
日 曜 幼児昼食 材料 幼児夕食 材料
炊き込みごはん 米　人参　油揚げ　鶏もも肉　きのこ　醤油　砂糖　グリンピース　 ごはん　豚肉のねぎ塩だれ 米　豚もも肉　塩　小麦粉　長葱　生姜　にんにく　塩　酒　醤油

南瓜のそぼろ煮　酢の物 南瓜　鶏挽肉　油　砂糖　醤油　　胡瓜　わかめ チンゲン菜ソテー 砂糖　ごま油　チンゲン菜　人参　きのこ　玉葱　醤油　ごま油

清し汁　果物 酢　砂糖　塩　きのこ　麩 醤油　塩　果物 五目味噌汁　果物 里芋　大根　人参　ごぼう　油揚げ　だし汁　味噌　果物

ごはん　五目入り豆腐 米　鶏挽　豆腐　人参　玉葱　ごま油　醤油　砂糖　みりん　卵　枝豆 ごはん　魚の生姜焼き 米　魚　生姜　醤油　みりん

オクラとちくわの磯和え オクラ　ちくわ　のり　酢　醤油　砂糖 なすの味噌炒め 豚挽肉　茄子　ピーマン　赤ピーマン　油　

味噌汁　果物 豚挽　ナス　玉葱　人参　油　だし汁　味噌　果物 清し汁　果物 味噌　砂糖　醤油　冬瓜　万能葱　醤油　塩　果物

チャーハン　 米 ハム　人参　長葱　コーン　グリンピース　ごま油　醤油 ごはん　チキンソテー 米　鶏もも肉　塩　醤油　酒　油

胡瓜とわかめの中華サラダ 胡瓜　わかめ　砂糖　酢　白ごま　ごま油 いんげんとツナのサラダ さやいんげん　ツナ　人参　マヨ　醤油

春雨スープ　果物 キャベツ　人参　玉葱　鶏挽肉　春雨　醤油　ｶﾞﾗ　塩　果物スープ　果物 じゃが芋　玉葱　パセリ　ｺﾝｿﾒ　塩　果物

ごはん　ちくわの磯辺揚げ 米　　塩　ちくわ　小麦粉　青のり　油　醤油 ごはん　厚揚げの中華あんかけ 米　生揚げ　豚もも肉　人参　玉葱　砂糖　塩　醤油　片栗粉

ごま和え ほうれん草　キャベツ　人参　白ごま　砂糖　醤油 もやし炒め もやし　人参　きのこ　塩　醤油　ごま油

清し汁　果物 麩　葱　醤油　塩　果物 わかめスープ　果物 豆腐　わかめ　ねぎ　鶏ガラ　醤油　塩 果物

3才未満児：254kcal   3歳以上児：393kcal

七夕そうめん そうめん　醤油　みりん　鶏ささみ　ハム　人参　 ごはん　中華風卵炒め 米　卵　豚挽肉　玉葱　チンゲン菜　塩　醤油　ごま油

茄子と油揚げの煮物 おくら　みかん缶　茄子　油揚げ　醤油　砂糖 ナムル もやし　人参　砂糖　醤油　酢　ごま油　白ごま

果物 果物 中華スープ　果物 きのこ　万能葱　ｶﾞﾗ　醤油　塩　果物

3才未満児：271kcal   3歳以上児：374kcal

ごはん　魚の中華風漬け焼き 米　魚　葱　生姜　白ごま　醤油　みりん　酒　砂糖　 ケチャップライス 米　鶏挽肉　人参　玉葱　塩　油　ケチャップ　グリンピース

チンゲン菜のごましょうゆ和え ごま油　チンゲン菜　人参　きのこ　醤油　ごま油 ウインナー　いんげんソテー ウインナー　いんげん　玉葱　きのこ　塩　バター

中華スープ　果物 もやし　玉葱　豚挽肉　ｶﾞﾗ　醤油　塩　果物 スープ　果物 キャベツ　わかめ　ｺﾝｿﾒ　塩　果物

3才未満児：252kcal   3歳以上児：383kcal

和風スパゲティ スパゲティ　油　人参　玉葱　ベーコン　きのこ　塩　 ごはん　親子煮 米　鶏もも肉　人参　玉葱　きのこ　油　砂糖　醤油　みりん　卵

ブロッコリーのチーズソテー 醤油　酒　ブロッコリー　油　粉チーズ　塩 胡瓜のさっぱり和え ほうれん草　刻みのり　胡瓜　わかめ　酢　砂糖　塩

味噌汁　果物 もやし　油揚げ　わかめ　だし汁　味噌　果物 味噌汁　果物 にら　きのこ　味噌　果物

