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麦茶 麦茶 鬼打ち豆（ゆで大豆） 麦茶

麦茶 ビスケット 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

七分つき米　鶏むね肉　人参　ごぼ
う　油揚げ　干ししいたけ　油　き
び砂糖　食塩　酒　しょうゆ

だいこん　人参　さつまいも紅あず
ま　鶏むね肉　木綿豆腐　油揚げ
だし節　みそ

梅じゃこおにぎり

果物　麦茶

ミートマカロニ

ひじきのサラダ

生姜焼きごはん

高野豆腐の卵とじ

ベイクドポテト

はるさめサラダ

高野豆腐のﾗｽｸ

小麦粉　キャベツ　豚ひき肉　なが
いも　油　かつお節　中濃ソース
あおのり

ホットケーキミックス　ピュアココ
ア　きび砂糖　マーガリン　牛乳
（4､5才チョコレート）

小麦粉　きび砂糖　マーガリン
ピュアココア

マカロニ　豚ひき肉　たまねぎ　人
参　ケチャップ　食塩

ココアカップ
ケーキ

黄な粉おはぎ

23

おにぎり(ﾂﾅ昆布)

シチュー 麦茶

鶏もも肉  さといも  だいこん  人参
ごぼう  干ししいたけ  こんにゃく
油  きび砂糖  みりん  しょうゆ  いん
げん

生中華めん　卵　きゅうり　鶏ささ
身　いりごま　きび砂糖　食塩
しょうゆ　酢　ごま油

シュガートースト

果物　麦茶 麦茶

ブロッコリー　レタス　キャベツ
きゅうり　人参　コーン缶　マヨ
ネーズ　食塩　油　酢

ブロッコリー
のサラダ 果物

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

ツナ油漬缶　ひじき　レタス　キャ
ベツ　きゅうり　きび砂糖　酢
しょうゆ　ごま油　コーン缶

ゆでうどん　豚肉(もも)　たまねぎ
人参　じゃがいも　かぼちゃ　油
だし節　しょうゆ　カレールウ

シュガートースト

酢ごぼう 麦茶

小麦粉 キャベツ 豚ひき肉 ながいも
油　かつお節 中濃ソース あおのり

カレーうどん

ボーロ

マカロニ、キャベツ、レタス、きゅ
うり、人参、マヨネーズ、食塩、
酢、油

五目豆　麦茶

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 クラッカー 2 せんべい 3 4 せんべい

ごはん 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米

けんちん汁
鶏むね肉　木綿豆腐　こんにゃく
人参　だいこん　ごぼう　じゃがい
も　油　食塩　しょうゆ　だし節

豚肉(もも)　だいこん　人参　ごぼう
ねぎ　じゃがいも　木綿豆腐　だし
節　みそ　油揚げ

焼きししゃも ししゃも　（0､1才　鮭　食塩） 果物

そぼろごはん
七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖
しょうゆ

タンブリング
シチュー

鶏むね肉 ねぎ 人参 はくさい 油 食塩
しょうゆ だし節 小麦粉 卵

大豆ナゲット
だいず　にんにく　たまねぎ　パン
粉　小麦粉　食塩　油　ケチャップ

豚汁

強力粉　牛乳　バター　きび砂糖
食塩　ドライイースト

おにぎり(ﾂﾅ昆布) 高野豆腐のﾗｽｸ

手作りコロッケ

だいず こんぶ こんにゃく 人参 ぼう
れんこん きび砂糖 しょうゆ 本みり
ん いんげん

麦茶

麦茶

果物　麦茶

食パン　マーガリン　きび砂糖 黄な粉おはぎ 七分つき米 もち米 きな粉 きび砂糖 食塩 お好み焼き 菓子

スティック野菜
牛乳

人参　きゅうり　マヨネーズ　みそ ごぼう　きび砂糖　しょうゆ　酢 牛乳

6 せんべい 7 麦茶 8 せんべい 9 クラッカー 10 せんべい 11

ごはん　果物 七分つき米
ごはん
果物　麦茶

七分つき米
七分つき米　豚肉(ばら)(もも)　しょ
うが　しょうゆ　いりごま　ごま油 焼きそば

焼きそばめん 豚肉(もも) 人参 もやし
キャベツ 食塩 中濃ソース 焼きそば
ソース

わかめごはん 七分つき米　炊き込みわかめ

豚汁　麦茶
豚肉(もも) だいこん 人参 ごぼう
じゃがいも ねぎ こんにゃく 木綿豆
腐 だし節 みそ

中華スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　人参　ゆでた
けのこ　はるさめ　食塩　しょうゆ
野菜ブイヨン　こまつな

