
様式F113

2022年05月 献　　　立　　　表 ミルキーホーム都賀園(一般)

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

高野豆腐のそぼろごはん 牛乳 牛乳 御飯 みそ汁（かぼちゃ・なす） 牛乳 牛乳

清し汁（わかめ・長葱） ヨーグルト かじきの竜田揚げ オレンジ のりパン

りんご せんべい ゆでブロッコリー

切干大根と凍り豆腐の煮物

御飯 オレンジ 牛乳 牛乳 御飯 りんご 牛乳 牛乳

マーボー豆腐（キッズ） りんごケーキ 鶏と野菜のスープ煮 ピースごはん

ほうれん草のナムル（しらす） 豆腐のしらすの風味焼き

スープ（キャベツ・コーン） きゅうりの酢の物（みかん）

みそ炒め丼 牛乳 牛乳 御飯 みかん缶 牛乳 牛乳

清し汁（小松菜・えのき茸） ミニゼリー 鮭の野菜レモン蒸し ドロップドーナツ

ミックスフルーツ缶 せんべい きんぴらごぼう（いんげん・ごま）

みそ汁（だいこん・あげ）

キーマカレーライス 牛乳 牛乳 御飯 りんご 牛乳 牛乳

ブロッコリー ヨーグルト 豆乳汁（野菜） オレンジゼリー

りんごジュース せんべい 鶏のから揚げ（のり） せんべい

にんじんのシンプルサラダ

かしわ丼 牛乳 牛乳 中華風混ぜご飯 牛乳 牛乳

清し汁（わかめ・白玉麩） ミニゼリー 中華スープ（クリームコーン・玉葱） 菓子

みかん缶 せんべい みかん缶 ミニゼリー

和風スパゲティ 牛乳 牛乳 カレー風味のトマトライス 牛乳 牛乳

フライドポテト ひじきおにぎり スープ（キャベツ・しめじ） ヨーグルト

スープ（玉葱・コーン・パセリ） ミックスフルーツ缶 せんべい

ミニゼリー

ごはん ミックスフルーツ缶 牛乳 牛乳 さけとひじきのおにぎり りんご 牛乳 牛乳

回鍋肉 ヨーグルト 豆腐旨煮椀（キャベツ） クラッカーサンド

中華もやし せんべい 磯辺さつまいも（焼き）

中華スープ（わかめ・春雨） ゆでスナップえんどう

バターしょうゆまぜごはん 牛乳 牛乳 御飯 オレンジ 牛乳 牛乳

スープ（キャベツ・玉葱・パセリ） ミニゼリー はるさめスープ（チンゲン菜） おにぎり（しらす・ねぎ）

みかん缶 菓子 豚肉の香味焼き（もやし）

さっぱりポテトサラダ

中華丼（キャベツ） みかん缶 牛乳 牛乳 御飯 りんご 牛乳 牛乳

わかめスープ（ごま） チーズ蒸しパン 凍り豆腐とひき肉の煮物 ツナサンドパン

さつま芋のレモン煮 かぼちゃ（蒸し）

ゆでスナップえんどう みそ汁（新たまねぎ・わかめ）

御飯 パイン缶 牛乳 牛乳 御飯 みそ汁（なす・あげ） 牛乳 牛乳

白身魚の煮つけ 大学かぼちゃ（ごま） かじきのごま焼き オレンジ 豆乳もち

ブロッコリーの玉ねぎドレッシング（コーン） 昆布の煮物（にんじん）

豚汁 ゆでアスパラ

御飯 りんご 牛乳 牛乳 御飯 パイン缶 牛乳 牛乳

豆腐の五目焼き 野菜もち（にんじん） 鶏ささ身のケチャップあん 野菜マフィン

チンゲン菜のとろみ炒め（えのき） きゅうりの昆布あえ

みそ汁（切干だいこん・わかめ） すまし汁（豆腐・えのき）

御飯 オレンジ 牛乳 牛乳 てりやき野菜丼 牛乳 牛乳

さけのちゃんちゃん焼き（しめじ） おやつ・チャーハン（豚肉） 清し汁（わかめ・長葱） ヨーグルト

ベイクドポテト（青のり） ミックスフルーツ缶 せんべい

すまし汁（新たまねぎ・あげ）

御飯 りんご 牛乳 牛乳 豚肉とにらのまぜご飯 牛乳 牛乳

肉じゃが・カレー味（豚肉） 米粉蒸しパン・小豆 中華スープ（チンゲン菜・コーン） ミニゼリー

キャベツとほうれんそうの磯和え みかん缶 菓子

豆腐みそ汁（もやし・わかめ）

野菜そぼろ丼 牛乳 牛乳 しめじおにぎり 牛乳 牛乳

清し汁（ほうれん草・麩） ヨーグルト クラムチャウダー（豆乳） メープルケーキ

ミックスフルーツ缶 せんべい 小松菜のツナ酢あえ(キャベツ）

牛乳 りんご

焼きうどん 牛乳 牛乳 御飯 みそ汁（さつまいも・もやし） 牛乳 牛乳

中華スープ（わかめ・長葱） ミニゼリー さけの塩焼き オレンジ ぱりぱり焼き

もも缶 菓子 ゆでブロッコリー

炒り豆腐（ツナひじき）

ビーンズライス 牛乳 牛乳 エ ネ ル ギ ー 417 ｋｃａｌ 鉄 1.5 ｍｇ

アスパラのごまサラダ 凍り豆腐のきな粉トースト た ん ぱ く 質 18.5 ｇ カ ル シ ウ ム 265 ｍｇ
すまし汁（じゃが芋・えのき） 脂　　　質 13.3 ｇ ビ タ ミ ン C 26 ｍｇ

