵とじ ・ひじきナムル ・チンゲン菜ごまマヨ

・牛乳 ・みそ汁 ・牛乳 ・みそ汁 　　　　　　　　和え

・牛乳

２０（月） ２１（火） ２２（水） ２３（木） ２４（金） ２５（土）

午前 お茶

（未満児） せんべい

・ごはん ・ごはん ・ごはん 【誕生会】

・鶏肉と大根の ・魚の塩焼き ・豆腐の ・あさりと

　　　　　べっこう煮 ・切干大根煮 　　ケチャップ炒め 野菜のスパゲッティ

・キャベツの ・みそ汁 ・じゃがいもと ・鶏肉のから揚げ

　　　　おかか和え 　ブロッコリーサラダ ・ブロッコリーおひたし

・牛乳 ・牛乳 ・カステラケーキ

・牛乳

２７（月） ２８（火）

午前 お茶

（未満児） ボーロ

・ごはん ・ごはん

・魚のマリネ ・豚肉の野菜炒め

・いも煮汁 ・ひたし大豆

・牛乳 ・みそ汁

音楽発表会

せんべい

せんべい

ビスケット

いよかん

ヨーグルト りんご バナナ

いよかん

昼食

手作りゼリー ヨーグルト

りんご

　「鬼は外！」「福は内！」　２月３日は節分です。園でも行事を予定しています。
　この時期ならではの遊びを楽しむことで、季節の移り変わりや昔からの風習、伝統を
　子どもたちに感じてもらえればと思います。

２がつきゅうしょくだより

昼食

昼食

昼食

昼食

　　　　　　　　　十日町カトリック天使幼稚園・てんし保育園令和５年２月こんだて

今月の食育ピクトグラム
朝食を食べてこないこどもは、脳と体に栄養が行き届きません。

園での活動に支障がでたり、イライラしやすく、友達とけんかすることもあります。

時間のない中、いきなりきちんとした朝食を作る習慣を身につけることは

とても難しいものです。まずはせめて飲み物をとる習慣をつけましょう。

牛乳、野菜ジュース、スープなど。空腹時は胃が刺激を受けやすいので

２月３日の献立は節分メニューです。

胃に優しいいものを選ぶようにします。だんだん朝食を食べる習慣が身について

★　献立・食材が変更になる場合があります。

【　いわしの酢しょうゆ煮　】

鬼が嫌いないわしを食べて鬼を退治しよう！

【　大豆サラダ　】

自分の年の数だけお豆は入っているかな？

きたらチーズ・ヨーグルトなどの乳製品、おにぎり、パンといったすぐ用意できる

ものをとるようにします。できるなら洗うだけ、皮をむくだけで食べられる

果物や野菜も準備してみましょう。

天皇誕生日

ヨーグルト みかん

りんご バナナ

ヨーグルト

季節の分かれ目の邪気払い

昔、季節の変わり目には邪気が出るとされ、邪気払いをするようになったと言われます。

豆まき・・・邪気を鬼に例えて鬼は外、福は内と豆まきをします。
豆(大豆)には邪気を払う力があるとされています。
自分の年の数だけ食べると、１年間無病息災で過ごせると言われています。

焼嗅(やいかがし)・・・鬼はイワシを焼いたときの匂いが苦手。
ヒイラギの葉のとげで鬼の目をさして家の中へ

侵入を防ぐという意味があります。

恵方巻・・・節分の日の夜に、その年の恵方を向いて、願い事を思いながら
一言も話さず食べると願い事がかなうともいわれています。

恵方巻の具材は七福神にちなんで七種類の具材を使います。

食品による子どもの窒息・誤嚥(ごえん)事故に注意!

—気管支炎や肺炎を起こすおそれも、硬い豆やナッツ類等は5歳以下の子どもには食べさせないで—

厚生労働省の人口動態調査によると、平成26年から令和元年ま

での6年間に、食品を誤嚥して窒息したことにより、14歳以下の

子どもが80名死亡していました。そのうち5歳以下が73名で9

割を占めていました。

特に注意が必要なのは、奥歯が生えそろわず、かみ砕く力や飲み

込む力が十分ではない子どもが豆やナッツ類を食べると、のどや

気管に詰まらせて窒息してしまったり、肺炎を起こしたりするリ

スクがあることです。

窒息・誤嚥事故防止のため、以下のことに注意しましょう。

(1)豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある食品は5歳以下の子どもには食べさせないでください。喉頭

