
久留米市立保育所

平成２７年１２月　給食献立表

日

曜

日

献立名 ３時のおやつ

黄の仲間

(熱や力になるもの)

赤の仲間

（血や肉になるもの）

緑の仲間

(体の調子を整えるもの)

献立名

黄の仲間

(熱や力になるもの)

赤の仲間

（血や肉になるもの）

緑の仲間

(体の調子を整えるもの)

1 火

はんぺんフライ

磯和え

けんちん汁    ★ご飯

牛乳

バナナケーキ

小麦粉 　パン粉　 　油

ごま 　　こんにゃく

さとう 　　　バター

はんぺん 　卵 　焼きのり

鶏肉 　油揚げ　 豆腐

牛乳 　　　スキムミルク

ほうれんそう 　もやし 人参

ごぼう 　こまつな 　バナナ

冬野菜のカレー

ひじきの和風サラダ

★ご飯

じゃがいも 　小麦粉 　バター

はちみつ 　さとう　ごま

ポップコ－ン 　油

牛乳 　　　牛肉

鶏肉　 　　　ひじき

玉葱 　人参 　しめじ

にんにく りんご ブロッコリー

カリフラワー　きゅうり 　みか

ん

2 水

冬野菜のカレー

マカロニサラダ  果物

★ご飯

ミルク

煮干しと大豆の

かりんとう

じゃがいも　 小麦粉 バター

はちみつ　　 マカロニ

さとう　　　 ごま

牛乳 　　牛肉

ハム 　　スキムミルク

いりこ　　 いり大豆

玉葱　　人参 　しめじ 　にん

にく

りんご　 ブロッコリー カリフラ

ワー

キャベツ 　きゅうり

魚の黄金焼

きんぴらごぼう

みそ汁          ★ご飯

小麦粉 　油 　しらたき

ごま　　　さとう

さつまいも　　　ごま

さわら 　卵 　豚肉

油揚げ　　わかめ 　 牛乳

ごぼう　　　人参

チンゲンツァイ 　だいこん

3 木

煮魚   ポパイサラダ

みそ汁       ★ご飯

牛乳

チーズ入り蒸し

パン

さとう　　 コーン缶

小麦粉 　　バター

さば 　油揚げ 　わかめ

牛乳 　　チーズ 　　卵

ほうれんそう 　　りんご

玉葱　　 人参　　 しめじ

豆腐と挽肉のみそ煮

大根と柿の甘酢和え

スープ           ★ご飯

油 　　さとう 　でんぷん

ごま 　　食パン　 バター

豆腐 　　豚ひき肉 　昆布

わかめ 　　かまぼこ

牛乳 　　　ツナ缶

人参 　　玉葱 　　ねぎ

だいこん　　　 かき

 きゅうり 　　トマト

4 金

高野豆腐の卵とじ

ごまあえ　 スープ

果物            ★ご飯

牛乳

かりんとう

油 　　さとう 　ごま

小麦粉 　さつまいも バター

凍り豆腐 　　鶏肉 　　卵

ベーコン 　　牛乳

椎茸 　人参 　玉葱

もやし 　　チンゲンツァイ 　え

のき

しめじ　 椎茸　 りんご

コーンオムレツ

ミネストロ-ネ

ごまマヨ和え  ★ご飯

コーン缶　　油 　　ごま

マカロニ　　　じゃがいも

卵　　スキムミルク

竹輪　　　　ベーコン

牛乳　 ヨーグルト

玉葱 　ブロッコリー 人参

セロリー にんにく パセリ

バナナ  もも缶  りんご キウ

イ

5 土

焼ビーフン

かき玉汁

果物             ★ご飯

牛乳

パン

ビーフン　　　油

でんぷん　　 メロンパン

豚肉　　ハム 　むきえび

卵 　　　牛乳

玉葱 　キャベツ　 人参

もやし 　ピーマン

 しゅんぎく 　椎茸 　みかん

じゃがいもそぼろ煮

甘酢和え

みそ汁　★ご飯

じゃがいも　　 油

さとう　　 白玉粉

鶏ひき肉 　竹輪 　豆腐

油揚げ 　　ゆで小豆缶

玉葱  人参  さやいんげん

キャベツ みかん缶　 きゅうり

はくさい 　ねぎ　 りんご

7 月

コーンオムレツ

大根サラダ     みそ汁

果物        ★ご飯

牛乳

ポップコーン

コーン缶　　 油　　焼きふ

ポップコ－ン 　　バター

卵 　スキムミルク　 むきえび

わかめ 　　牛乳

玉葱 　　だいこん 　人参

きゅうり 　　こまつな　 りんご

チャンポン