りんご 塩　　　分 1.4 ｇ 食 物 繊 維 3.3 ｇ

日 曜 昼食献立名 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

10時おやつ 日 曜 昼食献立名 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

10時おやつ

18

1 日

米、三温糖、油 牛乳、ヨーグルト(加
糖)、豚ひき肉、凍り
豆腐

りんご、にんじん、エリン
ギ、ねぎ、カットわかめ

17

19

火

米、食パン、油、片栗
粉、マヨネーズ、砂糖

牛乳、かじき、米みそ
（淡色辛みそ）、凍り
豆腐、油揚げ

オレンジ、かぼちゃ、ブ
ロッコリー、なす、にんじ
ん、切り干しだいこん、焼
きのり、しょうが

2 月

米、ホットケーキ粉、
油、三温糖、片栗粉、
砂糖、ごま油

牛乳、木綿豆腐、豚
ひき肉、豆乳、しらす
干し、米みそ（淡色辛
みそ）

オレンジ、キャベツ、もや
し、ほうれんそう、ねぎ、
にんじん、りんご、コーン
缶、しょうが

20

水

米、じゃがいも、片栗
粉、油、砂糖、ごま

牛乳、木綿豆腐、鶏
もも肉、しらす干し、
かつお節

りんご、きゅうり、たまね
ぎ、キャベツ、みかん缶、
にんじん、グリンピース、
カットわかめ、あおのり

3 火

米、油、片栗粉、砂糖 牛乳、豚肉(もも)、淡
色みそ

キャベツ、こまつな、えの
きたけ、ピーマン、ねぎ、
赤ピーマン、にんにく、
しょうが

21

木

米、ホットケーキ粉、
さつまいも、三温糖、
油、ごま油、ごま、砂
糖

牛乳、さけ、木綿豆
腐、米みそ（淡色辛
みそ）、油揚げ

みかん缶、にんじん、チ
ンゲンサイ、たまねぎ、だ
いこん、ごぼう、えのきた
け、コーン缶、いんげん、
レモン果汁

4 水

米、じゃがいも、油 牛乳、ヨーグルト(加
糖)、豚ひき肉

りんご濃縮果汁、たまね
ぎ、ブロッコリー、にんじ
ん

22

金

米、片栗粉、三温糖、
油、砂糖

牛乳、鶏もも肉、豆乳 オレンジ天然果汁、りん
ご、きゅうり、にんじん、た
まねぎ、キャベツ、かぼ
ちゃ、チンゲンサイ、えの
きたけ、かんてん（ゼリー

5 木

米、焼ふ、三温糖 牛乳、鶏もも肉 みかん缶、たまねぎ、に
んじん、カットわかめ

23

土

米、三温糖、ごま油 牛乳、豚ひき肉 みかん缶、クリームコー
ン缶、にんじん、こまつ
な、エリンギ、たまねぎ

6 金

スパゲティ、じゃがい
も、米、油、三温糖、
ごま

牛乳、ウインナーソー
セージ、かつお節

たまねぎ、しめじ、えのき
たけ、マッシュルーム、に
んじん、コーン缶、ひじき

24

日

米、油、米粉 牛乳、ヨーグルト(加
糖)、豚肉(もも)

