
日 曜 幼児昼食 材料 幼児夕食 材料
ごはん　ハンバーグ 米　豚挽肉　玉葱　牛乳　パン粉　塩  油　ケチャップ　ソース 枝豆とじゃこのごはん 米　しらす干し　枝豆　酒　塩

いんげんのソテー いんげん　きのこ　バター　塩 南瓜のそぼろ煮　おかか和え 南瓜　鶏挽肉　油　砂糖　醤油　

スープ　果物 もやし　コーン　コンソメ　塩　　　果物 清し汁　果物 ｷｬﾍﾞﾂ　人参　削り節　醤油　おくら　麩　醤油　塩　果物

ごはん　春巻き 米　春巻 油 ごはん　タンドリーチキン 米　鶏もも肉　にんにく　塩　醤油　カレー粉　ヨーグルト

チンゲン菜の中華和え チンゲン菜　きのこ　砂糖　ごま油　酢　醤油 コールスロー キャベツ　胡瓜　人参　塩　マヨ

中華スープ　果物 白ごま　わかめ　長葱　ガラ　醤油　塩　　果物 スープ　果物 じゃが芋　玉葱　ベーコン　コンソメ　塩　果物

ごはん　卵とじ 米　豚もも肉　小松菜　人参　玉葱　卵　醤油　みりん ごはん　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

もやしの胡麻酢和え 酒　砂糖　もやし　人参　白ごま　砂糖　醤油　酢 炒めビーフン ビーフン　豚挽肉　人参　玉葱　ピーマン　きのこ 油　塩　醤油

味噌汁　果物 豆腐　きのこ　味噌　果物 中華スープ　果物 チンゲン菜　コーン　ガラ　醤油　塩　果物

タコライス 米　豚挽肉　砂糖　醤油　油　にんにく　生姜　玉葱 ごはん　豆腐の野菜あんかけ 米　豆腐　鶏挽肉　ピーマン　人参　玉葱　きのこ　醤油

じゃが芋ソテー ケチャップ　レタス　トマト　チーズ　人参　玉葱　じゃが芋 しらす和え みりん　生姜　片栗粉　ほうれん草　しらす干し　醤油

スープ　果物 塩　油　パセリ　キャベツ　人参　コンソメ　塩　　果物 味噌汁　果物 切干大根　きのこ　味噌　果物

冷やし中華 中華麺　胡瓜　人参　わかめ　トマト　ハム　卵　砂糖　油 ごはん　豚肉のソテー 米　豚もも肉　塩　油

チンゲン菜ソテー 醤油　酢　ごま油　白ごま　 南瓜のサラダ 南瓜　胡瓜　人参　マヨ　塩

果物 チンゲン菜　きのこ　醤油　ごま油　果物 スープ　果物 もやし　玉葱　パセリ　コンソメ　塩　果物

ごはん　魚の照り焼き 米　魚　みりん　醤油　油 チャーハン　 米　鶏挽肉　人参　長葱　コーン　グリンピース　ごま油　

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　醤油 胡瓜とわかめの中華サラダ 塩　醤油　胡瓜　わかめ　ツナ　砂糖　酢　白ごま　ごま油

