
麦茶 麦茶 麦茶 麦茶

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶

麦茶 麦茶

※献立は、材料の関係などで変更する場合があります。       ※午前中のおやつは、栄養価の関係から、ふたば、つくしに出しています。

七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ　しめじ　に
んにく　しょうが　油　小麦粉　ホールトマト缶

詰　ケチャップ　ウスターソース　食塩　水

バターピラフ
七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ　にんじん
コーン缶　マーガリン　食塩　野菜ブイヨン

豚肉(もも)　たまねぎ　じゃがいも　キャベツ
にんじん　マカロニ　ケチャップ　食塩　野菜ブ

イヨン

七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ　にんじん
コーン缶　マーガリン　食塩　野菜ブイヨン

豚肉(もも)　たまねぎ　じゃがいも　キャベツ
にんじん　マカロニ　ケチャップ　食塩　野菜ブ

イヨン

ハヤシライス
七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ　しめじ　に
んにく　しょうが　油　小麦粉　ホールトマト缶

詰　ケチャップ　ウスターソース　食塩　水

ひじきのドライ
カレー

七分つき米　豚ひき肉　ひじき　たまねぎ　にん
じん　ピーマン　にんにく　しょうが　油　ケ
チャップ　中濃ソース　食塩　カレールウ　カ

レー粉　野菜ブイヨン

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

協力保育

金曜日 土曜日

カレーライス

七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん
じゃがいも　かぼちゃ　にんにく　油　カレー粉
ケチャップ　中濃ソース　カレールウ　食塩　小

麦粉　油　野菜ブイヨン

そぼろごはん
七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖　しょうゆ　食

塩　ほうれんそう

5 せんべい 6 ビスケット

キャベツとコー
ンのスープ

キャベツ　コーン缶　食塩　野菜ブイヨン けんちん汁
ミネストローネ
スープ

果物、麦茶 果物、麦茶果物、麦茶

鶏糸切り肉（皮付き）　木綿豆腐　にんじん　だ
いこん　ごぼう　さといも　こんにゃく　油　食

塩　しょうゆ　だし節　ねぎ

2 3 4 せんべい 7 せんべい

バターピラフ

お菓子
おにぎり（わか
め）

七分つき米　炊き込みわかめ 焼きいも さつまいも紅あずま お菓子

麦茶 田づくり、牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 麦茶

9 10 せんべい 11 せんべい 12 非常食 13 せんべい 14 せんべい

ひじきごはん
七分つき米　にんじん　ごぼう　油揚げ　干しし
いたけ　ひじき　きび砂糖　しょうゆ　食塩　酒
いんげん

赤飯、果物、麦
茶

七分つき米　もち米　水　ささげ（乾）　黒ごま
食塩 けんちんうどん

ゆでうどん　にんじん　だいこん　ごぼう　さと
いも　こんにゃく　油　食塩　しょうゆ　だし節
鶏糸切り肉　油揚げ　ねぎ　こまつな　水

ごはん 七分つき米

みそ汁　麦茶
だいこん　こまつな　生わかめ　木綿豆腐　煮干
だし汁　みそ お雑煮風

だいこん　にんじん　さといも　みつば　鶏糸切
り肉（皮付き）　かつお節　こんぶ（だし用）
食塩　しょうゆ　焼ふ

大学芋
さつまいも紅あずま　油　きび砂糖　しょうゆ
黒ごま 沢煮椀

豚肉(ばら)　にんじん　ごぼう　たけのこ（ゆ
で）　だいこん　干ししいたけ　しょうゆ　食塩
だし節　油　こまつな

鮭の塩焼き　果
物

さけ　食塩 鶏のからあげ
鶏もも肉（皮付き）　しょうゆ　しょうが　油
片栗粉 ブロッコリー ブロッコリー　食塩 さんまの筒煮 さんま　しょうゆ　酒　酢　きび砂糖　しょうが 野菜スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　食塩　野菜ブイヨン

