
たかがみねこども園

※入荷の都合等により、献立を変更することがありますがご了承ください。 ※月・水・金曜日の３時のおやつは、手作りにしています（曜日を入れ替える場合があります）。

※だしは、にぼし/昆布/鰹節/鯖節/飛魚/椎茸のいずれかを使用しています。 ※食物アレルギーの場合、アレルゲン物質の除去もしくは代替品での対応をします。

※料理酒、こしょうを使用する場合があります。 　（医師の診断書を提出してください）

お好み焼き
お好み焼き粉　豚肉　キャベツ　桜えび　油
ソース　マヨネーズ　あおのり お菓子 健康志向菓子 バナナケーキ

バナナ　卵　牛乳　薄力粉　砂糖　油　ベーキン
グパウダー

牛乳 牛乳
じゃこおかかおに
ぎり

米　ちりめんじゃこ　かつお節　砂糖　しょうゆ　みりん　

牛乳 牛乳

みかん みかん お菓子 健康志向菓子

牛乳 牛乳 ジョア ジョア（乳児組：ヤクルト） 牛乳 牛乳

白菜のすまし汁 はくさい　豚肉　ねぎ　だし　塩　しょうゆ コーンポタージュ
コーン　クリームコーン　たまねぎ　牛乳　生ク
リーム　油　コンソメ　塩

牛蒡の洋風炒め
ごぼう　ピーマン　にんじん　ウインナー　油
塩　しょうゆ　中華だし ふのすまし汁 麩　わかめ　だし　塩　しょうゆ

ビーフシチュー
牛肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん　ブロッ
コリー　油　シチュールウ　ケチャップ 豆腐のすまし汁 豆腐　しいたけ　ねぎ　だし　塩　しょうゆ かぼちゃの味噌汁 かぼちゃ　きょうな　だし　みそ

白菜と春菊のじゃ
こ和え

はくさい　しゅんぎく　にんじん　ちりめんじゃ
こ　砂糖　しょうゆ 小松菜のナムル

こまつな　にんじん　ごま　砂糖　しょうゆ　ご
ま油 大根炊き

だいこん　油揚げ　だし　みりん　砂糖　しょう
ゆ

米　豚肉　たまねぎ　だし　砂糖　しょうゆ

ほうれん草とベー
コンのスパゲッ
ティ

スパゲティ　ほうれんそう　しめじ　ベーコン
油　だし　しょうゆ　塩　片栗粉

牛肉とごぼうの味
噌炒め

牛肉　ごぼう　たまねぎ　みそ　しょうゆ　砂糖
豚肉の唐揚げねぎ
だれかけ

豚肉　片栗粉　油　ねぎ　砂糖　しょうゆ　酢
ごま油 鮭の塩麹焼き さけ　塩麹 タンドリーチキン

米 ごはん 米
食パン＆あんこホ
イップ

食パン　小豆缶　生クリーム

豚丼
鶏肉　ヨーグルト　ケチャップ　砂糖　カレー粉
塩

29 30

スナックパン スナックパン もち麦ごはん 米　もち麦 ごはん

さつまいも　砂糖　ゼラチン お菓子 健康志向菓子
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牛乳 牛乳 牛乳

