
幼児昼食 材料 おやつ

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　
南瓜のそぼろ煮　酢の物 南瓜　鶏挽肉　油　砂糖　醤油　キャベツ　胡瓜 オレンジ
清し汁　果物 酢　砂糖　塩　きのこ　麩　果物 ゼリー

ごはん　五目入り豆腐 米　鶏挽肉　豆腐　人参　玉葱　ごま油　醤油　砂糖　みりん 枝豆

オクラとちくわの磯和え オクラ　ちくわ　のり　酢　醤油　砂糖 きな粉
味噌汁　果物 豚挽肉　ナス　玉葱　人参　油　だし汁　味噌　果物 ドーナツ

チャーハン　 米 ハム　人参　長葱　コーン　ピーマン　ごま油　醤油
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 せんべい
春雨スープ　果物 キャベツ　人参　玉葱　鶏挽肉　春雨　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
ごま和え ほうれん草　キャベツ　人参　白ごま　砂糖　醤油 お菓子
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　
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 ふりかけ
野菜スープ　果物 玉葱　人参　果物 ごはん

七夕そうめん そうめん　醤油　みりん　鶏ささみ　ハム　人参　
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 ビスケット
果物 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
枝豆サラダ 枝豆　胡瓜　人参　コーン　塩　マヨネーズ フルーツ
野菜ジュース 野菜ジュース 牛乳かん

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
茄子と挽肉の煮物 茄子　鶏挽肉　醤油　砂糖 ホットケーキ
味噌汁　果物 麩　小松菜　味噌　果物

サンドイッチ 食パン　ハム　スライスチーズ　ジャム
キャベツとコーンのサラダ キャベツ　コーン　油　酢　醤油　大豆水煮　にんにく　玉葱 りんご
豆と野菜のトマトスープ　果物 鶏挽肉　人参　キャベツ　油　トマト水煮　果物 ゼリー

冷やし中華 中華麺　コーン　ハム　きゅうり　もやし　鶏ガラ　醤油　酢　ごま油
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 お菓子
中華スープ　果物 春雨　ねぎ　鶏ガラ　醤油　のり　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
磯和え みりん　醤油　片栗粉　ほうれん草　人参　刻みのり　醤油 ホットケーキ
味噌汁　果物 なめこ　長葱　味噌　果物

ごはん　鶏肉のパン粉焼き 米　鶏もも肉　塩　パン粉　油　ソース
南瓜サラダ 南瓜　胡瓜　人参　マヨ　塩 ビスケット
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

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　
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 もも
中華スープ　果物 醤油　白ごま　にら　玉葱　豚挽肉　果物 ゼリー

五目うどん　 茹でうどん　醤油　みりん　胡瓜　人参　
さつま芋の甘煮 油揚げ　砂糖　醤油　ハム　わかめ　トマト　 しらす
果物 さつま芋　レーズン　砂糖　塩　果物 ごはん

鮭ごはん 米　鮭　白ごま　酢　砂糖　塩
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 ヨーグルト
清し汁　果物 片栗粉　キャベツ　ゆかり粉　小松菜　麩　果物
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☆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。
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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
南瓜のそぼろ煮　酢の物 南瓜　鶏挽肉　油　砂糖　醤油 ゆるゆる

清し汁　果物 キャベツ　胡瓜　酢　砂糖　塩　きのこ　麩　果物 オレンジゼリー

おかゆ 米

五目入り豆腐 鶏挽肉　豆腐　人参　玉葱　ごま油　醤油　砂糖　みりん　枝豆 ハイハイン
味噌汁　果物 豚挽肉　ナス　玉葱　人参　油　だし汁　味噌　果物

五目がゆ 米　鶏挽肉　人参　長葱　コーン　ピーマン　ごま油
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 ハイハイン
中華スープ　果物 キャベツ　人参　玉葱　鶏挽肉　果物

おかゆ　魚の甘辛煮 米　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 ハイハイン
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　鶏挽肉　きのこ　
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　 やわらか

野菜スープ　果物 玉葱　人参　果物 ふりかけごはん

七夕そうめん そうめん　醤油　みりん　鶏ささみ　人参　
茄子の煮物 おくら　みかん缶　茄子　醤油　砂糖　 ビスケット
果物 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　
枝豆サラダ 枝豆　胡瓜　人参　コーン　塩　マヨネーズ ゆるゆる
果物 果物 牛乳かん

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
茄子と挽肉の煮物 茄子　鶏挽肉　醤油　砂糖　 ホットケーキ
味噌汁　果物 麩　小松菜　果物 ミルク煮

パン粥　じゃが芋のソテー 食パン　牛乳　じゃが芋　人参　
キャベツとコーンのサラダ キャベツ　コーン　油　酢　醤油　大豆水煮　にんにく ゆるゆる
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　トマト水煮　果物 りんごゼリー

おかゆ 米
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 ハイハイン
中華スープ　果物 春雨　ねぎ　醤油　のり　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
磯和え　 油　みりん　醤油　片栗粉　ほうれん草　人参　キャベツ ホットケーキ
味噌汁　果物 刻みのり　醤油　きのこ　長葱　味噌　果物 ミルク煮

おかゆ　鶏肉のパン粉焼き 米　鶏もも肉　塩　パン粉　油　ソース
南瓜サラダ 南瓜　胡瓜　人参　マヨ　塩 ビスケット
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

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　
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 ゆるゆる
中華スープ　果物 にら　玉葱　豚挽肉　果物 ももゼリー

五目うどん 茹でうどん　醤油　みりん　胡瓜　人参　鶏ささみ　
さつま芋の甘煮 わかめ　トマト　さつま芋　レーズン　砂糖　塩 やわらか
果物 果物 しらすごはん

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
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 ハイハイン
清し汁　果物 小松菜　麩　果物
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☆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。
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