
久留米市立保育所

平成２８年１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)

4 月

きつねうどん

チンゲン菜のさっと煮

果物             ★ご飯

牛乳

ビスケット

チーズ

うどん　　さとう

油　　 まるぼーろ

牛肉　　　 とろろ昆布

さつま揚げ 　牛乳 　チーズ

玉葱 　　人参 　　ねぎ

チンゲンツァイ　　 りんご

豆乳シチュー

ひじきの和風サラダ

★ご飯

じゃがいも 　コーン缶

小麦粉 　油

さとう 　　　ごま

鶏肉　　豆乳 　ツナ缶

ひじき　　牛乳　　大豆

玉葱 　人参 　ブロッコリー

きゅうり 　みかん

5 火

麻婆豆腐      拌三糸

果物         ★ご飯

牛乳

みたらし団子

さとう 　　油 　　でんぷん

春雨　　　白玉粉

豆腐　　　 豚ひき肉

ハム　　 卵 　　牛乳

玉葱 　　椎茸 　　にら

人参 　　　しょうが

きゅうり　　　 りんご

はんぺんフライ

ナムル   スープ

★ご飯

小麦粉 　パン粉　　油

さとう　　 さつまいも

はんぺん 　卵 　 牛乳

もやし　きゅうり　人参　はくさ

い

ほうれんそう 　だいこん  せり

チンゲンツァイ 　椎茸 　みか

ん

6 水

野菜ラーメン    黒煮

豆

果物         ★ご飯

牛乳

かりんとう

中華めん　　 油 　　さとう

小麦粉 　ごま

豚肉　　 牛乳

黒大豆　　　　卵

あおのり　　　スキムミルク

人参 　　キャベツ 　　もやし

玉葱 　　　みかん

豆腐と挽肉のみそ煮

キャベツ胡麻和え

かき玉汁 ★ご飯

油　 さとう 　でんぷん

ごま 　　食パン

豆腐　 豚ひき肉　卵

かまぼこ 　牛乳　　チーズ

人参 　　玉葱 　　ねぎ

キャベツ しめじ 　ほうれんそ

う

7 木

ポークビーンズ   果物

マカロニサラダ

★ロールパン

七草粥

即席つけ

じゃがいも 　　さとう

マカロニ　　米

大豆　　豚肉　　 ベーコン

ハム　　　こんぶ

玉葱  人参  グリンピース

キャベツ

きゅうり　りんご はくさい だい

こん

ほうれんそう  チンゲンツァイ

せり

コーンオムレツ

みそ汁     酢の物

★ご飯

コーン缶　 油 　ごま

さとう　 　じゃがいも

さつまいも 　　レーズン

卵 　　スキムミルク

わかめ 　　かつお節

油揚げ 　牛乳

玉葱 　人参　 しめじ

きゅうり 　　ねぎ

りんご 　　パイン缶

8 金

魚のマヨネーズ焼

みそ汁     酢の物

★ご飯

牛乳

ジャムサンド

油    ごま    さとう

焼きふ  食パン   ジャム

さわら    わかめ

かつお節　　 牛乳

玉葱 　　　椎茸 　　パセリ

きゅうり　　 こまつな 　人参

がめ煮

白菜の梅サラダ

スープ   ★ご飯

さといも 　　こんにゃく

さとう 　もち

鶏肉　　ハム

豆腐 　　きな粉

れんこん ごぼう　人参 　はく

さい

さやいんげん きゅうり りんご

梅びしお

チンゲンツァイ 　えのき 　み

かん

9 土

チキンカレー

大根サラダ

果物       ★ご飯

牛乳

ふかしいも

じゃがいも　油　 小麦粉

バター　　 はちみつ

ごま 　　さとう 　　さつまいも

鶏肉 　　牛乳

わかめ 　　ハム

玉葱 　　人参 　　グリンピー

ス

りんご 　　にんにく

だいこん 　　　みかん

シーフードスパゲティ

卵スープ

★ご飯

スパゲッティ 　　油

でんぷん 　　さつまいも

あさり缶　　いか 　えび

チーズ 　卵 　　 牛乳

玉葱 　　人参

にんにく　　マッシュルーム

ほうれんそう　　 りんご

12 火

鶏肉のクリーム煮

温野菜サラダ  果物

★食パン

お茶

具雑煮

小麦粉 　　油　 じゃがいも