ひじきいため煮

★ご飯

中華めん　　油

さとう 　　　　さつまいも

豚肉　　いか 　竹輪

ひじき　 油揚げ 　牛乳

キャベツ　 玉葱 　もやし

人参　　 きくらげ

さやいんげん 　　みかん

8 火

豆腐とツナの小判焼き

ナムル  　  　吉野汁

★ご飯

牛乳

ココア蒸しパン

油　　 パン粉 　 さとう

でんぷん 　　小麦粉

豆腐 　　ツナ缶　 卵

スキムミルク 　 　牛乳

玉葱 　　だいこん　 　もやし

ほうれんそう 　　人参

はくさい 　　椎茸 　　ねぎ

八宝菜　    拌三糸

★ご飯

油 　　さとう 　でんぷん

春雨 　　食パン

バター 　　　はちみつ

豚肉　　あかいか むきえび

ハム　 卵 　　牛乳

はくさい　もやし 　玉葱 　椎

茸

人参 　にんにく チンゲンツァ

イ

きゅうり 　みかん

9 水

肉じゃが         酢の物

みそ汁        果物

★ご飯

牛乳

あべ川団子

じゃがいも　　しらたき 　油

さとう 　　ごま　　 白玉粉

牛肉　　しらす　　わかめ

油揚げ 　 豆腐 　きな粉

玉葱 人参 さやいんげん きゅ

うり ほうれんそう りんご

厚揚げ含め煮

わかめの酢の物

みそ汁    ★ご飯

しらたき　 さとう　 ごま

焼きふ　 小麦粉 　レーズン

生揚げ 　牛肉　 わかめ

かつお節 　 牛乳

スキムミルク 　　　卵

玉葱 　人参　さやいんげん

こまつな 　きゅうり 　りんご

10 木

魚のチーズピカタ

おかかあえ  スープ

果物   ★ご飯

牛乳

ヨーグルトケー

キ

米　　 バター 　小麦粉

油 　しゅうまいの皮 　さとう

鶏肉　　さけ　 卵 　チーズ

ベーコン　 かつお節

豆乳　ヨーグルト　牛乳

玉葱 　人参 　グリンピース

にんにく

パセリ チンゲンツァイもやし

はくさい

おでん 　　   ナムル

★ご飯

さといも 　こんにゃく

 さとう 　油 　　食パン

鶏肉　　 竹輪　 　卵

生揚げ 　こんぶ

牛乳 　　　チーズ

だいこん　　もやし

ほうれんそう 　人参　 りんご

11 金

八宝菜　       拌三糸

果物  　     ★ご飯

牛乳

チーズトースト

油　　 さとう　　でんぷん

春雨　　　 食パン

豚肉　　いか 　むきえび

ハム 　卵 　牛乳 　チーズ

はくさい 　もやし 　玉葱

椎茸 　人参 　チンゲンツァイ

にんにく 　きゅうり　 りんご

鶏肉のオレンジ焼き

温野菜サラダ

スープ      ★ご飯

米　 バター　 マーマレード

油　 小麦粉 　　ジャム

ツナ缶　　鶏肉　 ベーコン

豆乳 　牛乳 　卵

玉葱 　椎茸　人参 　にんにく

グリンピース　 しょうが

カリフラワー 　ブロッコリー

しめじ　 ほうれんそう 　みか

ん

12 土

スパゲティナポリタン

コーンスープ　　果物

★食パン

牛乳

ふかしいも

スパゲッティ　 油

 コーン缶　　　 さつまいも

牛肉　　ハム

チーズ 　　牛乳

玉葱 　しめじ 　グリンピース

かぼちゃ 　パセリ　 みかん

チーズと青菜のオムレツ

磯和え　     汁ビーフン

★ご飯

油　　ごま 　ビーフン

さとう 　レーズン

ぎょうざの皮

卵 　チーズ 　焼きのり

豚肉　　 牛乳

チンゲンツァイ 　人参

ほうれんそう 　もやし

玉葱 　　ねぎ　　 りんご

14 月

豆腐と挽肉のみそ煮

ごま和え

わかめスープ  ★ご飯

牛乳

蒸しパン

油　　 さとう 　でんぷん

ごま 　小麦粉　さつまいも

豆腐　　 　豚ひき肉

わかめ　　　 牛乳

人参 　　玉葱 　　ねぎ

ほうれんそう　　 もやし

こまつな　　 えのき

マカロニグラタン

コールスロー

★ご飯

マカロニ　　じゃがいも　 油

小麦粉 　　　バター

パン粉　 　　　さつまいも

鶏肉　 牛乳 　　チーズ

豚肉　 油揚げ

玉葱  椎茸  ほうれんそう