たまねぎ、ホールトマト缶
詰、キャベツ、にんじん、
しめじ、コーン缶、にんに
く、しょうが

7 土

米、はるさめ、ごま
油、油、三温糖

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、豚肉(もも)、米み
そ（淡色辛みそ）

キャベツ、もやし、にんじ
ん、黄ピーマン、ピーマ
ン、にんにく、しょうが、
カットわかめ

25

月

米、さつまいも、米
粉、油、片栗粉、ごま
油

牛乳、絹ごし豆腐、さ
け、鶏ささ身

りんご、キャベツ、にんじ
ん、スナップえんどう、い
ちごジャム、ねぎ、ひじ
き、刻みこんぶ、あおの
り、にんにく

8 日

米 牛乳、鶏ひき肉、バ
ター

たまねぎ、みかん缶、
キャベツ、にんじん、コー
ン缶、エリンギ、グリン
ピース（冷凍）

26

火

米、じゃがいも、はる
さめ、油、片栗粉、砂
糖、ごま油

牛乳、豚肉(もも)、しら
す干し、かつお節

オレンジ、もやし、きゅう
り、にんじん、チンゲンサ
イ、たまねぎ、えのきた
け、ねぎ、コーン缶、にん
にく

9 月

米、さつまいも、小麦
粉、ごま油、片栗粉、
砂糖、ごま

牛乳、豚肉(もも)、木
綿豆腐、チーズ

キャベツ、みかん缶、に
んじん、スナップえんど
う、もやし、たまねぎ、エリ
ンギ、レモン果汁、カット
わかめ、しょうが、にんに

27

水

米、食パン、マヨネー
ズ、砂糖、片栗粉

牛乳、鶏ひき肉、ツナ
水煮缶、凍り豆腐、米
みそ（淡色辛みそ）

りんご、かぼちゃ、こまつ
な、たまねぎ、にんじん、
切り干しだいこん、カット
わかめ

10 火

米、油、砂糖、ごま
油、ごま

牛乳、あかうお、豚肉
(もも)、米みそ（淡色
辛みそ）

かぼちゃ、パイン缶、だ
いこん、ブロッコリー、
きゅうり、ねぎ、にんじん、
たまねぎ、ごぼう、コーン
缶、しょうが

28

木

米、片栗粉、砂糖、ご
ま、ごま油

牛乳、かじき、豆乳、
鶏ひき肉、米みそ（淡
色辛みそ）、きな粉、
油揚げ

オレンジ、にんじん、な
す、グリーンアスパラガ
ス、たまねぎ、刻みこん
ぶ

11 水

米、さつまいも、米
粉、片栗粉、油、砂糖

牛乳、木綿豆腐、鶏
ひき肉、豆乳、米みそ
（淡色辛みそ）、きな
粉

にんじん、りんご、チンゲ
ンサイ、たまねぎ、えのき
たけ、切り干しだいこん、
ひじき、カットわかめ、しょ
うが

29

金

米、ホットケーキ粉、
片栗粉、油、ごま油、
