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エスカロップ(バターライス) 648 kcal
さつま芋のハニーマスタードサラダ 25.4 ｇ
あさりとレタスのスープ 18.4 ｇ
いちご(ほのか) 2.6 ｇ
牛乳
ごはん 600 kcal
さわらのねぎみそ焼き 26.8 ｇ
のらぼう菜と凍り豆腐のごま酢和え 17.5 ｇ
ヤーコンのきんぴら 1.8 ｇ
いももち汁　　牛乳

節分
恵方巻き 600 kcal
わかめサラダ 28.3 ｇ
きなこ豆 16.7 ｇ
いわしつみれ汁 2.6 ｇ
蔵出しみかん　　牛乳
ごはん 669 kcal
豚のしょうが焼き 27.8 ｇ
菜の花のからし和え 24.9 ｇ
白花豆の甘煮 1.9 ｇ
利休汁　　牛乳
ごはん 640 kcal
さけのごまだれ焼き 27.2 ｇ
切干大根と水菜のサラダ 14.5 ｇ
油ふとさつまいもの豆乳みそ汁 1.4 ｇ
うぐいすもち　　牛乳

事八日
ひじきおこわ 608 kcal
わかざぎのいそべ揚げ 23.3 ｇ
小松菜とゆばの塩こうじ和え 16.1 ｇ
りんごとさつまいものレモン煮 2.2 ｇ
おこと汁　牛乳
チリコンカンドッグ 604 kcal
アーモンドサラダ 27.7 ｇ
クラムチャウダー 14.7 ｇ
季節のフルーツポンチ 2.9 ｇ
乳酸菌飲料(ジョア)

初午
稲荷ごはん 598 kcal
千草焼き 27.9 ｇ
ブロッコリーの梅おかか和え 21.1 ｇ
なめことじゃが芋のみそ汁 2.3 ｇ
スイートスプリング　　　牛乳
世界の食卓献立　ｲﾀﾘｱ・ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ
スパゲッティ ペスカトーレ 629 kcal
ツェッポレッレ 24.6 ｇ
八丈フルーツレモンのサラダ 16.2 ｇ
パンナコッタ 2.1 ｇ
オレンジジュース
しらすとからし菜の炒飯 607 kcal
エビ焼売 23.8 ｇ
トックスープ 15.4 ｇ
パイナップル 2.1 ｇ
牛乳
ごはん 605 kcal
さばのみそ煮 25.6 ｇ
のらぼう菜とお揚げの和え物 19.3 ｇ
青のり粉ふき芋 2.4 ｇ
沢煮椀　　牛乳

世界の食卓献立　ブラジル
フェイジョン(麦ごはん) 692 kcal
パステウ 25.9 ｇ
マヨネーザ 20.6 ｇ
清見オレンジ 1.6 ｇ
牛乳
古代米ごはん 645 kcal
メバルのあけぼの焼き 27.6 ｇ
あしたばのごま和え 20.2 ｇ
みそ肉じゃが 2.0 ｇ
はるか　　牛乳
ごはん 675 kcal
牛すき煮 23.1 ｇ
即席づけ 25.1 ｇ
小魚とさつま芋のアーモンドがらめ 1.3 ｇ
牛乳

世界の食卓献立　オランダ
チーズパン 601 kcal
キベリング 31.5 ｇ
ちぢみほうれん草のソテー 20.9 ｇ
トマトゥンスープ 2.2 ｇ
おかしな目玉焼き　乳酸菌飲料(ｼﾞｮｱ)
ごはん 664 kcal
回鍋肉 28.2 ｇ
中華茶碗蒸し 21.9 ｇ
ワンタンとターサイのスープ 2.6 ｇ
土佐文旦　　牛乳
のらぼうめし 640 kcal
黒むつの煮付け 23.6 ｇ
ブロッコリーのり和え 20.0 ｇ
たらこ大根もち 2.5 ｇ
さつま芋のみそ汁　　牛乳