豆腐入りハムチー
ズ蒸しパン

ホットケーキミックス　豆腐　ハム　チーズ　牛
乳 人参パン

強力粉　米粉　にんじん　バター　ドライイース
ト　砂糖　塩 バナナ バナナ 芋ようかん

牛乳 牛乳

ヨーグルト ソフール元気ヨーグルト

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

だいこん　はくさい　にんじん　豚肉　油揚げ
ねぎ　酒かす　だし　しょうゆ　みそ かき玉汁

卵　かまぼこ　ほうれんそう　だし　しょうゆ
塩 オニオンスープ

たまねぎ　にんじん　パセリ　だし　コンソメ
しょうゆ　塩

だいこん　にんじん　ごま　砂糖　しょうゆ
ブロッコリーサラ
ダ

ブロッコリー　キャベツ　大豆　にんじん　たま
ねぎ　酢　油　砂糖　しょうゆ　みりん ふりかけごはん 米　ふりかけ

キャベツの味噌汁 キャベツ　油揚げ　ねぎ　だし　みそ 粕汁

鶏ひき肉　たまねぎ　ごま　あおのり　砂糖
しょうゆ　みそ　片栗粉

ひじき入りハン
バーグ

合びき肉　たまねぎ　ひじき　豆腐　おから　鶏
レバー　卵　パン粉　牛乳　塩　ケチャップ
ソース

れんこん金平
れんこん　にんじん　いんげん　ちくわ　ごま
ごま油　砂糖　しょうゆ　みりん

白菜とりんごのサ
ラダ

はくさい　りんご　レーズン　サウザンドアイラ
ンドドレッシング

ほうれん草のおか
か和え

ほうれんそう　にんじん　かつお節　砂糖　しょ
うゆ 大根のごま和え

米
食パン＆いちご
ジャム

食パン　いちごジャム

肉うどん
うどん　牛肉　ねぎ　砂糖　だし　しょうゆ　み
りん

鶏肉の照り焼き 鶏肉　砂糖　しょうゆ　みりん
鱈のきのこあんか
け

たら　たまねぎ　しめじ　えのきたけ　だし　み
りん　砂糖　しょうゆ　片栗粉　塩 松風焼き

23

手作りふりかけご
はん

米　煮干し　こんぶ　かつお節　だいこんの葉
ごま　しょうゆ　砂糖 キーマカレー（玉

子）

米　合びき肉　たまねぎ　にんじん　ピーマン
卵　ケチャップ　ソース　砂糖　コンソメ　カ
レー粉　塩　片栗粉

ごはん 米 ごはん

健康志向菓子
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牛乳 牛乳 牛乳

お菓子 健康志向菓子 みかん みかん
キウイジャムのロ
シアンクッキー

薄力粉　マーガリン　砂糖　キウイジャム（たん
ぽぽ組：いちごジャム） お菓子

もやし　かにかまぼこ　ねぎ　中華だし　しょう
ゆ　塩

野菜ジュース 野菜ジュース（白ぶどう＆ほうれん草）

和風きなこプリン 豆乳　きな粉　ゼラチン　砂糖　黒砂糖　片栗粉

牛乳 牛乳 牛乳

キャベツ　わかめ　にんじん　たまねぎ　油　砂
糖　しょうゆ　みりん ふのすまし汁 麩　わかめ　だし　塩　しょうゆ

豆腐のすまし汁 豆腐　しいたけ　ねぎ　だし　塩　しょうゆ かぼちゃの味噌汁 かぼちゃ　きょうな　だし　みそ 白菜のすまし汁 はくさい　豚肉　ねぎ　だし　塩　しょうゆ もやしのスープ

さけ　塩麹
さつま芋とねぎの
和風味噌グラタン

さつまいも　鶏肉　ねぎ　みそ　バター　牛乳
チーズ　コンソメ　薄力粉

白菜と春菊のじゃ
こ和え

はくさい　しゅんぎく　にんじん　ちりめんじゃ
こ　砂糖　しょうゆ 小松菜のナムル

こまつな　にんじん　ごま　砂糖　しょうゆ　ご
ま油 大根炊き

だいこん　油揚げ　だし　みりん　砂糖　しょう
ゆ

キャベツとわかめ
のサラダ

米 ミルクパン ミルクパン

豚丼 米　豚肉　たまねぎ　だし　砂糖　しょうゆ
牛肉とごぼうの味
噌炒め

牛肉　ごぼう　たまねぎ　みそ　しょうゆ　砂糖
豚肉の唐揚げねぎ
だれかけ

豚肉　片栗粉　油　ねぎ　砂糖　しょうゆ　酢
ごま油 鮭の塩麹焼き

15 ＜お誕生会メニュー＞ 16

成人の日

もち麦ごはん 米　もち麦 ごはん 米 ごはん

お菓子 健康志向菓子
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ぜんざい 白玉粉（乳児組：さつまいも）　小豆　砂糖

牛乳 牛乳

お菓子 健康志向菓子 フライドポテト じゃがいも　油　塩 りんご りんご

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ふりかけごはん 米　ふりかけ

粕汁
だいこん　はくさい　にんじん　豚肉　油揚げ
ねぎ　酒かす　だし　しょうゆ　みそ 七草のすまし汁

せり　なずな　ごぎょう　はこべら　ほとけのざ
すずな　すずしろ　卵　かまぼこ　だし　しょう
ゆ　塩

オニオンスープ
たまねぎ　にんじん　パセリ　だし　コンソメ
しょうゆ　塩

合びき肉　たまねぎ　ひじき　豆腐　おから　鶏
レバー　卵　パン粉　牛乳　塩　ケチャップ
ソース

白菜とりんごのサ
ラダ

はくさい　りんご　レーズン　サウザンドアイラ
ンドドレッシング

ほうれん草のおか
か和え

ほうれんそう　にんじん　かつお節　砂糖　しょ
うゆ たたきごぼう

ごぼう　ごま　だし　みりん　しょうゆ　砂糖
酢（たんぽぽ組：大根のごま和え）

ブロッコリーサラ
ダ

ブロッコリー　キャベツ　大豆　にんじん　たま
ねぎ　酢　油　砂糖　しょうゆ　みりん

米
食パン＆いちご
ジャム

食パン　いちごジャム

肉うどん
うどん　牛肉　ねぎ　砂糖　だし　しょうゆ　み
りん鱈のきのこあんか

け
たら　たまねぎ　しめじ　えのきたけ　だし　み
りん　砂糖　しょうゆ　片栗粉　塩 松風焼き

鶏ひき肉　たまねぎ　ごま　あおのり　砂糖
しょうゆ　みそ　片栗粉

ひじき入りハン
バーグ

8 9

特別保育
（お弁当）

ビーフカレー（ハ
ムカツ）

米　牛肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん　魚
肉ハム　卵　油　カレールウ　薄力粉　パン粉

ごはん 米 ごはん

4 5 6 7

冬休み 冬休み

2

土曜日

1

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１月の給食献立表

お弁当日

☆ ４日は申し込み園児全員

お弁当となります。


