
曜 日 幼児昼食 材料 おやつ 午後食 材料
ごはん　肉野菜炒め 米　豚もも肉　人参　玉葱　油　みりん　酒　醤油 マカロニあべかわ おかゆ　肉野菜炒め 米　豚もも肉　人参　玉葱　油　みりん　酒　醤油

春雨サラダ 春雨　胡瓜　人参　酢　塩　砂糖　ごま油　醤油 牛乳 胡瓜サラダ 胡瓜　人参　酢　塩　砂糖　ごま油　醤油

中華スープ　果物 ほうれん草　きのこ　果物 中華スープ　果物 ほうれん草　きのこ　果物

菜飯　魚の照り焼き 米　小松菜　魚　生姜　みりん　醤油　油 レーズン蒸しパン 菜飯がゆ　魚の照り焼き 米　小松菜　魚　生姜　みりん　醤油　油

里芋の白煮 里芋　みりん　砂糖 牛乳 里芋の白煮 里芋　みりん　砂糖

清し汁　果物 豆腐　きのこ　果物 清し汁　果物 豆腐　きのこ　果物

ごはん　ハンバーグ 米　豚挽肉　高野豆腐　酒　玉葱　牛乳　パン粉 シュガーバタートースト おかゆ　ハンバーグ 米　豚挽肉　高野豆腐　酒　玉葱　牛乳　パン粉

ブロッコリーソテー 塩　油　ケチャップ　ソース　ブロッコリー　人参　バター　塩 牛乳 ブロッコリーソテー 塩　油　ケチャップ　ソース　ブロッコリー　人参　バター　塩

スープ　果物 じゃが芋　コーン　果物 スープ　果物 じゃが芋　コーン　果物

ごはん　おでん 米　生揚げ　さつま揚げ　がんもどき　大根　人参　醤油 ポテトフライ おかゆ　ツナと野菜の煮物 米　ツナ　大根　人参　醤油

キャベツのレモン和え キャベツ　胡瓜　人参　レモン　油　砂糖　塩 牛乳 キャベツのレモン和え キャベツ　胡瓜　人参　レモン　油　砂糖　塩

味噌汁　果物 南瓜　長葱　味噌　果物 味噌汁　果物 南瓜　長葱　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　みりん　片栗粉 ホットケーキ 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

もやし炒め もやし　人参　玉葱　きのこ　豚挽肉　ごま油　醤油 牛乳 もやし炒め 片栗粉　もやし　人参　玉葱　きのこ　豚挽肉　塩　ごま油

中華スープ　果物 春雨　万能葱　果物 中華スープ　果物 醤油　ほうれん草　万能葱　果物

ジャムバターサンド 食パン　マーガリン　ジャム マカロニあべかわ パン粥 食パン　牛乳

シチュー 鶏もも肉　じゃが芋　人参　玉葱　バター　小麦粉　牛乳　塩 牛乳 シチュー 鶏もも肉　じゃが芋　人参　玉葱　バター　小麦粉　牛乳　塩

白菜サラダ　果物 グリンピース　白菜　わかめ　油　酢　醤油　塩　果物 白菜サラダ　果物 グリンピース　白菜　わかめ　油　酢　醤油　塩　果物

ごはん　鶏の唐揚げ 米　鶏もも肉　酒　醤油　生姜　片栗粉　酒 さつま芋フライ おかゆ　鶏の煮物 米　鶏もも肉　醤油　砂糖　片栗粉

三色おかか和え ほうれん草　人参　もやし　かつお節　醤油 牛乳 三色おかか和え ほうれん草　人参　もやし　醤油　かつお節

味噌汁　果物 大根　油揚げ　味噌　果物 味噌汁　果物 大根　油揚げ　味噌　果物

ごはん　卵の中華あんかけ 米　卵　人参　玉葱　砂糖　塩　油　醤油　片栗粉　グリンピース 味噌煮込みうどん おかゆ　卵の中華あんかけ 米　卵　人参　玉葱　砂糖　塩　油　醤油　片栗粉　グリンピース

野菜炒め 人参　玉葱　もやし　ピーマン　豚挽肉　塩　醤油　ごま油 牛乳 野菜炒め 人参　玉葱　もやし　ピーマン　豚挽肉　塩　醤油　ごま油

中華スープ　果物 春雨　きのこ　果物 中華スープ　果物 白菜　きのこ　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　醤油　酒 りんごパンケーキ 和風スパゲティボンゴレ スパゲティ　油　人参　玉葱　鶏挽肉　きのこ　塩　醤油　酒