コーン缶　 　　マカロニ

バター　　 もち 　　さといも

鶏肉　 スキムミルク 　鶏肉

かまぼこ　 するめ

玉葱 　人参　 ほうれんそう

パセリ 　カリフラワー ブロッコ

リー

りんご だいこん 椎茸　 こま

つな

高野豆腐の卵とじ

ごま和え

春雨スープ   ★ご飯

油 　　さとう　 ごま

春雨 　小麦粉 　はちみつ

凍り豆腐 　ツナ缶　 卵

ベーコン　　 牛乳

きな粉　　　スキムミルク

椎茸 　人参　 玉葱

グリンピース　ほうれんそう

もやし 　キャベツ 　キウイ

13 水

がめ煮      みそ汁

ほうれんそうとｺｰﾝのｿﾃｰ

果物 　            ★ご飯

牛乳

小倉白玉

さといも　　こんにゃく 　さとう

コーン缶　 油 　　白玉粉

鶏肉　 油揚げ　豆腐　 小豆

れんこん 　ごぼう 　人参

さやいんげん 　ほうれんそう

もやし 　はくさい 　ねぎ　 み

かん

魚のみぞれ煮

ひじき酢の物

みそ汁    ★ご飯

でんぷん　油 　さとう

とうもろこし　　 ごま

ポップコ－ン　 バター

さば 　　ひじき 　ハム

油揚げ 　　 牛乳

だいこん 　きゅうり 　人参

玉葱 　ほうれんそう

ねぎ 　みかん

14 木

鯖のカレームニエル

白菜の梅サラダ

すまし汁　　★ご飯

牛乳

豆腐のケーキ

小麦粉　 油 　バター

さとう 　　レーズン

さば 　ハム　 はんぺん

牛乳 　豆腐 　スキムミルク

はくさい 　きゅうり 　りんご

梅びしお　 しめじ 　こまつな

麻婆大根　じゃこあえ

わかめスープ

★ご飯

さとう 　　油

でんぷん 　食パン

豚ひき肉 　しらす　わかめ

牛乳 　ベーコン 　チーズ

だいこん 　玉葱 　人参

にんにく　　チンゲンツァイ

もやし　 えのき　　ピーマン

15 金

オムレツ

ひじきの和風サラダ

スープ      ★ご飯

牛乳

大学芋

バター 　　さとう 　ごま

さつまいも 　　　油

卵 　　スキムミルク

むきえび 　　ツナ缶　鶏肉

ひじき 　　豆腐　　牛乳

玉葱　　 人参　　 きゅうり

チンゲンツァイ　　　 えのき

カレー

ハリハリなます

★ご飯

じゃがいも 　油 　小麦粉

バター　 はちみつ　 さとう

コーンフレーク 　　レーズン

牛肉　　　牛乳

ひじき 　　油揚げ

玉葱 　人参 　グリンピース

りんご 　　にんにく

切干しだいこん 　　バナナ

16 土

スパゲティミートソース

きのこスープ　　果物

★ロールパン

牛乳

クラッカー

バナナ

スパゲッティ　　 油

小麦粉 　　　クラッカー

牛ひき肉　　 豚ひき肉

チーズ 　ベーコン 　牛乳

人参 　　玉葱 　　グリンピー

ス

えのき　　 しめじ　 椎茸

はくさい　　 みかん　　 バナ

ナ

雑煮

きゅうりごまみそ和え

★ご飯

もち 　さといも　 さとう

ごま 　　　まるぼーろ

こんぶ　　鶏肉

かまぼこ 　するめ　 牛乳

だいこん 　人参 　　椎茸

こまつな 　きゅうり

みかん　　　バナナ

18 月

ぎせい豆腐

ごま和え　　みそ汁

果物       ★ご飯

牛乳

コーンパンケー

キ

さとう　 ごま　じゃがいも

小麦粉 　　コーン缶

油　　 バター 　　はちみつ

豆腐 　　鶏ひき肉

ひじき 　　　卵

油揚げ　　 牛乳

玉葱 　　人参 　　椎茸

グリンピース 　こまつな

もやし 　　ねぎ　 ぽんかん

うま煮　　   甘酢和え

豆腐スープ     ★ご飯

さといも 　　さとう

小麦粉　　 バター

鶏肉　　 生揚げ 　豆腐

牛乳 　スキムミルク　 卵

れんこん 　人参　 だいこん

キャベツ　みかん缶　きゅうり

椎茸　　 ねぎ　 バナナ

19 火

鮭のレモン焼き

甘酢和え

ミネストロ-ネ ★ご飯

フルーツコーン

フレーク

さとう　　マカロニ

