
わかめごはん すまし汁 しょうゆラーメン 米 じゃが芋 豚肉 牛乳 玉ねぎ にんにく ねぎ おかかおにぎり

チンジャオロース 果物 牛乳 油 ゆで中華麺 赤みそ にんじん きゅうり わかめ 牛乳

きゅうりのゆかりあえ 麦茶 片栗粉 砂糖 ピーマン だいこん しょうが

ごはん みそ汁 じゃがいものお焼き 米 油 かれい 牛乳 にんじん しいたけ 茶飯おにぎり

かれいのオーロラソース 果物 牛乳 マヨネーズ 片栗粉 みそ ほうれん草 玉ねぎ 牛乳

長いものソテー 麦茶 長いも じゃが芋 鶏ひき肉 かぼちゃ 葉ねぎ

ごはん 節分汁 鬼まんじゅう 米 さつま芋 牛乳 みそ 玉ねぎ キャベツ れんこん 青のりおにぎり

金棒つくね 果物 牛乳 砂糖 米粉 木綿豆腐 ごま ごぼう にんじん 牛乳

菜の花の和え物 麦茶 鶏ひき肉 蒸し大豆 なばな しいたけ

肉うどん 果物 ゆかりおにぎり うどん 牛乳 もやし にんじん かぼちゃ ビスケット

かぼちゃの煮物 麦茶 牛乳 砂糖 豚肉 キャベツ 玉ねぎ 牛乳

ほうれん草 しめじ

ごはん すまし汁 ジャムトースト 米 食パン 牛乳 にんにく 玉ねぎ えのき ゆかりおにぎり

タンドリーチキン 果物 牛乳 じゃが芋 鶏肉 ブロッコリーエリンギ 牛乳

ブロッコリーのソテー 麦茶 ヨーグルト にんじん キャベツ

ごはん みそ汁 ツナマヨおにぎり 米 ごま油 牛乳 ツナ缶 しょうが にんじん ガーリックトースト

かじきの竜田揚げ 果物 牛乳 油 さつま芋 かじき キャベツ えのき 牛乳

キャベツの中華風サラダ 麦茶 片栗粉 マヨネーズ みそ もやし 小松菜

ごはん みそ汁 メープルスコーン 米 マヨネーズ 牛乳 ツナ缶 もやし ねぎ しょうが おかかおにぎり

生揚げの中華煮 果物 牛乳 片栗粉 小麦粉 生揚げ みそ にんじん えのき 切り干し大根牛乳

切り干し大根マヨサラダ 麦茶 ごま油 砂糖 豚肉 エリンギ にら きゅうり

ごはん みそ汁 チーズお麩ラスク 米 小麦粉 牛乳 絹豆腐 しめじ だいこん チンゲン菜 茶飯おにぎり

かれいのきのこソース 果物 牛乳 油 メープル かれい みそ えのき にんじん ねぎ 牛乳

だいこんのおかか和え 麦茶 砂糖 かつお節 玉ねぎ 小松菜

ハヤシライス すまし汁 オレンジケーキ 米 小麦粉 牛乳 玉ねぎ しめじ きゅうり 青のりおにぎり

コーンサラダ 果物 牛乳 油 砂糖 豚肉 にんじん グリンピース コーン 牛乳

麦茶 じゃが芋 バター ホールトマト缶キャベツ オレンジ濃縮果汁

ごはん みそ汁 きなこトースト 米 さつま芋 牛乳 玉ねぎ いんげん しめじ ゆかりおにぎり

ローストチキン 果物 牛乳 油 食パン 鶏もも肉 にんにく ひじき ほうれん草 牛乳

ひじきの煮物 麦茶 砂糖 油揚げ にんじん だいこん

ごはん みそ汁 ピラフおにぎり 米 牛乳 みそ 玉ねぎ キャベツ ガーリックトースト

かじきの生姜オニオンソース 果物 牛乳 砂糖 かじき 油揚げ しょうが カリフラワー 牛乳

カリフラワーのごま和え 麦茶 じゃが芋 すりごま にんじん しめじ

ごはん すまし汁 ごまクッキー 米 じゃが芋 牛乳 バター 玉ねぎ にんじん ねぎ おかかおにぎり

チンジャオロース 果物 牛乳 油 小麦粉 豚肉 黒ごま ピーマン きゅうり わかめ 牛乳

きゅうりのゆかりあえ 麦茶 片栗粉 砂糖 赤みそ にんにく だいこん しょうが

ごはん みそ汁 じゃがいものお焼き 米 油 かれい 牛乳 にんじん しいたけ 茶飯おにぎり