南瓜サラダ 南瓜　胡瓜　人参　マヨ　塩　 牛乳 南瓜サラダ 南瓜　胡瓜　人参　マヨ　塩

スープ　果物 キャベツ　玉葱　パセリ　果物 スープ　果物 キャベツ　玉葱　パセリ　果物

三色丼 米　鶏挽肉　インゲン　人参　砂糖　醤油 きな粉バタートースト 三色丼 米　鶏挽肉　いんげん　人参　砂糖　醤油

キャベツのごまみそ和え キャベツ　人参　胡瓜　味噌　砂糖　酒　ごま 牛乳 キャベツのごまみそ和え キャベツ　人参　胡瓜　味噌　砂糖　酒　ごま

清し汁　果物 大根　万能葱　果物 清し汁　果物 大根　万能葱　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 ココア蒸しパン おかゆ 米

大根とツナのサラダ　 大根　人参　胡瓜　ツナ　醤油　塩　砂糖 牛乳 豚肉のトマト煮 豚もも肉　人参　玉葱　じゃが芋　トマト水煮　塩

野菜ジュース 野菜ジュース 大根とツナのサラダ　果物 大根　人参　胡瓜　ツナ　醤油　塩　砂糖　果物

ごはん　魚の味噌焼き 米　魚　味噌　砂糖　酒　みりん　ごま　油 フレンチトースト おかゆ　魚の味噌焼き 米　魚　味噌　砂糖　酒　みりん　ごま　油

お浸し ほうれん草　キャベツ　人参　醤油 牛乳 お浸し ほうれん草　人参　キャベツ　醤油　

清し汁　果物 麩　長葱　果物 清し汁　果物 麩　長葱　果物

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　塩　醤油 マカロニあべかわ 五目がゆ 米　鶏挽肉　人参　長葱　コーン　グリンピース　ごま油　塩　醤油