みそ汁

鶏ささ身　人参　きゅうり　木綿豆
腐  いりごま　油　酢　しょうゆ　ご
ま油

じゃがいも 豚ひき肉  たまねぎ コー
ン缶 人参 干ししいたけ 食塩 小麦粉
パン粉 油 中濃ソース

はくさい 人参 生わかめ みそ にぼし すまし汁
たまねぎ えのきたけ ねぎ 生わかめ
焼ふ しょうゆ かつお節 こんぶ みそ汁 だいこん 木綿豆腐 なめこ にぼし 建国記念の日

鶏の照り焼き 鶏もも肉　しょうゆ　本みりん　酒
鶏むね肉　たまねぎ　人参　いんげ
ん　凍り豆腐　きび砂糖　しょうゆ
油　卵

おでん
だいこん　鶏もも肉　生揚げ　ちく
わ　こんぶ　きび砂糖　しょうゆ
本みりん　食塩

豆腐のサラダ

人参　キャベツ　きゅうり　もやし
はるさめ　鶏ささ身　酢　きび砂糖
ごま油　しょうゆ

きゅうりの
しょうゆ漬け

きゅうり　食塩　しょうゆ　きび砂
糖

果物　麦茶 果物　麦茶
千切りキャベツ
果物　麦茶

キャベツ

焼きいも さつまいも紅あずま じゃがいも　食塩　油 手づくりパン 七分つき米　ツナ油漬缶　塩こんぶ 凍り豆腐　マーガリン　きび砂糖

だいこん　ゆず　食塩　酢　きび砂
糖　こんぶ

チーズ　牛乳 牛乳
鬼うち豆のりん
かけ　　牛乳

にぼし　だいず　きび砂糖 牛乳

13 せんべい 14 胚芽クッキー 15 せんべい 16 せんべい 17 ボーロ 18 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 食パン ごはん　果物 七分つき米ゆでうどん　鶏むね肉　だいこん
人参　ごぼう　さといも　こまつな
ねぎ　油揚げ　こんにゃく　しょう
ゆ　食塩　だし節

かけっこ勝つ
カレー

七分つき米 豚肉(もも) たまねぎ 人参
じゃがいも かぼちゃ にんにく 油 カ
レールウ 食塩 中濃ソース ケチャッ
プ

中華スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　人参　ゆでた
けのこ　はるさめ　食塩　しょうゆ
野菜ブイヨン　こまつな