砂糖

牛乳、鶏ささ身、木綿
豆腐、粉チーズ

たまねぎ、きゅうり、パイ
ン缶、だいこん、チンゲ
ンサイ、にんじん、ブロッ
コリー、えのきたけ、赤
ピーマン、コーン缶、塩こ

12 木

米、じゃがいも、油、
片栗粉、砂糖

牛乳、さけ、豚ひき
肉、米みそ（淡色辛
みそ）、油揚げ

キャベツ、オレンジ、たま
ねぎ、にんじん、チンゲ
ンサイ、しめじ、ピーマ
ン、あおのり

30

土

米、油、片栗粉 牛乳、ヨーグルト(加
糖)、鶏もも肉

もやし、たまねぎ、キャベ
ツ、にんじん、ねぎ、カッ
トわかめ

13 金

米、じゃがいも、米
粉、油、砂糖

牛乳、木綿豆腐、豆
乳、豚肉(もも)、つぶ
しあん（砂糖添加）、
米みそ（淡色辛みそ）

りんご、キャベツ、ほうれ
んそう、たまねぎ、にんじ
ん、もやし、えのきたけ、
グリンピース、焼きのり、
カットわかめ

31

日

米、三温糖、ごま油 牛乳、豚ひき肉 みかん缶、チンゲンサ
イ、にんじん、にら、コー
ン缶

14 土

米、焼ふ、油、米粉、
ごま油

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、豚ひき肉

ほうれんそう、たまねぎ、
こまつな、キャベツ、にん
じん、コーン缶

１か月の平均栄養量

月

米、じゃがいも、ホット
ケーキ粉、メープルシ
ロップ、油、三温糖、
片栗粉、砂糖

牛乳、豆乳、鶏ひき
肉、木綿豆腐、ツナ
油漬缶、あさり水煮缶

りんご、たまねぎ、キャベ
ツ、にんじん、しめじ、こ
まつな、クリームコーン缶

15 日

焼きそばめん、油 牛乳、豚肉(もも) もも缶（白桃）、キャベツ、
もやし、たまねぎ、ねぎ、
にんじん、エリンギ、ピー
マン、カットわかめ

（幼児・おやつ含む）

火

米、さつまいも、ぎょう
ざの皮、砂糖、油、片
栗粉

牛乳、木綿豆腐、さ
け、とろけるチーズ、
ツナ油漬缶、しらす干
し、米みそ（淡色辛み
そ）

オレンジ、もやし、ブロッ
コリー、たまねぎ、にんじ
ん、ねぎ、さやえんどう、
ひじき、あおのり

16 月

米、じゃがいも、油、
砂糖、米粉、ごま

牛乳、豚ひき肉、蒸し
大豆、豆乳、凍り豆
腐、きな粉

りんご、たまねぎ、キャベ
ツ、ホールトマト缶詰、に
んじん、グリーンアスパラ
ガス、えのきたけ、ねぎ、
こまつな、コーン缶、干し



様式F113

2022年05月 献　　　立　　　表 ミルキーホーム都賀園(以上児)