日本の食卓献立　栃木県
じゃが芋入り焼きそば 601 kcal
じゃこサラダ 26.8 ｇ
かんぴょうのかきたま汁 20.3 ｇ
いちごゼリー 3.1 ｇ
牛乳

白ワイン,しょうゆ,食塩,こしょう,鶏だし顆
粒,トマトケチャップ,中濃ソース,赤ワイン,
ココアパウダー,黒こしょう,オールスパイ
ス(粉),カレー粉,粒マスタード,米酢,酒,本み
りん

2月こんだて

日 献立名
主にからだを
つくるもの

主に熱や力の
もとになるもの

おもにからだの調子を
整えるもの

その他

ｴﾈﾙｷﾞｰ

2022年2月

たんぱく質

脂質

食塩相当量

1
火

豚ひれ肉,ひよこ豆,あさり,昆布,かつ
お削り節,牛乳(飲用)

米,押麦,こめサラダ油,無塩バ
ター,薄力粉,パン粉(生),はちみ
つ,さつまいも

たけのこ(水煮),たまねぎ,にんじん,にんに
く,しょうが,レタス,えのきたけ,長ねぎ,い
ちご

15
火

8
火

9
水

昆布,鶏もも肉,油揚げ,卵,豚もも肉,鶏
砂肝,宗田厚削り節,さば厚削り節,ま
ぐろ削り節,米みそ赤,米みそ白,粉か
つお節,牛乳(飲用)

米,押麦,こめサラダ油,三温糖,
マヨネーズ(卵なし),じゃがい
も10

木

油揚げ,大豆,ひじき,昆布,かつお削り
節,わかさぎ,青のり,ゆば,粉かつお節,
鶏もも肉,小豆,西京みそ,牛乳(飲用)

14
月

豚もも肉,豚レバー,牛もも肉,大豆,
レッドピース(水煮),昆布,粉チーズ,ス
キムミルク,まぐろ(水煮),ベーコン
(卵なし),あさり,白いんげん豆(水煮),
豆乳,米みそ白,ジョア(プレーン)

コッペパン,オリーブ油,三温
糖,米粉,こめサラダ油,アーモ
ンド,じゃがいも,砂糖

ほたて,いか,あさり,ベーコン(卵な
し),昆布,はんぺん(卵なし),青のり,
ロースハム(卵なし),糸寒天,アガー,牛
乳(調理用),生クリーム,スキムミルク

スパゲッティ,こめサラダ油,オ
リーブ油,薄力粉,三温糖,米粉,
グラニュー糖

米,こめサラダ油,ラード,三温
糖,でんぷん,砂糖,白ごま,白ね
りごま

米酢,食塩,しょうゆ,こしょう,本みりん,酒,
りんご酢,うす口しょうゆ

3
木

長ねぎ,のらぼうな,もやし,えのきたけ,に
んじん,さやいんげん,鷹の爪,まいたけ,ご
ぼう,ほうれんそう

豚ロース肉,昆布,煮干し,さば削り節,
白花豆,生揚げ,米みそ,牛乳(飲用)

酒,食塩,しょうゆ,本みりん,うす口しょう
ゆ,米酢,カレー粉

酒,しょうゆ,本みりん,こしょう,洋からし
(粉）,食塩

2
水

さけ,昆布,煮干し,竹輪(卵なし),豆乳,
米みそ赤,八丁みそ,小豆,きな粉,牛乳
(飲用)

焼きのり,まぐろ(水煮),昆布,宗田厚削
り節,さば厚削り節,ロースハム(卵な
し),わかめ(乾燥),いり大豆,きな粉,つ
みれ(卵なし),米みそ赤,米みそ白,粉か
つお節,牛乳(飲用)

たまねぎ,しょうが,和種なばな,にんじん,
えのきたけ,まいたけ,もやし,長ねぎ,こま
つな4

金

7
月

レモン(果汁),きゅうり,にんじん,かんぴょ
う,しいたけ(乾燥),レタス,さやいんげん,
コーン(水煮),たまねぎ,はくさい,ぶなしめ
じ,わけぎ,蔵出しみかん

さわら,西京みそ,高野豆腐,昆布,かつ
お削り節,油揚げ,鶏もも肉,牛乳(飲用)