キャベツ  きゅうり  人参

りんご  だいこん  はくさい

しめじ   こまつな

15 火

おでん　ひじき酢の物

果物        ★ご飯

牛乳

ジャムサンド

さといも 　こんにゃく 　さとう

コーン　 ごま　 油

食パン　　ジャム

鶏肉　　竹輪 　卵

生揚げ 　こんぶ 　ひじき

ハム 　　　牛乳

だいこん 　　きゅうり

人参 　　りんご

豆腐とツナの小判焼き

ハリハリなます

みそ汁     ★ご飯

油 　　パン粉

さとう　　クラッカー

豆腐 　　ツナ缶

スキムミルク 　卵 　ひじき

油揚げ　　牛乳 　チーズ

玉葱　　 だいこん 　人参

切干しだいこん  　かぼちゃ

パイン缶

16 水

豆乳シチュー

小松菜のサラダ

果物     ★ロールパン

フルーツコーン

フレーク

コーン缶　　小麦粉

油 　　さとう 　 レーズン

コーンフレーク

鶏肉 　　豆乳

ツナ缶　　　牛乳

かぼちゃ 　玉葱　　グリン

ピース

人参 　　こまつな 　きゅうり

キャベツ 　みかん 　バナナ

鮭のレモン焼き

ごま和え

けんちん汁     ★ご飯

ごま　　こんにゃく　 白玉粉

さつまいも 　さとう

さけ　　鶏肉　 油揚げ

豆腐 　　牛乳

レモン汁　　　ねぎ

チンゲンツァイ 　もやし

人参 　　ごぼう　　 こまつな

17 木

きのこオムレツ スープ

白菜の梅サラダ

★ご飯

牛乳

みたらし団子

バター 　　白玉粉

さとう 　　　でんぷん

卵 　　スキムミルク

ツナ缶　 　ハム

豆腐　　　 牛乳

椎茸　　しめじ 　こまつな　玉

葱

はくさい　 きゅうり 　りんご

梅びしお　チンゲンツァイ え

のき

ハヤシシチュー

白菜の梅サラダ

★ご飯

じゃがいも 　油 　小麦粉

バター 　　さとう　　 ごま

牛肉　　ハム 　牛乳

いりこ　　大豆

にんにく 玉葱　人参　はくさ

い

グリンピース　きゅうり 　りん

ご

梅びしお　　 みかん

18 金

魚のカレームニエル

れんこんきんぴら

みそ汁　　★ご飯

牛乳

さつま芋のレモ

ン煮

小麦粉 　油 　　バター

しらたき　　 ごま

さとう 　　　さつまいも

さわら　 豚肉　　 油揚げ

わかめ 　　　 牛乳

れんこん 　人参 　レモン果汁

チンゲンツァイ 　だいこん

きつねうどん    昆布豆

★ご飯

うどん　 さとう　　メロンパン

油揚げ　 　牛肉

大豆　 こんぶ 　牛乳

人参  ねぎ  りんご

19 土

 ミニドッグ

春雨スープ

アイスクリーム

牛乳

チーズ

丸ボーロ

春雨　　まるぼーろ

ロールパン

牛乳 　　チーズ　ハム

アイスクリーム

玉葱  人参

さやいんげん  チンゲンツァイ

もやし  はくさい   椎茸

ぎせい豆腐

しらすあえ

すまし汁　　 ★ご飯

さとう 　　ごま

そうめん　　 さつまいも

豆腐 　　鶏ひき肉 　ひじき

卵　　 しらす干し

とろろ昆布　 牛乳

玉葱 　人参　椎茸

きゅうり　　グリンピース

ねぎ 　みかん 　レモン汁

バナナ もも缶 みかん缶

21 月

うま煮         じゃこあえ

みそ汁          果物

★ご飯

牛乳

シュガートース

ト

さといも 　 食パン

バター　　 さとう

鶏肉　　生揚げ　 しらす

油揚げ　　　牛乳

れんこん 　人参 　だいこん

こまつな　　もやし

はくさい 　ねぎ　 りんご

鯵のごま油焼

みそ汁      さっと煮

★ご飯

でんぷん 　油 　さとう

小麦粉　　　 レーズン

あじ　 さつま揚げ 　油揚げ

わかめ 　牛乳 　ヨーグルト

チンゲンツァイ　　えのき

人参 　　　だいこん

22 火

マカロニグラタン

温野菜サラダ

果物           ★食パン

牛乳

ジャムサンド

クラッカー

マカロニ　　 じゃがいも

油 　　小麦粉 　バター

パン粉　ぎょうざの皮 　　油

鶏肉　　 牛乳　　チーズ