かれいのオーロラソース 果物 牛乳 マヨネーズ 片栗粉 みそ ほうれん草 玉ねぎ 牛乳

長いものソテー 麦茶 長いも じゃが芋 鶏ひき肉 かぼちゃ 葉ねぎ

ねぎぶた丼 すまし汁 さつまいものかりんとう 米 小麦粉 牛乳 バター もやし なばな かぶ 青のりおにぎり

菜の花の和え物 果物 牛乳 ごま油 さつま芋 豚肉 ねぎ にんじん にら 牛乳

麦茶 砂糖 すりごま にんにく キャベツ えのき

肉うどん 果物 ゆかりおにぎり うどん 牛乳 もやし にんじん かぼちゃ ビスケット

かぼちゃの煮物 麦茶 牛乳 砂糖 豚肉 キャベツ 玉ねぎ 牛乳

ほうれん草 しめじ

ごはん すまし汁 ジャムトースト 米 食パン 牛乳 にんにく 玉ねぎ えのき ゆかりおにぎり

タンドリーチキン 果物 牛乳 じゃが芋 鶏肉 ブロッコリーエリンギ 牛乳

ブロッコリーのソテー 麦茶 ヨーグルト にんじん キャベツ

ごはん みそ汁 ツナマヨおにぎり 米 ごま油 牛乳 ツナ缶 しょうが にんじん ガーリックトースト

かじきの竜田揚げ 果物 牛乳 油 さつま芋 かじき キャベツ えのき 牛乳

キャベツの中華風サラダ 麦茶 片栗粉 マヨネーズ みそ もやし 小松菜

ごはん みそ汁 メープルスコーン 米 マヨネーズ 牛乳 ツナ缶 もやし ねぎ しょうが おかかおにぎり

生揚げの中華煮 果物 牛乳 片栗粉 小麦粉 生揚げ みそ にんじん えのき 切り干し大根 牛乳

切り干し大根マヨサラダ 麦茶 ごま油 砂糖 豚肉 エリンギ にら きゅうり

ハヤシライス すまし汁 オレンジケーキ 米 小麦粉 牛乳 玉ねぎ しめじ きゅうり 青のりおにぎり

コーンサラダ 果物 牛乳 油 砂糖 豚肉 にんじん グリンピース コーン 牛乳

麦茶 じゃが芋 バター ホールトマト缶キャベツ オレンジ濃縮果汁

みそうどん 果物 佃煮おにぎり うどん 牛乳 もやし 玉ねぎ だいこん ビスケット

きゅうりと大根のナムル 麦茶 牛乳 ごま油 鶏むね肉 キャベツ しめじ きゅうり 牛乳

砂糖 みそ にんじん ねぎ

ごはん みそ汁 きなこトースト 米 さつま芋 牛乳 玉ねぎ いんげん しめじ ゆかりおにぎり

ローストチキン 果物 牛乳 油 食パン 鶏もも肉 にんにく ひじき ほうれん草 牛乳

ひじきの煮物 麦茶 砂糖 油揚げ にんじん だいこん

ごはん みそ汁 ピラフおにぎり 米 牛乳 みそ 玉ねぎ キャベツ ガーリックトースト

かじきの生姜オニオンソース 果物 牛乳 砂糖 かじき 油揚げ しょうが カリフラワー 牛乳
カリフラワーのごま和え 麦茶 じゃが芋 すりごま にんじん しめじ
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延長力や体温のもとになる 体をつくる 体の調子を整える

1 水

2 木

3 金

4 土

6 月

7 火

13 月

14 火

8 水

9 木

10 金

15 水

16 木

17 金

18 土

20 月

21 火

22 水

28 火

24 金

25 土

27 月

2月3日は節分

節分は季節の変わり目
節分はもともと季節が変わる節目を指し、立春・立夏・立秋・

立冬の、それぞれの前の日のことでした。

今では、立春の前の日だけを節分と呼ぶようになりました。

どうして豆をまくの？
豆まきは、病や災いを鬼に見立てて、魔よけの力があると

いわれる豆をまいて追い払う行事です。

一般的には炒った大豆をまきますが、殻付きの落花生をま

く地域もあります。


