
曜日 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土
日 25 12　　　26 13　　　27 14　　　28 1　　　15 2　　　16 4　　　18 5　　　19 6　　　20 7　　　21 8　　　22 9　　　23

乳児 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
午前おやつ せんべい ビスケット せんべい ビスケット せんべい ビスケット せんべい ビスケット せんべい ビスケット せんべい ビスケット

主食 ミートソース ご飯 カレーライス ご飯 ゆかりご飯 ほうとう ご飯 炊き込みご飯 ソフトフランスパン ご飯 ご飯 中華丼
ツナサラダ ひじき入り卵焼き 豚レバーの甘辛煮 魚の漬け焼き 筑前煮 大根のそぼろ煮 鶏肉のバーベキューソース おでん マカロニグラタン 魚の竜田揚げ 和風ハンバーグ さつまいもの甘煮

副食 トマト 南瓜の甘煮 おかか和え 人参の甘煮 しらす和え 塩もみ 青菜とコーンのソテー ブロッコリー コーンサラダ レンコンの金平 人参のおかか煮 ツナ和え
野菜スープ 胡瓜の中華和え ごま和え 味噌汁 粉ふき芋 味噌汁 トマト 塩もみ ピーマンのジャコ炒め 味噌汁

すまし汁 味噌汁 白菜スープ 野菜スープ 味噌汁 味噌汁
スパゲッティ 胚芽米 胚芽米 胚芽米 胚芽米 乾麺 胚芽米 胚芽米 ソフトフランスパン 胚芽米 胚芽米 胚芽米
豚ひき肉 豚肉 ゆかり 鶏肉 鶏肉 豚肉
玉葱　　人参 鶏卵 玉葱　　人参 白身魚 葱 鶏肉 人参　干し椎茸 マカロニ 白身魚 豚ひき肉 人参
マッシュルーム 豚ひき肉 じゃが芋 酒 鶏肉 人参 ケチャップ グリンピース 鶏肉 酒 玉葱 葱
ピーマン ひじき 南瓜 なたね油 レンコン 南瓜 中濃ソース 酒　　塩 玉葱 醤油　 塩 白菜
小麦粉 葱　　人参 りんご みりん ごぼう 大根 砂糖 醤油 さやいんげん みりん なたね油 グリンピース
なたね油　　塩 かつおだし 小麦粉 醤油 干し椎茸 かつお・昆布だし なたね油 小麦粉 片栗粉 醤油 みりん
ケチャップ 醤油 バター 人参 大豆味噌 じゃが芋 バター なたね油 砂糖 醤油

材料 デミグラスソース 砂糖 カレー粉 人参 里芋 みりん ほうれん草 大根 牛乳　スキムミルク みりん かつおだし
粉チーズ なたね油 塩　　なたね油 砂糖 かつおだし ホールコーン 人参 塩 レンコン 片栗粉 片栗粉

スキムミルク 醤油 砂糖 大根 なたね油 昆布 パン粉 人参 なたね油
ツナ缶 南瓜 醤油 醤油 鶏ひき肉 塩 ちくわぶ 粉チーズ ごま油 人参
胡瓜 砂糖 中濃ソース ほうれん草 なたね油 なたね油 がんもどき 砂糖 醤油 さつま芋
キャベツ 醤油 ケチャップ もやし 酒 じゃが芋 こんにゃく キャベツ　人参 醤油 砂糖 砂糖
穀物酢 ごま 胡瓜 かつおだし 塩 醤油　　みりん ホールコーン みりん かつお節 醤油
なたね油　　塩 胡瓜 豚レバー 砂糖 しらす 醤油 かつおだし 穀物酢

人参 みりん　　醤油 醤油 醤油 砂糖 白菜 塩 なたね油　　塩 キャベツ ピーマン ツナ缶
トマト 穀物酢 片栗粉　なたね油 片栗粉 玉葱 塩 チリメンジャコ キャベツ

砂糖 大根 豆腐 しめじ ブロッコリー トマト ごま油 人参
人参 醤油 もやし 油揚げ わかめ キャベツ 塩 大根 醤油 醤油
玉葱 ごま油 人参 万能葱 葱 人参 かつおだし かぶ ベーコン ほうれん草
チンゲンサイ 醤油 大豆味噌 大豆味噌 塩 醤油 かぶの葉 セロリ　　玉葱 大豆味噌 豆腐 なめこ
塩 ほうれん草　葱 かつお節 いりこ・昆布だし いりこ・昆布だし ガラスープ 油揚げ 人参　　 いりこ・昆布だし 葱 葱
醤油 えのき茸 大豆味噌 塩 人参 大豆味噌
かつおだし 塩　醤油 いりこ・昆布だし ガラスープ 大豆味噌 いりこ・昆布だし
ガラスープ かつお・昆布だし いりこ・昆布だし

