
22(木)

ご飯,バーベキューチキン,ポテトサ
ラダ,もやしのスープ,ロールケーキ

昆布/牛乳,青りんごゼ
リー

鶏肉,ハム,鶏卵,牛乳 米,砂糖,じゃがいも,マ
ヨネーズ,小麦粉・,
コーンスターチ,生ク
リーム,ゼリー

きゅうり,もやし,キャ
ベツ,にんじん,コーン,
パイン缶

745kcal
25.6g
28.1g

24(土)

肉うどん,炒り豆腐,ブロッコリーと
ツナのゴマドレサラダ,バナナ

クラッカー/牛乳,どう
ぶつビスケット

牛肉,豆腐,ツナ,牛乳 うどん,砂糖,ごま油 しいたけ,にんじん,ね
ぎ,ブロッコリー,レッ
ドオニオン,バナナ

446kcal
18.7g
20.1g

リズム幼稚園
26(月)

ご飯,牛肉の柳川風煮,小松菜のじゃ
こ和え,じゃが芋と人参の味噌汁

ウエハース/牛乳,
シュークリーム

牛肉,鶏卵,ちりめん
じゃこ,わかめ,牛乳

米,油,砂糖,じゃがい
も,シュークリーム

ごぼう,こまつな,にん
じん 609kcal

22.5g
25.6g

日付 給食 10時/15時
からだの血や肉にな

るもの
からだの熱や力にな

るもの
体の調子をととのえ

るもの

ｴﾈﾙｷﾞｰ
たんぱく

質
脂肪

27(火)

ご飯,サバの竜田揚げ,にんじんしり
しり,きのこと肉団子の中華スープ

ビスケット/牛乳,ス
イートポテト

さば,鶏卵,ツナ,鶏ひき
肉,牛乳

米,砂糖,かたくり粉,
油,さつまいも,バタ－

にんじん,もやし,えの
きたけ,しいたけ,しょ
うが

658kcal
24.7g
27.3g

1(木)

ご飯,ホイコーロー風炒め,もやしの
ナムル,春雨スープ

バナナ/牛乳,レーズン
マフィン

豚肉,わかめ,牛乳,鶏卵 米,砂糖,ごま油,はるさ
め,ホットケーキミッ
クス,バター,油

キャベツ,にんじん,ほ
うれんそう,もやし,
コーン,レーズン

644kcal
22.6g
23.3g

28(水)

ご飯,ビーフシチュー,コールスロー
サラダ,梨

きな粉せんべい/牛乳,
ババロア

牛肉,牛乳 米,じゃがいも,油,マヨ
ネーズ

にんじん,ブロッコ
リー,キャベツ,きゅう
り,コーン,なし

636kcal
16.6g
27.4g

2(金)

ご飯,ホキのチーズ焼き,マカロニ和
風サラダ,レタススープ

ウエハース/牛乳,きな
こクッキー

ホキ,ツナ缶,ウイン
ナー,牛乳,きな粉

米,マカロニ,薄力粉,バ
タ－,砂糖

きゅうり,にんじん,
コーン,レタス 627kcal

23.8g
23.4g

29(木)

ご飯,おでん,ほうれん草の白和え,
麩と玉ねぎのすまし汁

バナナ/牛乳,マドレー
ヌ

鶏肉,生揚げ,豆腐,牛
乳,鶏卵

米,こんにゃく,里芋,砂
糖,ふ,ホットケーキ
ミックス,バター

にんじん,ほうれんそ
う,しいたけ,ねぎ 677kcal

22.6g
28.3g

3(土)

五目うどん,大根と竹輪の煮物,かぼ
ちゃの天ぷら,フルーツミックス

クラッカー/牛乳,ク
リームコンフェ

ハム,竹輪,牛乳 うどん,砂糖,小麦粉,油 トマト,きゅうり,もや
し,ねぎ,さやいんげん,
かぼちゃ,もも缶,みか
ん缶

417kcal
14.1g
13.8g

30(金)

ご飯,鮭のパン粉焼き,大根とツナの
サラダ,白菜のコンソメスープ

いりこ/牛乳,ミルクも
ち

さけ,ツナ,わかめ,牛
乳,きな粉

米,マヨネーズ,パン粉,砂
糖,かたくり粉

きゅうり,にんじん,は
くさい,コーン 600kcal

24.8g
19.8g

5(月)

ご飯,赤魚の照り焼き,きんぴられん
こん,けんちん汁

りんご/牛乳,さつま芋
蒸しパン

赤魚,豚肉,牛乳 米,油,砂糖,里芋,こん
にゃく,ごま油,ホット
ケーキミックス,さつ
まいも

れんこん,にんじん,ご
ぼう 600kcal

21.4g
19.4g

月平均栄養価　　　エネルギー   588kcal　　　たんぱく質   22.6g　　　脂質   20.9g

6(火) お弁当の日
ビスケット/牛乳,ピー
チゼリー

牛乳,ゼラチン もも缶
177kcal
22.6g
5.8g

7(水)