ごはん　豆腐ステーキ 米　豆腐　片栗粉　油　醤油　砂糖　グリンピース ごはん　魚のごま味噌焼き 米　魚　醤油　砂糖　味噌　白ごま　酒

茄子と挽肉の煮物 茄子　鶏挽肉　醤油　砂糖 切干大根の煮付け 切干大根　人参　油揚げ　砂糖　醤油　酒　

味噌汁　果物 麩　小松菜　味噌　果物 清し汁　果物 みりん　小松菜　豆腐　万能葱　醤油　塩　果物

サンドイッチ 食パン　じゃが芋　人参　胡瓜　マヨ　スライスチーズ ごはん　豚肉のトマトソース 米　豚もも肉　塩　トマト水煮　にんにく　玉葱　パセリ

わかめとコーンのサラダ わかめ　コーン　油　酢　醤油　大豆水煮　にんにく　玉葱 マカロニソテー マカロニ　人参　玉葱　ピーマン　塩　油

豆と野菜のトマトスープ　果物 鶏挽肉　人参　キャベツ　油　トマト　ｺﾝｿﾒ　塩　果物 スープ　果物 キャベツ　玉葱　きのこ　ｺﾝｿﾒ　塩　果物

冷やし中華 中華麺　卵　砂糖　油　ハム　きゅうり　もやし　鶏ガラ　醤油　酢　ごま油 中華風じゃこごはん 米　しらす干し　小松菜　人参　きのこ　ごま油　砂糖　醤油

かしわ天　枝豆・トマト 鶏肉　醤油　しょうが　にんにく　小麦粉　卵　油　枝豆　塩　トマト 野菜炒め 人参　もやし　玉葱　ハム　塩　醤油　ごま油

中華スープ　果物 春雨　ねぎ　鶏ガラ　醤油　塩　果物 中華スープ　果物 冬瓜　人参　豚挽肉　ｶﾞﾗ　醤油　塩　果物

ごはん　豆腐のふわふわ揚げ 米　豆腐　人参　長葱　芽ひじき　生姜　醤油　酒　片栗粉　油 ごはん　厚焼き卵 米　卵　砂糖　塩　みりん　油

磯和え みりん　醤油　片栗粉　ほうれん草　人参　刻みのり　醤油 ひじきの煮付け 芽ひじき　人参　油揚げ　砂糖　醤油　酒　みりん

味噌汁　果物 なめこ　葱　味噌　果物 味噌汁　果物 小松菜　麩　味噌　果物

ごはん　鶏肉のパン粉焼き 米　鶏もも肉　塩　パン粉　バター　ソース コーンピラフ 米　人参　玉葱　鶏もも肉　コーン　塩　バター　グリンピース

南瓜サラダ 南瓜　胡瓜　人参　マヨ　塩 キャベツのサラダ キャベツ　胡瓜　塩　油　酢　砂糖

トマトスープ　果物 トマト缶　小松菜　コンソメ　塩　砂糖　パセリ粉　果物 スープ　果物 じゃが芋　ベーコン　ｺﾝｿﾒ　塩　　　果物

ごはん　魚の甘酢あんかけ 米　魚　塩　小麦粉　油　酢　酒　ケチャップ　砂糖　 ごはん　肉野菜炒め 米　豚もも肉　にんにく　生姜　醤油　酒　人参　玉葱　もやし

チンゲン菜の中華和え みりん　片栗粉　チンゲン菜　きのこ　人参　砂糖　ごま油 ブロッコリーの中華和え 油　みりん　醤油　ブロッコリー　砂糖　醤油　酢　ごま油

中華スープ　果物 醤油　白ごま　にら　玉葱　豚挽肉　ｶﾞﾗ　醤油　塩　果物豆腐スープ　果物 豆腐　にら　人参　ガラ　醤油　塩　果物

五目うどん　 茹でうどん　醤油　みりん　胡瓜　人参　 ごはん　魚の南部焼き 米　魚　みりん　醤油　油　黒ごま

さつま芋の甘煮 油揚げ　砂糖　醤油　ハム　わかめ　トマト　 即席漬け キャベツ　人参　塩昆布

果物 さつま芋　砂糖　塩　果物 味噌汁　果物 南瓜　長葱　味噌　果物

カレーライス 米　豚もも肉　人参　玉葱　じゃが芋　油　りんご　カレールウ ごはん　鶏肉のレモン焼き 米　鶏もも肉　塩　油　醤油　パセリ　レモン

枝豆サラダ 枝豆　胡瓜　人参　コーン　塩　マヨ トマト　ブロッコリーソテー トマト　ブロッコリー　玉葱　塩　バター

野菜ジュース　果物 野菜ジュース　　　果物 スープ　果物 じゃが芋　人参　ベーコン 　ｺﾝｿﾒ　塩　果物