清し汁　果物 小松菜　麩　醤油　塩　　果物 中華スープ　果物 豚挽肉　長葱　チンゲン菜　果物

チーズサンド 食パン　チーズ　 ごはん　厚揚げの甘辛炒め 米　生揚げ　豚もも肉　人参　玉葱　ピーマン　きのこ　

夏野菜のトマト煮込み 鶏もも肉　玉葱　人参　トマト　ズッキーニ　にんにく　トマトピューレー レモン和え 油　砂糖　醤油　キャベツ　レモン　油　砂糖　塩

じゃが芋のマヨネーズ焼き　果物 塩　じゃが芋　玉葱　塩　マヨ　パン粉　パセリ　果物 味噌汁　果物 きのこ　万能葱　味噌　果物

野菜のあんかけ丼 米　豚もも肉　玉葱　人参　きのこ　コーン　醤油　砂糖 ごはん　ぎょうざ 米　餃子

ごまみそ和え 片栗粉　キャベツ　人参　味噌　砂糖　白ごま ほうれん草の中華和え ほうれん草　人参　砂糖　ごま油　酢　醤油　白ごま

清し汁　果物 きのこ　小松菜　醤油　塩　　果物 中華スープ　果物 もやし　コーン　ガラ　醤油　塩　果物

ごはん　ポークビーンズ 米　大豆水煮　玉葱　ベーコン　小麦粉　ケチャップ　 五目ごはん 米　人参　油揚げ　鶏もも肉　きのこ ひじき　醤油

ブロッコリーサラダ ソース　パセリ　ブロッコリー　マヨ　塩 南瓜の含め煮　胡瓜のゆかり和え 砂糖　グリンピース　南瓜　砂糖　醤油　胡瓜　ゆかり粉

スープ　果物 じゃが芋　人参　コンソメ　塩　　果物 清し汁　果物 ほうれん草 麩　醤油　塩　果物

ごはん　回鍋肉 米　豚もも肉　キャベツ　人参　黄ピーマン　ピーマン　油　生姜 ごはん　魚のチーズ焼き 米　魚　塩　ケチャップ　ソース　ピザ用チーズ　パセリ

トマトとわかめのごまサラダ にんにく　砂糖　味噌　酒　ごま油　醤油　トマト　わかめ　砂糖 マカロニソテー マカロニ　人参　玉葱　コーン　塩　油

中華スープ　果物 酢　白ごま　ごま油　きのこ　にら　ガラ　醤油　塩　　果物スープ　果物 もやし　人参　コンソメ　塩　果物

カレーライス 米　鶏もも肉　人参　玉葱　南瓜　茄子　ズッキーニ　油 ごはん　豚肉の生姜焼き 米　豚もも肉　生姜　砂糖　みりん　醤油　油

ツナとキャベツのサラダ りんご　カレールウ　ツナ　キャベツ　油　酢　塩 いんげんのさっぱり和え いんげん　人参　コーン　醤油　酢　塩　砂糖　ごま油　白ごま

りんごジュース りんごジュース 味噌汁　果物 もやし　油揚げ　味噌　果物

そうめん　 そうめん　さくらんぼ缶　みかん缶　醤油　みりん ごはん　鶏肉の甘酢あんかけ 米　鶏もも肉　塩　小麦粉　油　酢　酒　ケチャップ　砂糖

かきあげ 玉葱　人参　さつま芋　小麦粉　油 もやしの香味和え みりん　片栗粉　もやし　人参　醤油　ごま油

ごまお浸し　果物 キャベツ　胡瓜　白ごま　醤油　果物 中華スープ　果物 チンゲン菜　きのこ　豚挽肉　ガラ　醤油　塩　果物

ピラフ　 米　人参　玉葱　鶏もも肉　コーン　塩　バター　グリンピースごはん　ツナじゃが 米　ツナ　じゃが芋　玉葱　人参　砂糖　酒　醤油　みりん　油

ラタトュユ トマト水煮　玉葱　ピーマン　茄子　人参　ベーコン　 土佐漬け 人参　胡瓜　塩　レモン　醤油　削り節　白ごま

スープ　果物 レタス　人参　果物 味噌汁　果物 油揚げ　小松菜　味噌　果物

とうもろこしごはん　ちくわの磯辺揚げ 米　とうもろこし　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　長葱　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

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　魚の生姜焼き 米　魚　生姜　醤油　みりん　油

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 ほうれん草と油揚げのお浸し ほうれん草　人参　油揚げ　醤油

スープ　果物 じゃが芋　人参　コンソメ　塩　果物 味噌汁　果物 じゃが芋　玉葱　味噌　果物

キャロットライス　ハンバーグ 米　人参　塩　バター　豚挽肉　玉葱　牛乳　パン粉　塩　油ごはん　豆腐の中華煮 米　豚もも肉　醤油　酒　人参　きのこ　豆腐　油　

ブロッコリーソテー ケチャップ　ソース　 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　玉葱　ﾊﾞﾀｰ　塩 いんげんのごましょうゆ和え チンゲン菜　砂糖　醤油　酒　いんげん　人参　醤油　ごま油