焼きそばパン,フライドポテト,玉ねぎと
ウインナーのコンソメスープ,オレンジ
（ぞう組リクエスト）

昆布/牛乳,チョコバナ
ナ

豚肉,あおのり,ウイン
ナー,牛乳

ロールパン,中華めん,
油,じゃがいも,ﾁｮｺﾚ-ﾄ

キャベツ,にんじん,オレ
ンジ,バナナ 581kcal

19.5g
19.9g

8(木)

ご飯,サバのウスターソース煮,ブ
ロッコリーの和え物,ワンタンスー
プ

きな粉せんべい/牛乳,
マーブルケーキ

さば,牛乳,鶏卵 米,砂糖,薄力粉,バタ－ ブロッコリー,キャベ
ツ,にんじん,チンゲン
サイ

688kcal
24.3g
24.8g

9(金)

ご飯,チキンカレー,レタスサラダ,
バナナ

ゴーフレット/牛乳,プ
リン

鶏肉,ハム,牛乳 米,じゃがいも,油 にんじん,レタス,きゅ
うり,コーン,バナナ 630kcal

21.0g
20.7g

10(土)

ジャージャー麺,三角春巻き,白菜の
おかか和え,梨

クッキー/牛乳,あんぱ
ん

豚ひき肉,牛乳 中華めん,ごま油,砂糖,
かたくり粉,油,あんパ
ン

しいたけ,たけのこ,
きゅうり,はくさい,に
んじん,なし

498kcal
22.9g
17.7g

12(月)

ご飯,アジの胡麻味噌焼,ほうれん草
ののり和え,豆腐のすまし汁

クラッカー/牛乳,ホッ
トケーキ

あじ,豆腐,牛乳 米,油,砂糖,ふ,ホット
ケーキミックス,いち
ごジャム

ほうれんそう,にんじ
ん,えのきたけ,ねぎ 608kcal

23.8g
20.0g

13(火)

ご飯,鶏肉のケチャップ煮,野菜サラ
ダ,ミックスベジタブルのコンソメ
スープ

りんご/牛乳,ゴマクッ
キー

鶏肉,わかめ,牛乳 米,油,じゃがいも,バタ
－,砂糖,薄力粉

かぼちゃ,なす,キャベ
ツ,にんじん 635kcal

21.8g
21.5g

14(水)

ご飯,チンジャオロース,トマトと
きゅうりの塩昆布和え,チンゲン菜
の中華スープ

ウエハース/牛乳,ジャ
コトースト

牛肉,塩昆布,牛乳,ちり
めんじゃこ

米,油,砂糖,食パン,マ
ヨネーズ

ピーマン,赤ピーマン,
たけのこ,トマト,きゅ
うり,チンゲンサイ,に
んじん

619kcal
24.7g
25.7g

15(木)

ご飯,赤魚のきのこあんかけ,れんこ
んサラダ,玉ねぎのすまし汁

いりこ/牛乳,バナナき
な粉

赤魚,ひじき,わかめ,牛
乳,きな粉

米,かたくり粉,油,マヨ
ネーズ,砂糖

はくさい,にんじん,し
めじ,えのきたけ,ねぎ,
れんこんコーン,オク
ラ,バナナ

603kcal
21.0g
20.0g

16(金)

ご飯,ひじきつくねの照り焼き,キャ
ベツのゆかり和え,なめこの味噌汁

ビスケット/牛乳,ソー
ダゼリー

鶏ひき肉,ひじき,豆腐,
牛乳,ゼラチン

米,かたくり粉,油,砂
糖,ラムネ

にんじん,キャベツ,
きゅうり,なめこ,ねぎ,
パイン缶

608kcal
36.4g
17.4g

20(火)

高菜ご飯,ホキの煮つけ,蒸し鶏とひ
じきの和え物,竹輪のすまし汁

オレンジ/牛乳,サー
ターアンダギー

ホキ,鶏ささ身,ひじき,
竹輪,牛乳,鶏卵

米,砂糖,ごま油,ホット
ケーキミックス,薄力
粉,油

たかな漬け,きゅうり,にん
じん,しいたけ,ねぎ 587kcal

26.1g
13.7g

21(水)

コーンご飯,野菜炒め,ミートボー
ル,豚汁,バナナ
（くま組リクエスト）

ゴーフレット/牛乳,
ワッフル

ｳｲﾝﾅ-,ミートボール,
豚肉,牛乳

米,バタ－,砂糖,こん
にゃく,里芋,ワッフル,
いちごジャム

コーン,キャベツ,にん
じん,はくさい,ごぼう,
バナナ

626kcal
18.8g
17.7g

2022年9月1日～2022年9月30日

記載しているカロリー表示は、(2号）給食＋昼おやつの栄養価です。朝おやつは含まれません。

献立は材料の仕入れにより変更する場合があります。

㈱福岡県南部給食センター

きれいな箸づかいは、料理が食べやすいだけでなく、他の人にも良い

印象を与え、逆に、お箸が上手に使えないと、食べ物をこぼしてし

まったり、他の人にも良い印象をもたれません。

なので、子供のころからお箸や、食事のマナーを身につけましょう。

マナーのお手本は、身近な大人です。お父さんやお母さん、周りの大

人たちが正しい食べ方をしていれば、子どもは自然にそれをまねして

くれます。

みんながそろって楽しく食べながら、自然に食事のマナーが身につく

といいですね。

このような使い方はＮＧ！！