白菜の中華あんかけ 白菜　人参　きのこ　豚挽肉　塩　醤油　ごま油 牛乳 白菜の中華あんかけ 白菜　人参　きのこ　豚挽肉　塩　醤油　ごま油

中華スープ　果物 にら　きのこ　果物 中華スープ　果物 にら　きのこ　果物

令和2年

土 4

月 20
3才未満児：274kcal  3才以上児：395kcal

210kcal

200kcal

月 6

火 21
3才未満児：308kcal  3才以上児：431kcal 219kcal

火 7

水 22
3才未満児：315kcal  3才以上児：438kcal

211kcal

水 8

木 23
3才未満児：285kcal  3才以上児：411kcal 188kcal

木 9

金 24
3才未満児：294kcal  3才以上児：411kcal

214kcal

金 10

土 25
3才未満児：284kcal  3才以上児：407kcal 184kcal

土 11

月 27
3才未満児：285kcal  3才以上児：403kcal

230kcal

月 13

火 28
3才未満児：267kcal  3才以上児：382kcal 197kcal

火 14

水 29
3才未満児：301kcal  3才以上児：413kcal

206kcal

水 15

木 30
3才未満児：248kcal  3才以上児：391kcal 182kcal

木 16

金 31
3才未満児：300kcal  3才以上児：447kcal

3才未満児：253kcal  3才以上児：361kcal 193kcal

土 18

3才未満児：244kcal  3才以上児：360kcal 187kcal

金 17

☆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。



曜 日 昼食 材料 午後食 材料
おかゆ 米　 やわらか煮うどん 乾麺　玉葱　人参　かつおだし　砂糖　醤油

肉野菜炒め 豚挽肉　人参　玉葱　油　砂糖　醤油 南瓜の煮物 南瓜　砂糖　醤油

胡瓜と人参の煮物 胡瓜　人参　塩　砂糖　醤油

スープ ほうれん草

菜飯がゆ 米　小松菜 パンがゆ 食パン　ミルク

魚の煮物 白身魚　砂糖　醤油　かつおだし じゃがいもの小判焼き じゃがいも　豚挽肉　塩　油

じゃがいもの煮物 じゃがいも　醤油　砂糖　かつおだし ほうれん草の煮物 ほうれん草　醤油

清し汁 豆腐　昆布だし　 スープ 玉葱　スープ

おかゆ 米 やわらか味噌煮うどん 乾麺　玉葱　人参　かつおだし　味噌

ミートボールの煮物 豚挽肉　玉葱　片栗粉　砂糖　醤油　かつおだし 大根の煮物 大根　醤油　砂糖

刻みブロッコリー ブロッコリー　人参　かつおだし　 豆腐の煮物 豆腐　醤油　砂糖　かつおだし　片栗粉

スープ じゃがいも　スープ

おかゆ 米 やわらか煮うどん 乾麺　ほうれん草　玉葱　かつおだし　醤油　砂糖

ツナと野菜の煮物 ツナ　大根　人参　醤油　砂糖　片栗粉　かつおだし 人参の煮物 人参　砂糖　醤油　

キャベツの煮物 キャベツ　醤油 じゃがいもの煮物 じゃがいも　醤油　かつおだし

味噌汁 南瓜　味噌　かつおだし

おかゆ 米 おかゆ 米

白身魚の煮物 白身魚　片栗粉　醤油　砂糖 つくねの煮物 鶏挽肉　玉葱　片栗粉　醤油　砂糖　かつおだし

もやしの煮物 もやし　醤油　かつおだし　片栗粉 南瓜の煮物 南瓜　砂糖　醤油

スープ ほうれん草　スープ 味噌汁 大根　味噌　昆布だし

パン粥 食パン　ミルク おかゆ 米

シチュー 鶏挽肉　じゃが芋　人参　玉葱　牛乳　ミルク　塩 大根とツナの煮物 大根　ツナ缶　醤油　砂糖　かつおだし　片栗粉

白菜の煮物 白菜　醤油　かつおだし ほうれん草の煮物 ほうれん草　醤油

清し汁 人参　醤油　昆布だし

おかゆ 米 やわらか煮うどん 乾麺　人参　玉葱　醤油　砂糖　かつおだし

鶏ささみの煮物 鶏ささみ　醤油　砂糖　片栗粉　かつおだし さつまいも煮 さつまいも　砂糖　醤油

三色おかか和え ほうれん草　人参　もやし　醤油　削りかつ節 豆腐の煮物 豆腐　醤油　砂糖　かつおだし　片栗粉

味噌汁 大根　味噌　昆布だし

おかゆ 米 やわらか味噌煮うどん 乾麺　ほうれん草　人参　醤油　砂糖　かつおだし

豆腐の煮物 豆腐　醤油　砂糖　かつおだし　片栗粉 じゃがいものそぼろ煮 じゃがいも　豚挽肉　砂糖　醤油　かつおだし

野菜炒め煮 豚挽肉　人参　玉葱　もやし　ピーマン　醤油　かつおだし　砂糖 胡瓜の煮物 胡瓜　

スープ 白菜　スープ

和風スパゲティ　or スパゲティ　人参　玉葱　鶏挽肉　塩　醤油　砂糖　片栗粉 おかゆ 米

おかゆ 米 白身魚のケチャップ煮 白身魚　ケチャップ　砂糖　かつおだし　片栗粉

南瓜サラダ 南瓜　胡瓜　人参　塩 大根の煮物 大根　砂糖　醤油　かつおだし

スープ キャベツ　玉葱　スープ 味噌汁 もやし　味噌　昆布だし

三色がゆ 米　鶏挽肉　いんげん　人参　醤油　砂糖 パンがゆ 食パン　ミルク

キャベツの味噌和え キャベツ　人参　胡瓜　味噌　砂糖　 胡瓜の煮物 胡瓜　

清し汁 大根　万能葱　醤油　昆布だし　塩 じゃがいもの小判焼き じゃがいも　豚挽肉　塩　油

スープ 南瓜　スープ

おかゆ 米 やわらか味噌うどん 乾麺　ほうれん草　玉葱　味噌　砂糖　かつおだし

豚肉のトマト煮 豚挽肉　人参　玉葱　じゃが芋　トマト水煮　砂糖　塩 白菜の煮物 白菜　醤油　かつおだし

大根とツナの煮物 大根　人参　胡瓜　ツナ　醤油　塩　砂糖　片栗粉 人参の煮物 人参　砂糖　醤油　かつおだし

おかゆ　魚の味噌焼き 米 パンがゆ 食パン　ミルク

魚の味噌煮 白身魚　味噌　砂糖　醤油　かつおだし 南瓜の煮物 南瓜　砂糖　醤油

青菜の煮物 ほうれん草　人参　醤油　 人参とツナの煮物 人参　ツナ缶　醤油　砂糖　かつおだし　

清し汁 葱　昆布だし　醤油　塩 スープ キャベツ　スープ

三色がゆ 米　鶏挽肉　人参　コーン　塩　醤油　かつおだし おかゆ 米

白菜の煮物 白菜　人参　醤油　砂糖　かつおだし つくねの煮物 鶏挽肉　玉葱　砂糖　醤油　片栗粉　かつおだし

スープ 玉葱　スープ キャベツの煮物 キャベツ　醤油

味噌汁 人参　味噌　昆布だし

令和2年（離乳食）

金 31

水 15

木 30

16木

火 28

火

土 4

月 20

14

土 11

月 27

月 13

月

火

火

水

水

6

21

7

22

8

土 18

17金

23

9

24

10

25土

木

木

金

金

水 29

☆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。