米,三温糖,砂糖,白ごま,ヤーコ
ン,こめサラダ油,ごま油,じゃ
がいも,でんぷん

米,砂糖,マヨネーズ(卵なし),三
温糖,こめサラダ油,はちみつ,
黒砂糖,糸こんにゃく(黒）,花
ふ

酒,本みりん,しょうゆ,うす口しょうゆ,米
酢,食塩

たまねぎ,にんじん,セロリ,にんにく,マッ
シュルーム,トマト(缶),キャベツ,緑パプリ
カ,赤パプリカ,八丈フルーツレモン,バジ
ル,オレンジジュース

酒,食塩,白ワイン,ローリエ(粉),トマトケ
チャップ,ウスターソ－ス,こしょう,ベーキ
ングパウダー,米酢,しょうゆ,バニラエッセ
ンス,ココアパウダー

ぶなしめじ,にんじん,さやいんげん,こま
つな,はくさい,りんご,レーズン,レモン(果
汁),だいこん,ごぼう,万能ねぎ

切干しだいこん,みずな,にんじん,たまね
ぎ,せり,あしたば(粉)

米,三温糖,白ねりごま,白ごま,
こめサラダ油,仙台ふ,上新粉,
白玉粉,砂糖,さつまいも

卵,ベーコン(卵なし),しらす,えび,し
ぼり豆腐,昆布,かつお削り節,牛乳(飲
用)

米,米粒麦,こめサラダ油,砂糖,
ごま油,でんぷん,シュウマイの
皮,トック,白ごま

しいたけ(乾燥),たまねぎ,長ねぎ,からしな,
こまつな,にんにく,しょうが,コーン(水煮),
かぶ,ぶなしめじ,えのきたけ,みずな,クコ
の実,パインアップル

椎茸もどし汁,本みりん,酒,鶏だし顆粒,食
塩,米酢,しょうゆ,こしょう,オイスターソー
ス,うす口しょうゆ

れんこん,にんじん,絹さや,しょうが,たま
ねぎ,ほうれんそう,しいたけ(乾燥),ブロッ
コリー,はくさい,梅びしお,なめこ,長ねぎ,
糸みつば,スイートスプリング

酒,しょうゆ,食塩,本みりん,椎茸もどし汁,
うす口しょうゆ,米酢

酒,うす口しょうゆ,本みりん,しょうゆ,ベー
キングパウダー,食塩

にんにく,セロリ,たまねぎ,にんじん,マッ
シュルーム,コーン(水煮),パセリ,トマト
(缶),キャベツ,みずな,赤パプリカ,レモン
(果汁),エリンギ,こまつな,いちご,きんか
ん,りんご(缶)･桃(缶)･洋梨(缶)

赤ワイン,ローリエ(粉),トマトケチャップ,
中濃ソース,パプリカ(粉）,ココアパウダー,
チリパウダー,ナツメグ(粉),しょうゆ,食塩,
こしょう,カレー粉,米酢,白ワイン,鶏だし顆
粒,オレンジキュラソー

米,もち米,もちきび,もちあわ,
こめサラダ油,三温糖,薄力粉,
塩こうじ,さつまいも,砂糖,さ
といも,こんにゃく(黒）

さば,昆布,かつお削り節,米みそ赤,油
揚げ,青のり,豚肩肉,牛乳(飲用)

米,三温糖,砂糖,ごま油,じゃが
いも,白滝,でんぷん

しょうが,長ねぎ,のらぼうな,はくさい,だ
いこん,ごぼう,にんじん,絹さや

酒,本みりん,しょうゆ,米酢,食塩,こしょう,
天塩

16
水

ベーコン(卵なし),金時豆,牛もも肉,豚
もも肉,チーズ,牛乳(飲用)

米,米粒麦,オリーブ油,こめサ
ラダ油,でんぷん,ぎょうざの
皮,薄力粉,じゃがいも,マヨ
ネーズ(卵なし)