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

高野豆腐のそぼろごはん 牛乳 御飯 みそ汁（かぼちゃ・なす） 牛乳

清し汁（わかめ・長葱） ヨーグルト かじきの竜田揚げ オレンジ のりパン

りんご せんべい ゆでブロッコリー

切干大根と凍り豆腐の煮物

御飯 オレンジ 牛乳 御飯 りんご 牛乳

マーボー豆腐（キッズ） りんごケーキ 鶏と野菜のスープ煮 ピースごはん

ほうれん草のナムル（しらす） 豆腐のしらすの風味焼き

スープ（キャベツ・コーン） きゅうりの酢の物（みかん）

みそ炒め丼 牛乳 御飯 みかん缶 牛乳

清し汁（小松菜・えのき茸） ミニゼリー 鮭の野菜レモン蒸し ドロップドーナツ

ミックスフルーツ缶 せんべい きんぴらごぼう（いんげん・ごま）

みそ汁（だいこん・あげ）

キーマカレーライス 牛乳 御飯 りんご 牛乳

ブロッコリー ヨーグルト 豆乳汁（野菜） オレンジゼリー

りんごジュース せんべい 鶏のから揚げ（のり） せんべい

にんじんのシンプルサラダ

かしわ丼 牛乳 中華風混ぜご飯 牛乳

清し汁（わかめ・白玉麩） ミニゼリー 中華スープ（クリームコーン・玉葱） 菓子

みかん缶 せんべい みかん缶 ミニゼリー

和風スパゲティ 牛乳 カレー風味のトマトライス 牛乳

フライドポテト ひじきおにぎり スープ（キャベツ・しめじ） ヨーグルト

スープ（玉葱・コーン・パセリ） ミックスフルーツ缶 せんべい

ミニゼリー

ごはん ミックスフルーツ缶 牛乳 さけとひじきのおにぎり りんご 牛乳

回鍋肉 ヨーグルト 豆腐旨煮椀（キャベツ） クラッカーサンド

中華もやし せんべい 磯辺さつまいも（焼き）

中華スープ（わかめ・春雨） ゆでスナップえんどう

バターしょうゆまぜごはん 牛乳 御飯 オレンジ 牛乳

スープ（キャベツ・玉葱・パセリ） ミニゼリー はるさめスープ（チンゲン菜） おにぎり（しらす・ねぎ）

みかん缶 菓子 豚肉の香味焼き（もやし）

さっぱりポテトサラダ

中華丼（キャベツ） みかん缶 牛乳 御飯 りんご 牛乳

わかめスープ（ごま） チーズ蒸しパン 凍り豆腐とひき肉の煮物 ツナサンドパン

さつま芋のレモン煮 かぼちゃ（蒸し）

ゆでスナップえんどう みそ汁（新たまねぎ・わかめ）

御飯 パイン缶 牛乳 御飯 みそ汁（なす・あげ） 牛乳

白身魚の煮つけ 大学かぼちゃ（ごま） かじきのごま焼き オレンジ 豆乳もち

ブロッコリーの玉ねぎドレッシング（コーン） 昆布の煮物（にんじん）

豚汁 ゆでアスパラ

御飯 りんご 牛乳 御飯 パイン缶 牛乳

豆腐の五目焼き 野菜もち（にんじん） 鶏ささ身のケチャップあん 野菜マフィン

チンゲン菜のとろみ炒め（えのき） きゅうりの昆布あえ

みそ汁（切干だいこん・わかめ） すまし汁（豆腐・えのき）

御飯 オレンジ 牛乳 てりやき野菜丼 牛乳

さけのちゃんちゃん焼き（しめじ） おやつ・チャーハン（豚肉） 清し汁（わかめ・長葱） ヨーグルト

ベイクドポテト（青のり） ミックスフルーツ缶 せんべい

すまし汁（新たまねぎ・あげ）

御飯 りんご 牛乳 豚肉とにらのまぜご飯 牛乳

肉じゃが・カレー味（豚肉） 米粉蒸しパン・小豆 中華スープ（チンゲン菜・コーン） ミニゼリー

キャベツとほうれんそうの磯和え みかん缶 菓子

豆腐みそ汁（もやし・わかめ）

野菜そぼろ丼 牛乳 しめじおにぎり 牛乳

清し汁（ほうれん草・麩） ヨーグルト クラムチャウダー（豆乳） メープルケーキ

ミックスフルーツ缶 せんべい 小松菜のツナ酢あえ(キャベツ）

牛乳 りんご

焼きうどん 牛乳 御飯 みそ汁（さつまいも・もやし） 牛乳

中華スープ（わかめ・長葱） ミニゼリー さけの塩焼き オレンジ ぱりぱり焼き

もも缶 菓子 ゆでブロッコリー

炒り豆腐（ツナひじき）

ビーンズライス 牛乳 エ ネ ル ギ ー 560 ｋｃａｌ 鉄 2.2
アスパラのごまサラダ 凍り豆腐のきな粉トースト た ん ぱ く 質 22.5 ｇ カ ル シ ウ ム 251
すまし汁（じゃが芋・えのき） 脂　　　質 14.6 ｇ ビ タ ミ ン C 34
りんご 塩　　　分 1.8 ｇ 食 物 繊 維 4.6