や気管に詰まると窒息しやすく、大変危険です。小さく砕いた場合でも、気管に入りこんでしまうと肺炎や気管

支炎になるリスクがあります。

(2)ミニトマトやブドウ等の球状の食品を丸ごと食べさせると、窒息するリスクがあります。乳幼児には、4等

分する、調理して軟らかくするなどして、よくかんで食べさせましょう。

(3)食べているときは、姿勢を良くし、食べることに集中させましょう。物を口に入れたままで、走ったり、

笑ったり、泣いたり、声を出したりすると、誤って吸引し、窒息・誤嚥するリスクがあります。

(4)節分の豆まきは個包装されたものを使用するなど工夫して行い、子どもが拾って口に入れないように、後片

付けを徹底しましょう。



エネルギー【kcal】 エネルギー【kcal】

たんぱく質【ｇ】 たんぱく質【ｇ】

脂質【ｇ】・塩分【ｇ】 脂質【ｇ】・塩分【ｇ】

（　）は未満児 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 （　）は未満児 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 442(398) 米・さつまいも 高野豆腐・卵・牛乳 ぶなしめじ・にんじん 〇お茶 ごはん 429(377) 米・三温糖・油 卵・カニ風味かまぼこ しいたけ・たけのこ・長ねぎ 〇いよかん

1 高野豆腐の卵とじ 15.7(13.4) ●白玉粉・三温糖 ●粉チーズ・牛乳 ほうれん草 〇ボーロ 17 かに玉甘酢あんかけ 15.3(12.7) マヨネーズ すりごま・牛乳 チンゲン菜・もやし・にんじん

(水) さつまいもカレー煮 9.9(8.9) ●油 ●もちもち (金) チンゲン菜ごまマヨ和え14.2(11.4) 〇いよかん ●せんべい

牛乳 1.9(1.5) チーズパン 牛乳 0.8(0.6)

ごはん 397(392) 米・三温糖 がんもどき・豆腐 えのきたけ・ぶなしめじ 〇ヨーグルト ごはん 376(377) 米・三温糖・油 鶏肉・高野豆腐 にんじん・だいこん 〇お茶

2 がんもどききのこあんかけ 14.1(15.7) マヨネーズ 煮干しだし えのきたけ・たまねぎ 20 鶏肉と大根べっこう煮 15.6(12.7) ●米 かつお節・牛乳 キャベツ・もやし・コーン 〇せんべい

(木) 大根とコーンサラダ 12.3(11.5) 〇ヨーグルト だいこん・きゅうり ●せんべい (月) キャベツのおかか和え 9.4(11.4) ●ごま わかめ・しめじ ●おにぎり

みそ汁 1.2(1.2) コーンなめこ・ほうれん草 牛乳 1.2(1.0)

ごはん 436(314) 米・油・三温糖 いわし(未→白身魚) にんにく・しょうが 〇みかん ごはん 394(312) 米・油・三温糖 鯖(未→白身魚) 切干大根・もやし 〇ヨーグルト

3 いわしの酢しょうゆ煮 18.0(16.1) 大豆・高野豆腐 ほうれん草・きゅうり 21 魚の塩焼き 17.0(14.9) さといも 〇ヨーグルト にんじん・小松根

(金) 大豆サラダ 14.7(4.0) 煮干しだし ひじき・コーン・にんじん ●せんべい (火) 切干大根煮 9.0(2.1) 白菜 ●せんべい

みそ汁 1.1(0.9) わかめ・しめじ　〇みかん みそ汁 1.2(1.1)

ごはん 447(391) 米・油・ごま油 生揚げ・豚ひき肉 にんじん・大根・小松菜 〇手作り ごはん・牛乳 417(368) 米・油・三温糖 豆腐・えび・牛乳 たけのこ・チンゲン菜 〇りんご

6 生揚げのそぼろ煮 16.5(13.4) 〇三温糖 しらす干し・牛乳 キャベツ・切干大根 ゼリー 22 豆腐のケチャップ炒め 14.4(11.7) じゃがいも しいたけ・ブロッコリー

(月) 小松菜のカルシウム和え 13.7(11.1) かつお節 ●せんべい (水) じゃが芋とブロッコリー 11.1(9.0) マヨネーズ コーン ●ジャムサンド

牛乳 1.2(0.9) サラダ 0.6(0.5) ●食パン・ジャム 〇りんご

ごはん 395(370) 米・薄力粉・油 ししゃも(未→白身魚) 青のり・れんこん 〇ヨーグルト

7 魚の磯部揚げ 16.6(16.4) ごま油 ごま・豆腐・煮干しだし ひじき・キャベツ 23

(火) れんこんサラダ 9.5(7.7) ●米 〇ヨーグルト にんじん・ほうれん草 ●おにぎり (木)

みそ汁 1.3(1.2) もやし

ごはん 373(368) 米・バター・油 豚肉・牛乳 たまねぎ・にんにく・しめじ 〇りんご あさりのスパゲッティ 439(394) スパゲッティ あさり水煮・鶏肉 にんにく・たまねぎ 〇バナナ

8 ポークストロガノフ 12.5(10.8) 〇マカロニ グリーンピース・キャベツ 24 鶏肉のから揚げ 19.9(16.5) 油・片栗粉 かつお節 にんじん・キャベツ