じゃがいも　 油

コーンフレーク　 レーズン

さけ　 ベーコン 　牛乳

レモン汁　ねぎ キャベツ　み

かん缶

チンゲンツァイ 玉葱 人参 セ

ロリー

にんにく 　ブロッコリー　 バナ

ナ

きのこオムレツ

磯和え

豆乳スープ   ★ご飯

バター 　ごま　 油

白玉粉 　さとう 　でんぷん

卵 　　スキムミルク

ツナ缶　　　焼きのり

ベーコン 　豆乳

椎茸 　しめじ 　こまつな

玉葱 　　ほうれんそう

もやし 　はくさい 　りんご

20 水

ハヤシシチュー

カミカミサラダ

果物     　  ★ご飯

お茶

ぜんざい

じゃがいも 　油 　小麦粉

バター　　コーン缶

さとう 　　　もち

牛肉　　　 しらす

大豆　　あずき

にんにく 　　玉葱 　　人参

グリンピース 　　キャベツ

きゅうり　　　 みかん

魚のマヨネーズ焼

みそ汁 　　きんぴら

★ご飯

油 　　さとう　　 ごま

焼きふ　クラッカー　ジャム

さわら 　わかめ 　 牛乳

玉葱 　　えのき　　椎茸

れんこん 　　人参

こまつな 　　　りんご

21 木

魚のみぞれ煮

磯和え

わかめスープ  ★ご飯

牛乳

きなこマフィン

でんぷん 　油　　 さとう

ごま 　　小麦粉 　はちみつ

さば 　焼きのり　 わかめ

牛乳 　　きな粉

スキムミルク 　　　卵

だいこん 　　ほうれんそう

もやし　　 えのき

はくさい 　　　人参

厚揚のそぼろ煮

大根サラダ

みそ汁　　　   ★ご飯

油 　　さとう

焼きふ　 じゃがいも

生揚げ　 豚ひき肉 　えび

わかめ　　 牛乳

ベーコン 　　　チーズ

さやいんげん 　玉葱　 人参

だいこん　 きゅうり

こまつな 　パセリ

22 金

鶏肉の甘煮      みそ汁

酢の物

★ご飯

牛乳

バナナケーキ

油　　さとう 　　ごま

小麦粉 　　　バター

鶏レバー　 鶏肉　 わかめ

ツナ缶　油揚げ 　牛乳

スキムミルク 　　卵

玉葱 　　きゅうり 　キャベツ

人参 　　ねぎ　　　バナナ

冬野菜のカレー

マカロニサラダ

★ご飯

じゃがいも 　小麦粉 　バター

はちみつ 　　マカロニ

さつまいも 　さとう 　　油

牛乳　　牛肉　　ハム

大豆　　ひじき 　卵

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 　ぽんか

ん

23 土

焼きそば    かき玉汁

果物      ★ご飯

牛乳

パン

中華めん　　油

でんぷん　　 ぶどうパン

豚肉　　 さつま揚げ

かつお節 　あおのり

卵 　　　 牛乳

キャベツ　 もやし 　人参

玉葱 　チンゲンツァイ 　りん

ご

ローストチキン

サラダ

ミネストロ-ネ  ★ご飯

油　 コーン缶

さとう 　　マカロニ

じゃがいも 　小麦粉

鶏肉　　ツナ缶

ベーコン 　　牛乳

玉葱　　にんにく　　こまつな

きゅうり　　 キャベツ

人参　　 セロリー 　パセリ

25 月

コーンオムレツ

ごま和え　けんちん汁

果物        ★ご飯

牛乳

ポップコーン

コーン缶　 油 　ごま

こんにゃく 　ポップコ－ン

バター　　　さとう

卵 　　スキムミルク　 　鶏肉

油揚げ 　　豆腐　　 牛乳

玉葱 　ほうれんそう 　もやし

人参 　　ごぼう

こまつな　　 りんご

けんちんうどん

煮豆

★ご飯

うどん　　 さといも

さとう 　メロンパン

鶏肉　　 うずら豆 　　牛乳

だいこん 　人参 　　椎茸

チンゲンツァイ　 みかん

26 火

さつまいもごはん

ナムル　ハンバーグ

みそ汁　　果物

牛乳

フルーツサンド

米　 　さつまいも 　ごま

パン粉　　油

さとう 　　食パン

あずき　豚ひき肉 　牛ひき肉

牛乳 　　卵 　　油揚げ

わかめ 　　生クリーム

玉葱 　もやし 　こまつな