ミネストロー
ネスープ

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

ワンタンスー
プ

豚ひき肉　たまねぎ　人参　もやし
ねぎ　ワンタンの皮　食塩　しょう
ゆ　野菜ブイヨン

ささみフライ
鶏ささ身　食塩　こしょう　小麦粉
パン粉　油

豚ひき肉 人参 たまねぎ ねぎ しょう
が にんにく にら 木綿豆腐 干ししい
たけ 油 しょうゆ 淡色みそ きび砂糖
食塩 鳥がらだし 片栗粉 ごま油

マカロニ　鶏むね肉　たまねぎ　人
参　コーン缶　食塩　油　マーガリ
ン　小麦粉　牛乳　食塩　こしょう
野菜ブイヨン　ピザ用チーズ　あお
のり

じゃがいもと
ささ身のごま
和え

じゃがいも　人参　ブロッコリー
鶏ささ身　酒　いりごま　きび砂糖
しょうゆ

焼きししゃも ししゃも　（0､1才　鮭　食塩）
マカロニグラタ

ン

パリパリ大根
だいこん　食塩　しょうゆ　酢　き
び砂糖　こんぶ 果物　麦茶 五目豆　麦茶

だいず こんぶ こんにゃく 人参 ごぼ
う れんこん きび砂糖 しょうゆ 本み
りん いんげん

麦茶

麻婆豆腐 麦茶 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

酢ごぼう ごぼう　きび砂糖　しょうゆ　酢 牛乳 牛乳

ゆず大根 牛乳

七分つき米　もち米　きな粉　きび砂糖　食塩 お好み焼き
七分つき米　ちりめんじゃこ　うめ
干し　いりごま

牛乳 牛乳

20 せんべい 21 ビスケット 22 せんべい 24 せんべい 25 せんべい

しめじごはん
七分つき米　酒　食塩　しょうゆ
本みりん　しめじ　油揚げ 納豆ごはん

七分つき米　納豆　こまつな　焼き
のり　しょうゆ　かつお節 ごはん 七分つき米 ごはん 七分つき米

五目鶏飯

みそ汁　果物 木綿豆腐　みそ　にぼし　生わかめ みそ汁 はくさい　油揚げ　みそ　にぼし みそ汁 天皇誕生日

ベイクドポテト

ハンバーグ
豚ひき肉  たまねぎ 食塩 こしょう パ
ン粉 ながいも 油 中濃ソース ケ
チャップ 肉じゃが

すき焼風煮
さけ　食塩　マヨネーズ　パン粉
あおのり

具だくさん汁

じゃがいも　たまねぎ　生わかめ
みそ　にぼし 沢煮椀

豚肉(ばら)　人参　ごぼう　ゆでたけ
のこ　だいこん　干ししいたけ
しょうゆ　食塩　だし節　油　こま
つな

板ずりきゅう
り

きゅうり　食塩

豚ひき肉　たまねぎ　人参　じゃが
いも　しらたき　きび砂糖　本みり
ん　しょうゆ　油　いんげん 生揚げといん

げんの煮物

はくさい たまねぎ 人参 豚肉(もも)
きび砂糖 本みりん しょうゆ 焼き豆
腐 しらたき

鮭のパン粉焼
き

生揚げ　いんげん　人参　きび砂糖
しょうゆ　みりん　酒 果物　麦茶

じゃがいも　食塩　油 クッキー

果物　麦茶

食パン　マーガリン　きび砂糖 凍り豆腐　マーガリン　きび砂糖 菓子

チーズ　牛乳 牛乳
スティック野菜
牛乳

人参　きゅうり　マヨネーズ　みそ 牛乳 麦茶

27 せんべい 28 胚芽クッキー

冷やし中華
食パン　果物

筑前煮
レバーのナポ
リ風

豚レバー 牛乳 しょうが にんにく 酒
しょうゆ 片栗粉 油 ケチャップ 中濃
ソース きび砂糖

鶏むね肉 たまねぎ 人参 じゃがいも
はくさい しめじ 油 牛乳 マーガリン
油 小麦粉 食塩 野菜ブイヨン こしょ
う

果物　麦茶 コールスロー
キャベツ　きゅうり　人参　コーン
缶　食塩　酢　きび砂糖　油

七分つき米　ツナ油漬缶　塩こんぶ
小麦粉　きな粉　ベーキングパウ
ダー　きび砂糖　油　牛乳

きなこ蒸しパン

鬼うち豆のりん
かけ　　牛乳

にぼし　だいず　きび砂糖
板ずりきゅうり
牛乳

きゅうり　食塩

マカロニサラ
ダ、　果物　麦
茶

作品展

果物　麦茶

けんちんうど
ん

給食だより
たいようさんの卒園が少しずつ近づいてきました。
合宿での夕食作りや、作った野菜をクラスで切って簡単な調理をして食べたり、大豆をすりつぶしてきな粉にしたり、
またパン、ピザ、クッキーなどのクッキングや、お餅つきなど、みんなでおいしく楽しい経験を重ねてきました。
そんなたいようさんに、卒園までにもう一度食べたい給食を考えてもらいました。
１月下旬から２月いっぱいの献立には、一人一人のリクエストが盛り込まれていますので、風邪ひかず元気に登園して、
大好きな給食を存分に楽しんでもらえるといいですね。

おいしい「めん」をありがとう！
子どものその認定こども園の開園当初から５８年に渡ってお世話になった製麵所の⾧瀬屋さんが、残念ながらこの春で閉店することになりました。
貴重な手作りの無添加の麺は他とは比べ物にならないほどとてもおいしくて、子どもも大人も大好きでした。
２月３月も、うどん、やきそば、中華麺と多くの麺のメニューがありますので、たくさんたくさん味わってくださいね！！

※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。