かぼちゃの甘煮 かぼちゃ　きび砂糖　食塩
栗きんとん、な
ます

さつまいも紅あずま　きび砂糖　食塩　くりの甘
露煮 果物、麦茶

キャベツのごま
和え

キャベツ　にんじん　油揚げ　きび砂糖　しょう
ゆ　いりごま　砂糖　しょうゆ 果物、麦茶

索餅（さくべ
い）

七草がゆ
七分つき米　水　さつまいも紅あずま　食塩　こ
んぶ（だし用）　七草　食塩

里芋のおやき
牛乳強力粉　小麦粉　ベーキングパウダー　きび砂糖

食塩　油　水　いりごま

里芋　水　みそ　きび砂糖　しょうゆ
きな粉プリン
牛乳

牛乳　きな粉　きび砂糖　かんてん（粉）　水 お菓子

牛乳 酢ごぼう　牛乳 ごぼう　きび砂糖　しょうゆ　酢　いりごま スティック野菜 にんじん　きゅうり　淡色みそ　マヨネーズ ポップコーン ポップコーン　油　食塩 麦茶

16 胚芽クッキー 17 ボーロ 18 せんべい 19 せんべい 20 せんべい 21 せんべい

ごはん 七分つき米 そぼろごはん
七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖　しょうゆ　食
塩　ほうれんそう

あんかけ焼きそ
ば

焼きそばめん　豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん
はくさい　もやし　干ししいたけ　たけのこ（ゆ
で）　油　きび砂糖　食塩　しょうゆ　野菜ブイ
ヨン　片栗粉　ごま油　水

ごはん　果物 七分つき米

呉汁
鶏もも肉　にんじん　はくさい　干ししいたけ
油揚げ　だいず（乾）　こんにゃく　こまつな
油　みそ　だし節

けんちん汁
鶏糸切り肉（皮付き）　木綿豆腐　にんじん　だ
いこん　ごぼう　さといも　こんにゃく　油　食
塩　しょうゆ　だし節　ねぎ

すまし汁
たまねぎ　えのきたけ　ねぎ　焼ふ　かつお節
こんぶ（だし用）　しょうゆ　食塩 みそ汁　麦茶

じゃがいも　たまねぎ　生わかめ　みそ　煮干だ
し汁

ぶり大根
ぶり　だいこん　しょうが　きび砂糖　しょうゆ
清酒・上撰　本みりん 菜果サラダ

りんご　みかん缶　レタス　キャベツ　きゅうり
食塩　油　酢

生揚げといんげ
んの煮物

生揚げ　いんげん　にんじん　きび砂糖　しょう
ゆ　みりん　酒 豆腐のサラダ

鶏ささ身　にんじん　きゅうり　木綿豆腐　いり
ごま　油　酢　しょうゆ　ごま油

鮭のバター醤油
焼き

さけ　しょうゆ　みりん　バター
ミネストローネ
スープ

果物、麦茶 麦茶 果物、麦茶 果物、麦茶
ほうれんそうと
もやしののり和
え

ほうれんそう　もやし　しょうゆ　油　かつお節
水　焼きのり 果物、麦茶

ホットケーキ
小麦粉　ベーキングパウダー　きび砂糖　食塩
卵　牛乳　バニラエッセンス　油　きび砂糖　水 ワンタンスープ

豚ひき肉　たまねぎ　にんじん　ねぎ　ワンタン
の皮　食塩　しょうゆ　野菜ブイヨン　キャベツ ピザ

ピザ用チーズ　ケチャップ　豚ひき肉　ピーマン
強力粉　小麦粉　食塩　きび砂糖　ドライイース
ト　水　油　コーン缶

茶飯おにぎり 七分つき米　しょうゆ　酒　食塩　きび砂糖 芋けんぴ さつまいも紅あずま　油　しょうゆ　きび砂糖　いりごま お菓子

牛乳 牛乳 牛乳 浅漬け　牛乳 きゅうり　はくさい　にんじん　食塩 牛乳 麦茶

23 胚芽クッキー 24 クラッカー 25 せんべい 26 せんべい 27 せんべい 28 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 バターピラフ
七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ　にんじん
コーン缶　マーガリン　食塩　野菜ブイヨン　こ
しょう

ごはん　果物 七分つき米 けんちんうどん
ゆでうどん　にんじん　だいこん　ごぼう　さと
いも　こんにゃく　油　食塩　しょうゆ　だし節
鶏糸切り肉　油揚げ　ねぎ　こまつな　水

ごはん　果物 七分つき米

ハヤシライス

豚汁　麦茶
豚肉(もも)　だいこん　にんじん　ごぼう　じゃ
がいも　ねぎ　こんにゃく　木綿豆腐　だし節
米みそ（甘みそ）

白菜ときのこの
スープ

はくさい　えのきたけ　食塩　野菜ブイヨン
中華スープ　麦
茶

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　たけのこ（ゆ
で）　はるさめ　食塩　しょうゆ　野菜ブイヨン
こまつな