人参 　　だいこん

いちご　　　もも缶

肉豆腐卵とじ  みそ汁

ツナとわかめ酢の物

★ご飯

しらたき 　油 　さとう

ごま　　 マカロニ

牛肉　 　豆腐 　　卵

わかめ　　 ツナ缶詰

油揚げ　　牛乳 　　きな粉

人参 　ねぎ 　しゅんぎく

きゅうり 　　はくさい

27 水

竹輪の磯辺揚げ

白和え 　春雨スープ

果物          ★ご飯

牛乳

チーズ焼き

小麦粉 　でんぷん　 しらたき

ごま 　　さとう

春雨　　　 じゃがいも

焼き竹輪　　 あおのり

豆腐 　　ベーコン

牛乳 　　チーズ

ほうれんそう 　人参

はくさい 　　椎茸

みかん　　 パセリ

 エビフライリンゴソース

すまし汁　ごま和え

★ご飯

米　　 油 　さとう 　小麦粉

パン粉　　ごま　　 食パン

バター　　 レーズン

黒豆　 ひじき 　しらす干し

油揚げ えび　 卵 　かまぼこ

牛乳 　　スキムミルク

人参 　りんご　 きゅうり

チンゲンツァイ　 もやし

しめじ　 しゅんぎく 　ぽんか

ん

28 木

豚肉のすきやき風煮

じゃこあえ  　みそ汁

★ご飯

牛乳

卵ドック

しらたき　 油 　　さとう

焼きふ　ロールパン　 バター

豚肉　　豆腐 　しらす

わかめ　　牛乳　　卵

はくさい　 ねぎ 　玉葱 　椎茸

しゅんぎく　人参　チンゲン

ツァイ

もやし 　こまつな 　パセリ

雑菜　　　  吉野汁

★ご飯

油 　　はるさめ

さとう 　　でんぷん

小麦粉 　しゅうまいの皮

豚肉　　 卵 　 竹輪

牛乳 　　ヨーグルト

もやし ほうれんそう 人参

椎茸 　はくさい  りんご

ブルーベリー　　 レモン汁

29 金

カレー

和風マヨ和え

果物　　★ご飯

牛乳

煮干しと大豆の

かりんとう

じゃがいも 　　油 　小麦粉

バター　　 はちみつ

さとう 　　ごま

牛肉　　 牛乳 　　鶏肉

いりこ　　大豆

玉葱 　人参 　グリンピース

りんご　　 にんにく

ブロッコリー 　　　ぽんかん

焼きそば        みそ汁

★ご飯

中華めん 　油 　クラッカー

豚肉　 さつま揚げ　かつお節

あおのり 　油揚げ

牛乳 　　　チーズ

キャベツ 　もやし 　人参

玉葱 　　しめじ

こまつな　　 みかん

30 土

肉うどん 　　　 菜焼

果物   　　      ★ご飯

牛乳

丸ボーロ

チーズ

うどん　 さとう　　ビスケット

油揚げ 　牛肉　　わかめ

さつま揚げ 　牛乳 　チーズ

人参　　ねぎ　 ほうれんそう

チンゲンツァイ 　えのき　 み

かん

鮭のレモン焼き

和風マヨネーズ

みそ汁　　　★ご飯

さとう　 小麦粉　 コーン缶

油　 バター　 はちみつ

さけ　　鶏肉　　豆腐

油揚げ 　　牛乳 　　卵

レモン汁　 　ブロッコリー

人参　　 キャベツ 　ねぎ

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます

新しい年を迎えました。今年も子どもたちが元気いっぱいに過ごせますように。

年末年始のお休みで、生活リズムが乱れていませんか。規則正しい生活リズムは、からだ

と心の健康づくりの第一歩です。風邪やインフルエンザの予防のためにも、生活のリズム

を取り戻し、「早寝、早起き、朝ごはん」で元気に登園しましょう。

のりまき　いなり　どちらも　おすしの　めにゅうだよのりまき　いなり　どちらも　おすしの　めにゅうだよのりまき　いなり　どちらも　おすしの　めにゅうだよのりまき　いなり　どちらも　おすしの　めにゅうだよ

ゆっくり　たべよう　あじわってゆっくり　たべよう　あじわってゆっくり　たべよう　あじわってゆっくり　たべよう　あじわって 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　久留米市子ども未来部