デザート りんご ぽんかん バナナ バナナ いちご バナナ りんご いよかん いちご りんご ぽんかん バナナ
牛乳 麦茶 いちごヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

大学芋 ソース焼き米めん せんべい ブラウニー シュガーバタートースト おにぎり クリームサンド いちごジャムの米粉蒸しパン ポテトもち 肉まん しっとりココアクッキー おにぎり
さつま芋 米めん プレーンヨーグルト 小麦粉 食パン 胚芽米 パンプキンパン 米粉 じゃが芋 小麦粉　なたね油 米粉 胚芽米

材料 なたね油 豚肉　桜えび 砂糖 ベーキングパウダー バター 黄な粉 生クリーム ベーキングパウダー なたね油 ベーキングパウダー 高野豆腐　ココア 醤油
砂糖 キャベツ　人参 いちごジャム スキムミルク 砂糖 砂糖 砂糖 砂糖 片栗粉 たけのこ　葱　塩 ベーキングパウダー かつお節
醤油 玉葱　ニラ ココア　　鶏卵 塩 調整豆乳 醤油 干し椎茸　砂糖 調整豆乳　砂糖

なたね油　塩　青のり せんべい 砂糖　　はちみつ なたね油 きざみのり 片栗粉　豚ひき肉 レーズン
中濃ソース マーマレード　バター 穀物酢　いちごジャム 醤油　酒　ごま油 なたね油

エネルギー（乳児）Kcal 677(579) 564 (472) 621(518) 619(565) 626(501) 625(496) 707(563) 625(553) 662(569) 567(517) 611(543) 655(527)
タンパク質（乳児）  g 23.8(19.2) 18.3 (15.8) 23.4(20.3) 25.2(22.2) 22.4(18,4) 21.8(17.3) 25.4(20.6) 21.7(18.7) 20.7(17.8) 24.1(21.2) 24.1(21.1) 21.5(17.5)

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶
菓子・果物 菓子・オレンジゼリー おにぎり 菓子・果物 菓子・果物 菓子 菓子・果物 ポップコーン 菓子・果物 菓子・果物 蒸かし芋 菓子

オレンジジュース 胚芽米 ポップコーン じゃが芋
寒天　　砂糖 わかめご飯の素 なたね油　　塩 塩

2019年　 2月　　乳　幼　児　献　立　表　　（中野区保育園・幼稚園分野） 

3時おやつ

補食

材料

＊補食は延長保育対象児のみになります。
＊献立内容は都合により変更する場合があります。
＊今月の「やさいデー」は、野菜の使用量の多い日に設定しています。
＊柑橘類は入荷の状況により変更になることがあります。

＊ガラスープは鶏と豚を使用しています。
＊おやつ・補食の市販菓子は、卵、乳、胡麻が含まれていないものを使用しています。
＊　　　    で囲まれた食材は、アレルゲンの確認が必要な加工食品です。

やさいデー



月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土
25 12       26 13       27 14       28 1       15 2       16 4       18 5       19 6       20 7       21 8       22 9       23

主食 うどんのケチャップ炒め 軟飯 軟飯 軟飯 軟飯 味噌煮込みうどん 軟飯 軟飯 パン 軟飯 軟飯 軟飯
胡瓜のスティック煮 ソフトオムレツ ミートボールの煮物 白身魚の照り焼き つくねの煮物 大根のそぼろ煮 つくねのケチャップ煮 大根とツナの煮物 大根のそぼろ煮 白身魚の煮物 ミートボールの煮物 キャベツとツナの煮物

副食 トマト 南瓜の煮物 じゃが芋の煮物 青菜の煮物 胡瓜としらすの煮物 キャベツと人参の煮物 粉ふき芋 ブロッコリー トマト 人参のスティック煮 じゃが芋の煮物 人参のスティック煮

スープ すまし汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁 スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁
乾めん 米 米 米 米 乾めん 米 米 パン 米 米 米
豚ひき肉 人参 バター
玉葱 鶏卵 豚ひき肉 白身魚 鶏ひき肉 玉葱 鶏ひき肉 大根 白身魚 豚ひき肉 キャベツ
人参 玉葱 玉葱 醤油 玉葱 大豆味噌 玉葱 ツナ缶 大根 醤油 玉葱 ツナ缶
なたね油 ミルク 片栗粉 砂糖 片栗粉 砂糖 片栗粉 醤油 豚ひき肉 砂糖 片栗粉 醤油
ケチャップ 塩 醤油 かつおだし 醤油 かつおだし ケチャップ 砂糖 醤油 かつおだし 醤油 砂糖