鮭ごはん 米　鮭　白ごま　酢　砂糖　塩 ごはん　生揚げの中華炒め 米　生揚げ　豚もも肉　人参　玉葱　きのこ　チンゲン菜

冬瓜のそぼろ煮　ゆかり和え 鶏挽肉　冬瓜　人参　グリンピース　砂糖　醤油　酒 胡瓜のたたき 油　砂糖　醤油　酒　片栗粉　胡瓜　塩　白ごま

清し汁　果物 片栗粉　キャベツ　ゆかり粉　小松菜　麩　醤油　塩　果物 味噌汁　果物 切干大根　玉葱　油揚げ　わかめ　だし汁　味噌　果物
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3才未満児：270kcal   3歳以上児：410kcal3才未満児：284kcal   3歳以上児：404kcal

28

木

29
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3才未満児：318kcal   3歳以上児：455kcal
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土

3才未満児：254kcal   3歳以上児：382kcal

3才未満児：271kcal   3歳以上児：406kcal

3才未満児：266kcal   3歳以上児：396kcal

水

金

木

3才未満児：284kcal   3歳以上児：358kcal
土

22

3才未満児：272kcal   3歳以上児：396kcal

3才未満児：258kcal   3歳以上児：395kcal

日
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水

5

3才未満児：282kcal   3歳以上児：409kcal

3才未満児：255kcal   3歳以上児：364kcal

7 火

23 木

3 金

19 日
3才未満児：262kcal   3歳以上児：397kcal 3才未満児：250kcal   3歳以上児：376kcal

4 土

20 月

3才未満児：282kcal   3歳以上児：418kcal

2 木

18 土
3才未満児：274kcal   3歳以上児：391kcal 3才未満児：258kcal   3歳以上児：385kcal

令和2年

1 水

17 金
3才未満児：263kcal   3歳以上児：382kcal

3才未満児：252kcal   3歳以上児：383kcal

3才未満児：262kcal   3歳以上児：398kcal

3才未満児：250kcal   3歳以上児：368kcal

3才未満児：303kcal   3歳以上児：435kcal

3才未満児：270kcal   3歳以上児：407kcal

3才未満児：255kcal   3歳以上児：388kcal

3才未満児：274kcal   3歳以上児：407kcal

水

火14

30

15

31

16

3才未満児：270kcal   3歳以上児：413kcal 3才未満児：259kcal   3歳以上児：380kcal

水

金

木

3才未満児：253kcal   3歳以上児：376kcal

☆仕入れ食材の都合により献立が変更となる場合があります。ご了承ください。

☆塩は食塩を使用します。油は植物油を使用します。

幼児



日 曜 乳児昼食 材料 乳児夕食 材料
まぜごはんがゆ 米　人参　鶏もも肉　きのこ　醤油　砂糖　グリンピース おかゆ　豚肉のねぎ塩だれ 米　豚もも肉　塩　小麦粉　長葱　生姜　にんにく　塩　酒

