
日 曜 幼児昼食 材料 乳児昼食 材料
ごはん　ハンバーグ 米　豚挽肉　高野豆腐　酒　玉葱　人参　牛乳　パン粉　塩 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

いんげんのソテー 油　ケチャップ　ソース　いんげん　きのこ　バター　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

スープ　果物 もやし　コーン　果物 スープ　果物 もやし　コーン　果物

ごはん　春巻き 米　春巻の皮　豚挽肉　春雨　きのこ　人参　もやし　ごま油 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

チンゲン菜の中華和え 塩　醤油　片栗粉　油　小麦粉　チンゲン菜　きのこ　砂糖　ごま油 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

中華スープ　果物 酢　醤油　白ごま　わかめ　長葱　果物 中華スープ　果物 わかめ　長葱　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 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

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 もやしの胡麻和え 砂糖　もやし　人参　白ごま　砂糖　醤油　酢

味噌汁　果物 豆腐　きのこ　味噌　果物 味噌汁　果物 豆腐　きのこ　味噌　果物

タコライス 米　豚挽肉　砂糖　醤油　油　にんにく　生姜　玉葱 タコライスがゆ 米　豚挽肉　砂糖　醤油　油　にんにく　生姜　玉葱　

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 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

スープ　果物 塩　油　パセリ　キャベツ　人参　果物 スープ　果物 塩　油　パセリ　キャベツ　人参　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 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

チンゲン菜ソテー 醤油　酢　ごま油　白ごま　 チンゲン菜ソテー 卵　砂糖　油　醤油　みりん　チンゲン菜　

果物 チンゲン菜　きのこ　醤油　ごま油　果物 果物 きのこ　醤油　ごま油　果物

ごはん　魚の照り焼き 米　魚　みりん　醤油　油 おかゆ　魚の照り焼き 米　魚　みりん　醤油　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 なすの味噌炒め　 豚挽肉　茄子　ピーマン　赤ピーマン　油　

清し汁　果物 小松菜　麩　果物 清し汁　果物 味噌　砂糖　醤油　小松菜　麩　果物

チーズサンド 食パン　チーズ　 パン粥 食パン　牛乳　　鶏もも肉　玉葱　人参

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 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

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 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

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 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　

ごまみそ和え 片栗粉　キャベツ　人参　味噌　砂糖　白ごま 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

清し汁　果物 きのこ　小松菜　果物 清し汁　果物 きのこ　小松菜　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　 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　

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 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

スープ　果物 じゃが芋　人参　果物 スープ　果物 じゃが芋　人参　果物

181kcal

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 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

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 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　

中華スープ　果物 酢　白ごま　ごま油　きのこ　にら　果物 中華スープ　果物 砂糖　酢　白ごま　ごま油　きのこ　にら　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 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

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 ツナとキャベツのサラダ 塩　ツナ　キャベツ　油　酢　塩

りんごジュース りんごジュース 果物 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 そうめん　 そうめん　さくらんぼ缶　みかん缶　醤油　みりん

かきあげ 玉葱　人参　さつま芋　小麦粉　油 さつまいもと人参の甘煮　 さつまいも　人参　砂糖

ごまお浸し　果物 キャベツ　胡瓜　白ごま　醤油　果物 ごまお浸し　果物 キャベツ　胡瓜　白ごま　醤油　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 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

ラタトュユ トマト水煮　玉葱　ピーマン　茄子　人参　ベーコン　 ラタトゥユ トマト水煮　玉葱　ピーマン　茄子　人参　鶏ささみ

スープ　果物 レタス　人参　果物 スープ　果物 レタス　人参　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 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

ごま和え ほうれん草　キャベツ　人参　白ごま　砂糖　醤油 ごま和え　 ほうれん草　キャベツ　人参　白ごま　砂糖　醤油

清し汁　果物 麩　長葱　果物 清し汁　果物 麩　長葱　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　 和風スパゲティ スパゲティ　油　人参　玉葱　鶏挽肉　きのこ　

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 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　

スープ　果物 じゃが芋　人参　果物 スープ　果物 じゃが芋　人参　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　高野豆腐　酒　玉葱　 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

ブロッコリーソテー 人参　牛乳　パン粉　塩　油　ケチャップ　ソース　 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

スープ　果物 ブロッコリー　玉葱　バター　塩　キャベツ　きのこ　果物 スープ　果物 玉葱　バター　塩　キャベツ　きのこ　果物
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3才未満児：294kcal  3才以上児：428kcal

3才未満児：282kcal  3才以上児：399kcal

☆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。