材料 なたね油 砂糖 なたね油 砂糖 砂糖 かつおだし 砂糖 片栗粉 砂糖 かつおだし
胡瓜 かつおだし かつおだし 大根 かつおだし 片栗粉 かつおだし かつおだし 片栗粉

南瓜 ほうれん草 鶏ひき肉 片栗粉 人参
トマト 醤油 じゃが芋 醤油 胡瓜 醤油 じゃが芋 ブロッコリー 醤油 じゃが芋 人参

砂糖 醤油 しらす 砂糖 砂糖 醤油 醤油
砂糖 醤油 かつおだし かぶ トマト 砂糖 砂糖

玉葱 大根 片栗粉 白菜 大豆味噌
スープ ほうれん草 大豆味噌 スープ かつおだし 大根
塩 塩 人参 かつおだし わかめ キャベツ 塩 人参 大豆味噌 葱 葱

醤油 大豆味噌 葱 人参 スープ かつおだし 大豆味噌 大豆味噌
かつおだし かつおだし 大豆味噌 醤油 塩 かつおだし かつおだし

かつおだし
煮りんご ぽんかん バナナ バナナ いちご バナナ 煮りんご いよかん いちご 煮りんご ぽんかん バナナ

主食 軟飯 焼きうどん 軟飯 煮込みうどん パン 軟飯 パン 煮込みうどん 軟飯 軟飯 煮込みうどん 煮込みうどん
キャベツとツナの煮物 白菜の煮物 レバーの煮つぶし 人参のそぼろ煮 豆腐のケチャップ煮 白身魚の煮物 白身魚のムニエル つくねの煮物 白身魚の照り焼き 高野豆腐の煮物 豆腐の煮物 さつま芋の煮物

副食 さつま芋の煮物 胡瓜のスティック煮 もやしと人参の煮物 もやしの煮物 里芋の煮物 南瓜の煮物 ほうれん草とコーン煮物 人参のスティック煮 じゃが芋の煮物 キャベツの煮物 人参のおかか煮 白菜の煮物
スープ 味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁 スープ 味噌汁 味噌汁
米 乾めん 米 乾めん パン 米 パン 乾めん 米 米 乾めん 乾めん

豚ひき肉 わかめ バター バター 玉葱 わかめ 豚ひき肉
キャベツ 玉葱 豚レバー 葱 白身魚 人参 白身魚 高野豆腐 葱 人参
ツナ缶 キャベツ 醤油 人参 豆腐 醤油 白身魚 かつおだし 醤油 人参 人参 玉葱
醤油 なたね油 砂糖 醤油 ケチャップ 砂糖 片栗粉 醤油 砂糖 醤油 醤油 醤油
砂糖 醤油 片栗粉 砂糖 砂糖 かつおだし 塩 砂糖 かつおだし 砂糖 砂糖 砂糖
かつおだし 塩 かつおだし かつおだし 片栗粉 片栗粉 なたね油 なたね油 片栗粉 かつおだし かつおだし
片栗粉 かつおだし 鶏ひき肉 かつおだし

白菜 もやし 人参 南瓜 ほうれん草 玉葱 じゃが芋 豆腐 さつま芋
材料 さつま芋 醤油 人参 豚ひき肉 里芋 醤油 ホールコーン 片栗粉 醤油 キャベツ 醤油 醤油

醤油 醤油 醤油 醤油 砂糖 醤油 醤油 砂糖 醤油 砂糖 砂糖
砂糖 胡瓜 砂糖 砂糖 砂糖 片栗粉

かつおだし かつおだし かつおだし 白菜
南瓜 葱 玉葱 キャベツ ほうれん草 醤油

チンゲンサイ 葱 大豆味噌 もやし 人参 大豆味噌 スープ 人参 大豆味噌 大豆味噌 人参
人参 大豆味噌 かつおだし 醤油 スープ かつおだし 塩 醤油 かつおぶし かつおだし 醤油
塩 かつおだし 塩 砂糖 砂糖
醤油 かつお節
スープ

デザート

午
後

＊野菜は柔らかく茹でてから調理しています ＊ 献立内容は都合により変更する場合があります。

＊　　　　　で囲まれた食材は、アレルゲンの確認が必要な加工食品です。
＊スープは野菜の煮汁を使用しています。

　2019年　2月　　離　乳　食　献　立　表　　（　後 　期　） 中野区保育園・幼稚園分野
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前