南瓜のそぼろ煮　酢の物 南瓜　鶏挽肉　油　砂糖　醤油 チンゲン菜ソテー 醤油　砂糖　ごま油　チンゲン菜　人参　きのこ　玉葱

清し汁　果物 胡瓜　わかめ　酢　砂糖　塩　きのこ　麩　醤油　塩　果物 五目味噌汁　果物 里芋　大根　人参　ごぼう　だし汁　味噌　果物

おかゆ 米 おかゆ　魚の生姜焼き 米　魚　生姜　醤油　みりん

五目入り豆腐 鶏挽　豆腐　人参　玉葱　ごま油　醤油　砂糖　みりん　卵　枝豆 なすの味噌炒め 豚挽肉　茄子　ピーマン　赤ピーマン　油　味噌　砂糖

味噌汁　果物 豚挽　ナス　玉葱　人参　油　だし汁　味噌　果物 清し汁　果物 醤油　冬瓜　万能葱　醤油　塩　果物

五目がゆ 米　鶏挽肉　人参　長葱　コーン　グリンピース　ごま油 おかゆ　チキンソテー 米　鶏もも肉　塩　醤油　酒　油

胡瓜とわかめの中華サラダ 塩　醤油　胡瓜　わかめ　砂糖　酢　白ごま　ごま油 いんげんとツナのサラダ いんげん　ツナ　人参　マヨ　醤油

中華スープ　果物 キャベツ　人参　玉葱　鶏挽肉　醤油　ｶﾞﾗ　塩　果物 スープ　果物 じゃが芋　玉葱　パセリ　ｺﾝｿﾒ　塩　果物

とうもろこしがゆ　魚の甘辛煮 米　とうもろこし　塩　魚　砂糖　醤油 おかゆ　豆腐の中華あんかけ 米　豆腐　豚もも肉　人参　玉葱　砂糖　塩　醤油　片栗粉

ごま和え　 ほうれん草　キャベツ　人参　白ごま　砂糖　醤油 もやし炒め もやし　人参　きのこ　塩　醤油　ごま油

清し汁　果物 麩　長葱　醤油　塩　果物 わかめスープ　果物 豆腐　わかめ　ねぎ　醤油　果物

七夕そうめん そうめん　醤油　みりん　鶏ささみ　人参　 おかゆ　中華風卵炒め 米　卵　豚挽肉　玉葱　チンゲン菜　塩　醤油　ごま油

茄子の煮物 おくら　みかん缶　茄子　醤油　砂糖　 ナムル もやし　人参　砂糖　醤油　酢　ごま油　白ごま

果物 果物 中華スープ　果物 きのこ　万能葱　ｶﾞﾗ　醤油　塩　果物

おかゆ　魚の中華風漬け焼き 米　魚　長葱　生姜　白ごま　醤油　みりん　酒　砂糖　ごま油 ケチャップリゾット 米　鶏挽肉　人参　玉葱　塩　油　ケチャップ　グリンピース