にんにく,セロリ,たまねぎ,にんじん,豆の
ゆで汁,ピーマン,きゅうり,コーン(水煮),清
見オレンジ

★献立の一部を変更することがありますのでご了承ください。

黒むつ,昆布,宗田厚削り節,さば厚削
り節,のり,たらこ,スキムミルク,油揚
げ,米みそ赤,米みそ白,粉かつお節,牛
乳(飲用)

米,玄米,こめサラダ油,砂糖,三
温糖,白玉粉,米粉,さつまいも

のらぼうな,しょうが,長ねぎ,ブロッコ
リー,はくさい,にんじん,だいこん,だいこ
ん(葉),万能ねぎ,たまねぎ,れんこん,わけぎ

赤じそふりかけ,酒,うす口しょうゆ,本みり
ん,食塩,しょうゆ,こしょう

17
木

25
金

18
金

めばる,まぐろ(油漬),昆布,かつお削り
節,豚肩肉,生揚げ,米みそ,牛乳(飲用)

米,押麦,赤米,米粉,マヨネーズ
(卵なし),三温糖,白ごま,じゃが
いも,糸こんにゃく(黒）,こめ
サラダ油,ざらめ,ごま油

にんじん,あしたば,もやし,ほうれんそう,
たまねぎ,さやいんげん,はるか

酒,食塩,本みりん,うす口しょうゆ,しょう
ゆ,コチジャン

鶏だし顆粒,食塩,ローリエ(粉),こしょう,ク
ミン(粉),オレガノ(粉),米酢

21
月

牛肩ロース肉,牛もも肉,焼き豆腐,昆
布,宗田厚削り節,さば厚削り節,塩昆
布,煮干し,牛乳(飲用)

米,砂糖,白滝,こめサラダ油,ざ
らめ,さつまいも,水あめ,アー
モンド

はくさい,生しいたけ,長ねぎ,にんじん,
しゅんぎく,きゅうり,だいこん

酒,しょうゆ,本みりん,うす口しょうゆ,食
塩,米酢

28
月

豚肩肉,豚バラ肉,ちりめんじゃこ,昆
布,卵,木綿豆腐,アガー,牛乳(飲用)

中華めん,塩こうじ,じゃがい
も,こめサラダ油,ラード,ごま
油,三温糖,グラニュー糖

キャベツ,たまねぎ,にんじん,ピーマン,
しょうが,にんにく,もやし,こまつな,かん
ぴょう,にら,長ねぎ,レモン(果汁),いちご

酒,ウスターソ－ス,中濃ソース,オイスター
ソース,しょうゆ,食塩,こしょう,米酢,鶏だ
し顆粒,うす口しょうゆ,本みりん

24
木

豚肩肉,豚バラ肉,米みそ赤,卵,カニ(水
煮),ほたて貝柱(水煮),昆布,牛乳(飲用)

米,砂糖,でんぷん,こめサラダ
油,ごま油,ワンタンの皮,はる
さめ

しょうが,にんにく,キャベツ,ピーマン,赤
ピーマン,長ねぎ,しいたけ(乾燥),にら,にん
じん,えのきたけ,タアサイ,土佐文旦

しょうゆ,酒,テンメンジャン,本みりん,オイ
スターソース,トウバンジャン,食塩,こしょ
う,椎茸もどし汁,鶏だし顆粒,うす口しょう
ゆ

22
火

まだら,豚もも肉,鶏砂肝,牛もも肉,ひ
じき,昆布,粉寒天,牛乳(調理用),スキ
ムミルク,ジョア(プレーン)

チーズパン,薄力粉,でんぷん,
こめサラダ油,マヨネーズ(卵な
し),砂糖,じゃがいも,オリーブ
油,三温糖,グラニュー糖

たまねぎ,レモン(果汁),にんにく,パセリ(乾
燥),ほうれんそう,エリンギ,コーン(水煮),
しょうが,セロリ,にんじん,マッシュルー
ム,こまつな,トマト(缶),アプリコット(缶)

食塩,こしょう,ベーキングパウダー,白ワイ
ン,しょうゆ,ナツメグ(粉),酒,鶏だし顆粒,
ローリエ(粉),ウスターソ－ス,トマトケ
チャップ,バニラエッセンス