スープ　果物 ｷｬﾍﾞﾂ きのこ　ｺﾝｿﾒ　塩　果物 中華スープ　果物 わかめ　長葱　ガラ　醤油　塩　　　果物

3才未満児：274kcal   3歳以上児：361kcal

3才未満児：285kcal    3才以上児：427kcal

3才未満児：294kcal  3才以上児：423kcal

3才未満児：257kcal  3才以上児：399kcal

3才未満児：287kcal  3才以上児：421kcal

3才未満児：284kcal  3才以上児：415kcal

3才未満児：292kcal  3才以上児：411kcal

3才未満児：261kcal  3才以上児：410kcal

3才未満児：282kcal  3才以上児：394kcal

3才未満児：261kcal  3才以上児：397kcal

3才未満児：282kcal  3才以上児：418kcal

3才未満児：258kcal  3才以上児：391kcal

3才未満児：250kcal  3才以上児：373kcal

3才未満児：272kcal   3歳以上児：396kcal

3才未満児：256kcal    3才以上児：383kcal

3才未満児：265kcal    3才以上児：407kcal

3才未満児：265kcal  3才以上児：405kcal

3才未満児：294kcal  3才以上児：428kcal

3才未満児：282kcal  3才以上児：399kcal

3才未満児：252kcal  3才以上児：368kcal

3才未満児：254kcal   3歳以上児：393kcal

3才未満児：278kcal  3才以上児：393kcal

3才未満児：262kcal  3才以上児：389kcal

3才未満児：276kcal  3才以上児：412kcal

3才未満児：255kcal  3才以上児：397kcal

3才未満児：282kcal  3才以上児：414kcal

3才未満児：268kcal  3才以上児：403kcal

2 金

17 土
3才未満児：264kcal  3才以上児：385kcal

3才未満児：278kcal  3才以上児：425kcal

3才未満児：261kcal  3才以上児：422kcal

4 日

19 月

令和元年

1 木

16 金

3 土

18 日
3才未満児：282kcal  3才以上児：418kcal

3才未満児：288kcal  3才以上児：437kcal

7 水

22 木

5 月

20 火

6 火

21 水

25 日

8 木

23 金

9 金

24 土

10 土

13 火

28 水

11 日

26 月

12 月

27 火

14 水

29 木

31 土

15 木

30 金

☆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
おかゆ　ハンバーグ 米　豚挽肉　高野豆腐　酒　玉葱　人参　牛乳　パン粉 枝豆とじゃこのおかゆ 米　しらす干し　枝豆　酒　塩

いんげんのソテー 塩　油　ケチャップ　ソース　いんげん　きのこ　バター　塩 南瓜のそぼろ煮　おかか和え 南瓜　鶏挽肉　油　砂糖　醤油　

スープ　果物 もやし　コーン　コンソメ　塩　果物 清し汁　果物 キャベツ　人参　削り節　醤油　おくら　麩　醤油　塩　果物

おかゆ　豚肉の煮物 米　豚挽肉　きのこ　人参　もやし　ごま油　塩　醤油　片栗粉 おかゆ　鶏肉のケチャップ焼き 米　鶏もも肉　ケチャップ　砂糖　油

チンゲン菜の中華和え チンゲン菜　きのこ　砂糖　ごま油　酢　醤油　白ごま コールスロー キャベツ　胡瓜　人参　塩　マヨ

中華スープ　果物 わかめ　長葱　ガラ　醤油　塩　果物 スープ　果物 じゃが芋　玉葱　ベーコン　コンソメ　塩　果物

おかゆ　卵とじ 米　豚もも肉　小松菜　人参　玉葱　卵　醤油　みりん　酒 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