チンゲン菜のごましょうゆ和え チンゲン菜　人参　きのこ　醤油　ごま油 いんげんソテー いんげん　玉葱　きのこ　塩　バター

中華スープ　果物 もやし　玉葱　豚挽肉　ｶﾞﾗ　醤油　塩　果物 スープ　果物 キャベツ　わかめ　ｺﾝｿﾒ　塩　果物

和風スパゲティ スパゲティ　油　人参　玉葱　鶏挽肉　きのこ　 おかゆ　親子煮 米　鶏もも肉　人参　玉葱　きのこ　油　砂糖　醤油　みりん

ブロッコリーのチーズソテー 塩　醤油　酒　ブロッコリー　油　粉チーズ　塩　 胡瓜のさっぱり和え 卵　ほうれん草　刻みのり　胡瓜　わかめ　酢

味噌汁　果物 もやし　わかめ　だし汁　味噌　果物 味噌汁　果物 砂糖　塩　にら　きのこ　味噌　果物

おかゆ　豆腐ステーキ 米　豆腐　片栗粉　油　醤油　砂糖　グリンピース おかゆ　魚のごま味噌焼き 米　魚　醤油　砂糖　味噌　白ごま　酒

茄子と挽肉の煮物 茄子　鶏挽肉　醤油　砂糖　 切干大根の煮付け 切干大根　人参　砂糖　醤油　酒　みりん　小松菜

味噌汁　果物 麩　小松菜　果物 清し汁　果物 豆腐　万能葱　醤油　塩　果物

パン粥　じゃが芋のマヨネーズソテー食パン　牛乳　じゃが芋　人参　マヨ おかゆ　豚肉のトマトソース 米　豚もも肉　塩　トマト水煮　にんにく　玉葱　パセリ

わかめとコーンのサラダ わかめ　コーン　油　酢　醤油　大豆水煮　にんにく マカロニソテー マカロニ　人参　玉葱　ピーマン　塩　油

豆と野菜のトマトスープ　果物 玉葱　鶏挽肉　人参　キャベツ　油　トマト　コンソメ　塩　果物スープ　果物 キャベツ　玉葱　きのこ　ｺﾝｿﾒ　塩　果物

193kcal

おかゆ 米 中華風じゃこがゆ 米　しらす干し　小松菜　人参　きのこ　ごま油　砂糖　醤油

鶏肉の中華煮 鶏肉　きゅうり　もやし　枝豆　トマト　醤油　酢　砂糖　ごま油 野菜炒め 人参　もやし　玉葱　塩　醤油　ごま油

中華スープ　果物 春雨　ねぎ　醤油　ｶﾞﾗ　醤油　塩　果物 中華スープ　果物 冬瓜　人参　豚挽肉　ｶﾞﾗ　醤油　塩　果物

おかゆ　ひじき入り炒り豆腐 米　豆腐　人参　長葱　芽ひじき　生姜　醤油　酒　片栗粉 おかゆ　厚焼き卵 米　卵　砂糖　塩　みりん　油

磯和え　 油　みりん　醤油　片栗粉　ほうれん草　人参　キャベツ ひじきの煮付け 芽ひじき　人参　油揚げ　砂糖　醤油　酒　みりん

味噌汁　果物 刻みのり　醤油　きのこ　長葱　味噌　果物 味噌汁　果物 小松菜　麩　味噌　果物

おかゆ　鶏肉のパン粉焼き 米　鶏もも肉　塩　パン粉　バター　ソース コーンピラフがゆ 米　人参　玉葱　鶏もも肉　コーン　塩　バター　グリンピース

南瓜サラダ 南瓜　胡瓜　人参　マヨ　塩 キャベツのサラダ キャベツ　胡瓜　塩　油　酢　砂糖

トマトスープ　果物 トマト　小松菜　コンソメ　塩　砂糖　パセリ粉　果物 スープ　果物 じゃが芋　人参　ｺﾝｿﾒ　塩　果物

おかゆ　魚の甘酢あんかけ 米　魚　塩　小麦粉　油　酢　酒　ケチャップ　砂糖　みりん　 おかゆ　肉野菜炒め 米　豚もも肉　にんにく　生姜　醤油　酒　人参　玉葱

チンゲン菜の中華和え 片栗粉　チンゲン菜　きのこ　人参　砂糖　ごま油　醤油　白ごま ブロッコリーの中華和え もやし　油　みりん　醤油　ブロッコリー　砂糖　醤油　酢　ごま油

中華スープ　果物 にら　玉葱　豚挽肉　ｶﾞﾗ　醤油　塩　果物 豆腐スープ　果物 豆腐　人参　醤油　ｶﾞﾗ　塩　果物

五目うどん 茹でうどん　醤油　みりん　胡瓜　人参　鶏ささみ　 おかゆ　魚の南部焼き 米　魚　みりん　醤油　油　黒ごま

さつま芋の甘煮 わかめ　トマト　さつま芋　レーズン　砂糖　塩 即席漬け キャベツ　人参　塩昆布

果物 果物 味噌汁　果物 南瓜　長葱　味噌　果物

おかゆ　豚肉のコンソメ煮 米　豚もも肉　人参　玉葱　じゃが芋　 おかゆ　鶏肉のレモン焼き 米　鶏もも肉　塩　油　醤油　パセリ　レモン

枝豆サラダ 枝豆　胡瓜　人参　コーン　塩　マヨ トマト　ブロッコリーソテー トマト　ブロッコリー　玉葱　塩　バター

果物 果物 スープ　果物 じゃが芋　人参　ｺﾝｿﾒ　塩　果物

鮭がゆ　冬瓜のそぼろ煮 米　酒　白ごま　鶏挽肉　冬瓜　人参　グリンピース おかゆ　豆腐の中華炒め 米　豆腐　豚もも肉　人参　玉葱　きのこ　チンゲン菜　油

キャベツのゆかり和え 砂糖　醤油　酒　片栗粉　キャベツ　ゆかり粉 胡瓜のたたき 砂糖　醤油　酒　片栗粉　胡瓜　塩　白ごま　ごま油　醤油　砂糖

清し汁　果物 小松菜　麩　果物 味噌汁　果物 切干大根　玉葱　わかめ　だし汁　味噌　果物

29 月

15 月

30 火

13 土

28 日

14 日

27 土

9 火

24 水

10 水

25 木

11 木

26 金

12 金

22 月

6 土

21 日

4 木

20 土

7 日

5 金

19 金

令和元年

1 月

17 水
191kcal

205kcal

196kcal

2 火

18 木

3 水

177kcal

195kcal

195kcal

172kcal

187kcal

177kcal

177kcal

185kcal

194kcal

197kcal

190kcal

181kcal

194kcal

184kcal

175kcal

188kcal

187kcal

190kcal

188kcal

178kcal

8 月

23 火

188kcal

16 火

31 水
193kcal

197kcal 174kcal

193kcal

189kcal

182kcal

200kcal

乳児

☆仕入れ食材の都合により献立が変更となる場合があります。ご了承ください。

☆塩は食塩を使用します。油は植物油を使用します。


