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豚肉・ハム 人参・椎茸 285 鶏肉・白身魚 ピーマン・人参 388
油揚げ 青梗菜・グリーンピース 9.6 油揚げ ひじき・小松菜 11

ブロッコリー 1.5 もも 9
りんご 2.1 1.8

鶏肉・鮭 玉葱・人参 409 豚肉・ウィンナー 玉葱・しめじ 404

かまぼこ・金時豆 椎茸・カリフラワー 20.6 油揚げ 大根・隠元 15.7

油揚げ しめじ・キャベツ 9.4 胡瓜・りんご 9.2

オレンジ 1.7 1.6

牛肉・鶏肉 玉葱・人参 374

ツナ ピーマン・キャベツ 12.5

マンゴー 22.4

えのき・白菜・りんご 1.1

鶏肉・豚肉 隠元・ごぼう 348 鶏肉・白身魚 たけのこ・しめじ 342

牛肉 水菜・もも 9.8 豆腐・油揚げ 人参・みかん 7.9

6.8 8.6

1.3 1.2

豚肉・竹輪 ブロッコリー・トマト 412 イカ・鶏肉 玉葱・人参・コーン 386

豆腐・卵 人参・玉葱・椎茸 18.4 豚肉 グリーンピース・もやし 11.1

グリーンピース・小松菜 9.3 隠元・ピーマン 9.6

南瓜・みかん 1.8 パプリカ・胡瓜 3.3

ホキ・ウィンナー 玉葱・ピーマン 339 牛肉・豚肉 米・植物油脂 青梗菜・胡瓜 415

鶏肉 パプリカ・人参 13.6 大豆・小魚 玉葱・人参 16.9

胡瓜 16.1 かまぼこ じゃが芋 りんご 10.4

1.1 1.8

豚肉 玉葱・ピーマン 401 鯵・鶏肉 米・植物油脂 人参・青梗菜 342

パプリカ・しめじ 11.8 木耳・キャベツ 12.2

マッシュルーム・トマト 11.1 パプリカ 5.5

白菜・胡瓜・マンゴー 1 パイナップル 1.7

鶏肉・油揚げ ほうれん草 405 ☆仕入れ材料の都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ツナ 切干大根・人参 10.3 ☆スプーン等に氏名・園名の記入をお願いします。

山菜・カリフラワー 15.1 ☆弊社の給食には、「ピーナッツ」と「そば」を原料にしているものは使用しておりません。

1.3

鯖・油揚げ 人参・隠元 422

竹輪・豚肉 玉葱・キャベツ 13.6

グリーンピース・胡瓜 11.8

2.8

白身魚・豆腐 レンコン・人参 402

しめじ・ニラ 10.3

胡瓜・パイナップル 10.7

1.6

エビ・はんぺん アスパラ・ピーマン 380

卵 人参・もやし 12.1

玉葱・胡瓜 9.1

オレンジ 1.7

鶏肉・しらす キャベツ・人参 436

おかか ごぼう・玉葱 12.2

グリーンピース 11.1

白菜・胡瓜 2

平成２９年　1月　ようちえんのきゅうしょく

株式会社さんQ　

主　食 献　　　　立
熱や力になる
（きいろ）

主　食 献　　　　立
熱や力になる
（きいろ）

りんご おうとう

さけしおやき 米・植物油脂 ポークチャップ 米・植物油脂

カリフラワーのふくめに ドレッシング だいこんようふうに 小麦粉

ごはん

ヒレカツ・ちんげんさいソテー 米・植物油脂 ピーマンにくづめ 米・植物油脂
きりこぶにつけ ドレッシング エビすりみかのこだんご 小麦粉・パン粉
ブロッコリーサラダ 小麦粉・パン粉 ひじきに・こまつなおひたし

きゅうりとカブのひたひた さつま芋

うずらまめ・オレンジ さつまいもバターに・りんご バター

やきにくふういため・ねぎやき パン・植物油脂

ごまごはん

チキンナゲット ドレッシング

ツナサラダ

マンゴー

クロワッサン

みかん

とりにくのうまみやき・いりどうふ 米・植物油脂 イカやさいカツ・いんげんソテー 米・植物油脂

こまつなとしらたきのにもの なすのカレーいため 小麦粉・パン粉

ごはん

ハンバーグデミソース 米・植物油脂 とりみそやき 米・植物油脂

マカロニソテー マカロニ しろみざかなととうふのしんじょ マヨネーズ

ごぼうのしぐれに たけのこいために・かぼちゃサラダ 南瓜

もやしのあえもの

シューマイ

ホキパンこやき・ウィンナー パン・植物油脂 ちゅうかふうハンバーグ

チキンライス

春雨・ドレッシング ちんげんさいのカニふうみあん マヨネーズ

はるさめサラダ 小麦粉・さつま芋 ポテトサラダ

さつまいもレモンに だいずとこざかなのあめに・りんご

ゆかりごはん

じゃが芋 チキンサラダ・パイン

とりももからあげ 米・植物油脂

ほうれんそうソテー 油揚げ

きりぼしだいこんにつけ ドレッシング

ごはん

ポークソテースタミナソース 米・植物油脂 あじしょうがやき・にくづめしいたけ

ミニトマト・やさいコロッケ 小麦粉・パン粉 にんじんふくめに ドレッシング

はくさいサラダ ドレッシング ビーフンちゅうかいため ビーフン

さばしおやき・しのだまきふくめに 米・植物油脂

やきちくわふくめに 小麦粉・パン粉

にくじゃが・ホタテふうみフライ ドレシング

コールスローサラダ じゃが芋

ミックスフライ（エビ・はんぺん・アスパラ） 米・植物油脂

しらたきのしおこんぶいため 小麦粉・バター

もやしカレー・きゅうりのいためづけ

とうふハンバーグてりやき 米・植物油脂

しろみざかなたつたあげ ドレッシング

レンコンオイスターいため

チキンソテーハニーマスタード 米・植物油脂

ジャーマンポテト・キャベツソテー じゃが芋・里芋

ごもくに・プチゼリー

はくさいとしらすのサラダ

6（金）
服部メニュー

9（月）

10（火）

11（水）
服部メニュー

12（木）

13（金）

16（月）

17（火）

オレンジ

マカロニサラダ・パイン

カリフラワーとツナのサラダ・にくだんご

マンゴー

とりにくとピーマンのしおいため

かぼちゃのあまからやき・みかん

みずなとむしどりのサラダ・おうとう

キャベツわふうサラダ

18（水）

19（木）
服部メニュー

20（金）

23（月）

24（水）
服部メニュー

25（水）

26（木）

27（金）

30（月）
服部メニュー

31（火）

ごはん

ごまごはん

ごはん

ごはん

あおなごはん

バターロール

ごはん

ごまごはん

おかかごはん

ツナごはん

とりごもく
ごはん

成人の日

5（木）

服部 幸應（はっとりゆきお）
医学博士・健康大使。日本の料理評論家、学校法人服部学園理事長、服部栄養

専門学校校長、社団法人全国調理師養成施設協会会長、東日本料理学校協会会

長、ＮＰＯ日本食育インストラクター協会理事長、内閣府食育推進室「食育推進会

議」委員なども務め叙勲歴もある「食育」の第一人者。木