もやしの胡麻和え 砂糖　もやし　人参　白ごま　砂糖　醤油　酢 炒めビーフン ビーフン　豚挽肉　人参　玉葱　ピーマン　赤ピーマン　きのこ

味噌汁　果物 豆腐　きのこ　味噌　果物 中華スープ　果物 油　塩　醤油　チンゲン菜　コーン　ガラ　醤油　塩　果物

タコライスがゆ 米　豚挽肉　砂糖　醤油　油　にんにく　生姜　玉葱　 おかゆ　豆腐の野菜あんかけ 米　豆腐　鶏挽肉　ピーマン　人参　玉葱　きのこ

じゃが芋ソテー ケチャップ　レタス　トマト　チーズ　人参　玉葱　じゃが芋 しらす和え 醤油　みりん　生姜　片栗粉　ほうれん草　しらす干し　醤油

スープ　果物 塩　油　パセリ　キャベツ　人参　コンソメ　塩　果物 味噌汁　果物 切干大根　きのこ　味噌　果物

冷やしうどん 茹でうどん　胡瓜　人参　わかめ　トマト　鶏ささみ おかゆ　豚肉のソテー 米　豚もも肉　塩　油　

チンゲン菜ソテー 卵　砂糖　油　醤油　みりん　チンゲン菜　 南瓜サラダ 南瓜　胡瓜　人参　マヨ　塩　

果物 きのこ　醤油　ごま油　果物 スープ　果物 もやし　玉葱　パセリ　コンソメ　塩　果物

おかゆ　魚の照り焼き 米　魚　みりん　醤油　油 チャーハンがゆ 米　鶏挽肉　人参　長葱　コーン　グリンピース　ごま油

なすの味噌炒め　 豚挽肉　茄子　ピーマン　赤ピーマン　油　 胡瓜とわかめの中華サラダ 塩　醤油　胡瓜　わかめ　ツナ　砂糖　酢　白ごま　ごま油

清し汁　果物 味噌　砂糖　醤油　小松菜　麩　醤油　塩　　果物 ワンタンスープ　果物 ワンタンの皮　豚挽肉　長葱　チンゲン菜　果物

パン粥 食パン　牛乳　　鶏もも肉　玉葱　人参 おかゆ　豆腐の甘辛炒め 米　豆腐　豚もも肉　人参　玉葱　ピーマン　

夏野菜のトマト煮込み トマト　ズッキーニ　にんにく　トマトピューレー レモン和え きのこ　油　砂糖　醤油　キャベツ　レモン　油　砂糖　塩

じゃが芋のマヨネーズ焼き　果物 塩　じゃが芋　玉葱　塩　マヨ　パン粉　パセリ　果物 味噌汁　果物 きのこ　万能葱　味噌　果物

おかゆ　野菜のあんかけ 米　豚もも肉　玉葱　人参　きのこ　コーン　 おかゆ　ぎょうざ 米　豚挽肉　玉葱　にら　醤油　塩　ごま油　餃子の皮　油

ごまみそ和え 醤油　砂糖　片栗粉　キャベツ　人参　味噌　砂糖　白ごま ほうれん草の中華和え ほうれん草　人参　砂糖　ごま油　酢　醤油　白ごま

清し汁　果物 きのこ　小松菜　醤油　塩　　　果物 中華スープ　果物 もやし　コーン　ガラ　醤油　塩　果物

おかゆ　ポークビーンズ 米　大豆水煮　玉葱　豚挽肉　小麦粉　ケチャップ　 混ぜごはんがゆ 米　人参　鶏もも肉　きのこ　醤油　砂糖　グリンピース

ブロッコリーサラダ　 ウスターソース　パセリ　ブロッコリー　マヨ　塩 南瓜の含め煮　ゆかり和え 南瓜　砂糖　醤油　胡瓜　ゆかり粉

スープ　果物 じゃが芋　人参　ｺﾝｿﾒ　塩　果物 清し汁　果物 おくら　麩　醤油　塩　果物

おかゆ　回鍋肉 米　豚もも肉　キャベツ　人参　黄ピーマン　ピーマン　油　生姜 おかゆ　魚のチーズ焼き 米　魚　塩　ケチャップ　ソース　ピザ用チーズ　パセリ

トマトとわかめのごまサラダ 砂糖　味噌　酒　ごま油　醤油　トマト　わかめ　砂糖　酢マカロニソテー マカロニ　人参　玉葱　コーン　塩　油

中華スープ　果物 白ごま　ごま油　きのこ　にら　ガラ　醤油　塩　果物 スープ　果物 もやし　人参　コンソメ　塩　果物