(水) コールスローサラダ 8.4(6.9) 〇マヨネーズ きゅうり・にんじん ●マカロニ (金) ブロッコリーおひたし 12.9(9.0) カステラ 生クリーム・牛乳 しょうが・ブロッコリー ●せんべい

牛乳 0.9(0.8) 〇りんご●青のり・かつお節 お好み焼き いちごケーキ・牛乳 1.5(1.2) コーン・いちご〇バナナ

ごはん 399(428) 米・三温糖・油 卵・油揚げ・煮干しだし 大根・にんじん・ピーマン 〇お茶 ごはん 413(362) 米・片栗粉・油 わかさぎ(未→白身魚) しょうが・にんじん 〇お茶

9 卵焼き 13.5(12.1) 〇さつまいも かぼちゃ・もやし 〇ふかしいも 27 魚のマリネ 16.2(13.2) 三温糖・さといも 豚肉・牛乳 ピーマン・たまねぎ 〇ボーロ

(木) 大根のごま炒め 11.3(9.2) ●せんべい (月) いも煮汁 9.3(7.6) ●米・マヨネーズ ●ツナ 長ネギ・白菜 ●おにぎり

みそ汁 0.9(0.8) 牛乳 1.2(1.0)

ゆかりごはん 460(454) 米・三温糖 がんもどき・うずら卵 大根・にんじん・きゅうり 〇バナナ ごはん 427(371) 米・三温糖・油 豚肉・大豆・かつお節 ニラ・にんじん・もやし 〇いよかん

10 おでん 14.8(13.1) マカロニ・ちくわ 牛乳 コーン 28 豚肉の野菜炒め 15.4(12.7) じゃがいも 油揚げ しめじ

(金) マカロニサラダ 13.5(11.0) マヨネーズ 〇バナナ ●せんべい (火) ひたし豆 13.4(10.8) 〇いよかん ●せんべい

牛乳 1.2(0.9) さといも みそ汁 0.8(0.6)

ごはん 397(359) 米・三温糖・油 豆腐・豚肉・牛乳 たまねぎ・にんじん 〇お茶 １～２歳児（未満児）は午前のおやつ、昼食の提供の為１日の４０％の量で計算しています。

13 豆腐の中華煮 15.0(14.4) ごま油 〇チーズ たけのこ・しいたけ・コーン 〇チーズ ３～５歳児（以上児）は昼食のみの提供の為１日の３０％の量で計算しています。

(月) 水菜ときのこのサラダ 10.3(10.9) ほうれん草・もやし ●せんべい １～２歳児（未満児） エネルギー（kcal） たんぱく質（ｇ） 脂質（ｇ） 塩分ｇ
牛乳 0.9(1.0) 水菜・しめじ・えのきたけ １日当たりの摂取基準　男 1000 ２０～50 ２２～３３ 3.0未満
ごはん 374(334) 米・油・三温糖 納豆・ごま・油揚げ にんじん・ほうれん草 〇りんご 　　　　　　　　　　　　　　　女 900 ２３～45 ２０～３０ 3.0未満

14 納豆和え 12.0(9.8) じゃがいも 煮干しだし ごぼう・れんこん 当園での目標量 391 16.1 10.9 1.2
(火) 根菜の金平煮 7.8(6.3) 〇薄力粉 わかめ ●ココア 月平均 371 13.8 8.9 1

みそ汁 0.8(0.6) 〇三温糖・油 〇りんご 蒸しパン ３～５歳児（以上児） エネルギー（kcal） たんぱく質（ｇ） 脂質（ｇ） 塩分ｇ
ごはん 472(415) 米・油・三温糖 豚レバー・卵・牛乳 しょうが・ほうれん草 〇お茶 １日当たりの摂取基準　男 1300 ３２～６５ ２８～４３ 3.5未満

15 スナックレバー 15.9(13.4) さつまいも たまねぎ・にんじん 〇せんべい 　　　　　　　　　　　　　　　女 1250 ３１～62 ２７～４１ 3.5未満
(水) 野菜の卵とじ 13.4(10.8) 片栗粉 ニラ・もやし ●おにぎり 当園での目標量 417 16.7 11.3 1.1

牛乳 1.2(1.0) ●米 ●ミックスベジタブル 月平均 413 15.8 11.8 1.1
ごはん 402(318) 米・三温糖・油 鯖(未→白身魚) しょうが・ひじき・にんじん 〇ヨーグルト

16 魚の香味煮 17.9(15.6) すりごま・煮干しだし きゅうり・かぼちゃ

(木) ひじきのナムル 10.1(3.0) 〇ヨーグルト ほうれん草・もやし ●せんべい

みそ汁 1.3(1.1)

天皇誕生日

　　　　　　　　十日町カトリック天使幼稚園・てんし保育園

献立表

日付 献立

材料名

日付 献立

材料名
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午前おやつ 午前おやつ