大学かぼちゃ かぼちゃ　油　きび砂糖　しょうゆ　黒ごま 沢煮椀　麦茶
豚肉(ばら)　にんじん　ごぼう　たけのこ（ゆ
で）　だいこん　干ししいたけ　しょうゆ　食塩
だし節　油　こまつな

鶏の照り焼き 鶏もも肉（皮付き）　しょうゆ　本みりん　酒 ポークビーンズ

だいず（乾）　豚肉(肩ロース)　じゃがいも　た
まねぎ　にんじん　ホールトマト缶詰　水　野菜
ブイヨン　食塩　ケチャップ　砂糖　油　マーガ
リン

シュウマイ
豚ひき肉　たまねぎ　片栗粉　食塩　きび砂糖
酒　ごま油　しょうゆ　しゅうまいの皮 ブロッコリー ブロッコリー　食塩 さんまの筒煮 さんま　しょうゆ　酒　酢　きび砂糖　しょうが 野菜スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　食塩　野菜ブイヨン

切り干し大根
切り干しだいこん　にんじん　油揚げ　油　本み
りん　しょうゆ　きび砂糖　食塩 果物、麦茶 板ずりきゅうり きゅうり　食塩 果物　麦茶 りんご

キャベツのごま
和え

キャベツ　にんじん　油揚げ　きび砂糖　しょう
ゆ　いりごま　砂糖　しょうゆ 果物、麦茶

大根もち だいこん　上新粉　白玉粉　あおのり　しょうゆ
フレンチトース
ト

食パン　マーガリン　きび砂糖　卵　牛乳 焼きいも さつまいも紅あずま 五平もち　牛乳 七分つき米　水　みそ　きび砂糖　しょうゆ 包子（パオズ）
強力粉　小麦粉　ドライイースト　ベーキングパ
ウダー　きび砂糖　食塩　油　水　豚ひき肉　た
まねぎ　ごま油　酒　しょうゆ　食塩　こしょう

お菓子

煮豆　牛乳 いんげんまめ（乾）　きび砂糖　食塩 牛乳 牛乳 煮干し　牛乳 いわし(煮干し) スティック野菜 にんじん　きゅうり　淡色みそ　マヨネーズ 牛乳 牛乳 麦茶

30 せんべい 31 せんべい

あんかけ焼きそ
ば

焼きそばめん　豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん
はくさい　もやし　干ししいたけ　たけのこ（ゆ
で）　油　きび砂糖　食塩　しょうゆ　野菜ブイ
ヨン　片栗粉　ごま油　水

ひじきごはん
七分つき米　にんじん　ごぼう　油揚げ　干しし
いたけ　ひじき　きび砂糖　しょうゆ　食塩　酒
いんげん

すまし汁
たまねぎ　えのきたけ　ねぎ　焼ふ　かつお節
こんぶ（だし用）　しょうゆ　食塩 みそ汁　麦茶

だいこん　こまつな　なめこ　生わかめ　木綿豆
腐　煮干だし汁　みそ

豆腐のサラダ
鶏ささ身　にんじん　きゅうり　木綿豆腐　いり
ごま　油　酢　しょうゆ　ごま油

鮭の塩焼き　果
物

さけ　食塩

果物、麦茶 みかん かぼちゃの甘煮 かぼちゃ　きび砂糖　食塩

茶飯おにぎり 七分つき米　しょうゆ　酒　食塩　きび砂糖 おしるこ さらしあん（乾）　水　きび砂糖　食塩　上新粉　木綿豆腐　水

浅漬け　牛乳 きゅうり　はくさい　にんじん　食塩 牛乳 牛乳

2023.1月苗　 　間 　　保　 　育 　　園 　　献　　 立 　　表

給食だより

１２月は、餅つきや、ジンジャークッキーづくり、クリスマスメニューなどおいしく楽しい行事がいっぱいでしたね。一月も、

お正月を感じられるおかずや、冬ならではおいしいメニューをお楽しみにして下さい。寒さが厳しくなりますが、しっかり食

べて、風邪に負けない体を作りましょう。

今年も子どもたちのかわいい元気な声を聞き、給食室もたくさんの元気をもらいました。ありがとうございます。また来年も

よろしくお願いします。