おかゆ　チキンのコンソメ煮 米　鶏もも肉　人参　玉葱　南瓜　茄子　ズッキーニ おかゆ　豚肉の生姜焼き 米　豚もも肉　生姜　砂糖　みりん　醤油　油

ツナとキャベツのサラダ 塩　ツナ　キャベツ　油　酢　塩 いんげんのさっぱり和え いんげん　人参　コーン　醤油　酢　塩　砂糖　ごま油　白ごま

果物 果物 味噌汁　果物 もやし　人参　味噌　果物

そうめん　 そうめん　さくらんぼ缶　みかん缶　醤油　みりん おかゆ　鶏肉の甘酢あんかけ 米　鶏もも肉　塩　小麦粉　油　酢　酒　ケチャップ　

さつまいもと人参の甘煮　 さつまいも　人参　砂糖 もやいの香味和え 砂糖　みりん　片栗粉　もやし　人参　醤油　ごま油

ごまお浸し　果物 キャベツ　胡瓜　白ごま　醤油　果物 中華スープ　果物 チンゲン菜　きのこ　豚挽肉　ガラ　醤油　塩　果物

リゾット　 米　人参　玉葱　鶏もも肉　コーン　塩　バター　グリンピースおかゆ　ツナじゃが 米　ツナ　じゃが芋　玉葱　人参　砂糖　酒　醤油　みりん　油

ラタトゥユ トマト水煮　玉葱　ピーマン　茄子　人参　鶏ささみ 土佐漬け 人参　胡瓜　塩　レモン　醤油　削り節　白ごま

スープ　果物 レタス　人参　コンソメ　塩　果物 味噌汁　果物 人参　小松菜　味噌　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　ガラ　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　魚の生姜焼き 米　魚　生姜　醤油　みりん　油

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　 ほうれん草のお浸し ほうれん草　人参　醤油

スープ　果物 じゃが芋　人参　コンソメ　塩　果物 味噌汁　果物 じゃが芋　玉葱　味噌　果物

キャロットライスがゆ　ハンバーグ 米　人参　塩　バター　豚挽肉　高野豆腐　酒　玉葱　人参 おかゆ　豆腐の中華煮 米　豚もも肉　醤油　酒　人参　きのこ　豆腐　油　チンゲン菜

ブロッコリーソテー 牛乳　パン粉　塩　油　ケチャップ　ソース　ブロッコリー アスパラのごましょうゆ和え 砂糖　醤油　酒　アスパラ　人参　醤油　ごま油

スープ　果物 玉葱　バター　塩　キャベツ　きのこ　コンソメ　塩　果物 中華スープ　果物 わかめ　長葱　ガラ　醤油　塩　果物

179kcal

31 土

204kcal 184kcal

15 木

30 金
177kcal

175kcal

14 水

29 木
187kcal 187kcal

13 火

28 水
182kcal

195kcal

12 月

27 火
175kcal 189kcal

11 日

26 月
207kcal

185kcal

10 土

25 日
198kcal 188kcal

9 金

24 土
181kcal

205kcal

8 木

23 金
189kcal 182kcal

7 水

22 木
201kcal

205kcal

6 火

21 水
189kcal 203kcal

5 月

20 火
187kcal

205kcal

4 日

19 月
199kcal 189kcal

3 土

18 日
181kcal

200kcal

2 金

17 土
181kcal 193kcal

令和元年

1 木

16 金
199kcal

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。