玉葱 　　椎茸 　ほうれんそう

人参 　　カリフラワー

ブロッコリー 　みかん 　かぼ

ちゃ

かぼちゃの含め煮

ツナ和え

春雨スープ    ★ご飯

油 　　さとう 　　春雨

食パン 　　ジャム

牛肉　　ツナ缶

ベーコン　　　牛乳

かぼちゃ  玉葱  人参

さやいんげん  チンゲンツァイ

もやし  はくさい   椎茸

24 木

雑菜       五目味噌汁

果物        ★ご飯

牛乳

豆乳クレープ

油 　　はるさめ 　　さとう

さといも 　　小麦粉

バター 　　ジャム

豚肉　　卵 　　油揚げ

牛乳 　豆乳

キャベツ 　もやし 　人参

椎茸 　　だいこん

ねぎ 　　　りんご

スパゲティナポリタン

スープ

★ご飯

スパゲッティ　 コーン缶

油 　　コーンフレーク

レーズン

牛肉　　ハム

チーズ 　　 牛乳

玉葱 　　グリンピース

ブロッコリー　 チンゲンツァイ

えのき　 みかん　バナナ

25 金

栄養たっぷり小松菜ﾁｬｰﾊﾝ

タンドリーチキン    かき玉汁

キャベツのサラダ     果物

牛乳

クリームケーキ

米　　 コーン缶 　油

でんぷん 　カステラ　 さとう

ベーコン　　 しらす　　鶏肉

ヨーグルト　 ハム 　卵

牛乳 　　生クリーム

こまつな 　人参 　キャベツ

きゅうり 　　ほうれんそう

みかん 　　　もも缶

鶏肉から揚げ

ポパイサラダ    スープ

★ご飯

米　 　バター　 小麦粉

油 　　　コーン缶

カステラ　 　　さとう

むきえび 　鶏肉　 ベーコン

牛乳 　生クリーム

玉葱  椎茸 人参 にんにく

グリンピース　ほうれんそう

りんご 　えのき 　しめじ

キャベツ　 みかん 　いちご

26 土

メロンパン

お雑煮

牛乳

バナナ

クラッカー

もち　メロンパン」

クラッカー

牛乳

人参 　だいこん 　はくさい

しめじ　 ねぎ　 チンゲンツァ

イ

りんご 　　　バナナ

鯖のカレームニエル

白和え 　　　すまし汁

★ご飯

小麦粉 　　油　　バター

さとう 　ごま　 ロールパン

さば　　 ひじき　 　豆腐

はんぺん　 牛乳　チーズ

ほうれんそう     人参

しめじ     こまつな

28 月

きつねうどん      煮豆

果物             ★ご飯

牛乳

あべ川マカロニ

うどん　　 さとう 　　マカロニ

油揚げ 　牛肉　 うずら豆

牛乳　　 きな粉

人参 　　ねぎ 　　みかん

焼ビーフン

卵スープ

★ご飯

ビーフン 　　油

でんぷん　　クラッカー

豚肉　　ハム 　むきえび

卵 　　 牛乳

玉葱   キャベツ  人参

もやし   ピーマン

ほうれんそう  りんご バナナ

からだと心を満たすからだと心を満たすからだと心を満たすからだと心を満たす 楽しい食卓楽しい食卓楽しい食卓楽しい食卓

家族やお友達と食卓を囲み楽しく食事をすることは、子どもたちのからだだけでなく、心も満

たしてくれます。一緒に食べることで、苦手な食べ物があっても「食べてみよう」という気持ち

も生まれます。「おいしい！」「うれしい！」「楽しい！」という気持ちを子どもたちと共感し

ながら、ご家庭でも食卓を囲み、食事を楽しんでください。

今年もあと1ヶ月、冬本番を迎えました。風邪やインフルエンザが流行る時期です。食事の前 冬至は12月22

やさいが　いっぱい　えいようまんてん　だんごじるやさいが　いっぱい　えいようまんてん　だんごじるやさいが　いっぱい　えいようまんてん　だんごじるやさいが　いっぱい　えいようまんてん　だんごじる

みんなで　かいしょく　うれしい　たんじょうかいみんなで　かいしょく　うれしい　たんじょうかいみんなで　かいしょく　うれしい　たんじょうかいみんなで　かいしょく　うれしい　たんじょうかい 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　久留米市子ども未来部