（幼児・おやつ含む）

火

米、さつまいも、ぎょう
ざの皮、砂糖、油、片
栗粉

牛乳、木綿豆腐、さ
け、とろけるチーズ、
ツナ油漬缶、しらす
干し、米みそ（淡色辛
みそ）

オレンジ、もやし、ブロッ
コリー、たまねぎ、にんじ
ん、ねぎ、さやえんどう、
ひじき、あおのり

16 月

米、じゃがいも、油、
砂糖、米粉、ごま

牛乳、豚ひき肉、蒸し
大豆、豆乳、凍り豆
腐、きな粉

りんご、たまねぎ、キャベ
ツ、ホールトマト缶詰、に
んじん、グリーンアスパラ
ガス、えのきたけ、ねぎ、
こまつな、コーン缶、干し

１か月の平均栄養量

月

米、じゃがいも、ホット
ケーキ粉、メープルシ
ロップ、油、三温糖、
片栗粉、砂糖

牛乳、豆乳、鶏ひき
肉、木綿豆腐、ツナ
油漬缶、あさり水煮缶

りんご、たまねぎ、キャベ
ツ、にんじん、しめじ、こ
まつな、クリームコーン缶

15 日

焼きそばめん、油 牛乳、豚肉(もも) もも缶（白桃）、キャベツ、
もやし、たまねぎ、ねぎ、
にんじん、エリンギ、ピー
マン、カットわかめ

31

日

米、三温糖、ごま油 牛乳、豚ひき肉 みかん缶、チンゲンサ
イ、にんじん、にら、コー
ン缶

14 土

米、焼ふ、油、米粉、
ごま油

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、豚ひき肉

ほうれんそう、たまねぎ、
こまつな、キャベツ、にん
じん、コーン缶 30

土

米、油、片栗粉 牛乳、ヨーグルト(加
糖)、鶏もも肉

もやし、たまねぎ、キャベ
ツ、にんじん、ねぎ、カッ
トわかめ

13 金

米、じゃがいも、米
粉、油、砂糖

牛乳、木綿豆腐、豆
乳、豚肉(もも)、つぶ
しあん（砂糖添加）、
米みそ（淡色辛みそ）

りんご、キャベツ、ほうれ
んそう、たまねぎ、にんじ
ん、もやし、えのきたけ、
グリンピース、焼きのり、
カットわかめ

29

金

米、ホットケーキ粉、
片栗粉、油、ごま油、
砂糖

牛乳、鶏ささ身、木綿
豆腐、粉チーズ

たまねぎ、きゅうり、パイ
ン缶、だいこん、チンゲ
ンサイ、にんじん、ブロッ
コリー、えのきたけ、赤
ピーマン、コーン缶、塩

12 木

米、じゃがいも、油、
片栗粉、砂糖

牛乳、さけ、豚ひき
肉、米みそ（淡色辛
みそ）、油揚げ

キャベツ、オレンジ、たま
ねぎ、にんじん、チンゲ
ンサイ、しめじ、ピーマ
ン、あおのり

28

木

米、片栗粉、砂糖、ご
ま、ごま油

牛乳、かじき、豆乳、
鶏ひき肉、米みそ（淡
色辛みそ）、きな粉、
油揚げ

オレンジ、にんじん、な
す、グリーンアスパラガ
ス、たまねぎ、刻みこん
ぶ

11 水

米、さつまいも、米
粉、片栗粉、油、砂
糖

牛乳、木綿豆腐、鶏
ひき肉、豆乳、米み
そ（淡色辛みそ）、き
な粉

にんじん、りんご、チンゲ
ンサイ、たまねぎ、えのき
たけ、切り干しだいこん、
ひじき、カットわかめ、
しょうが

27

水

米、食パン、マヨネー
ズ、砂糖、片栗粉

牛乳、鶏ひき肉、ツナ
水煮缶、凍り豆腐、米
みそ（淡色辛みそ）

りんご、かぼちゃ、こまつ
な、たまねぎ、にんじん、
切り干しだいこん、カット
わかめ

10 火

米、油、砂糖、ごま
油、ごま

牛乳、あかうお、豚肉
(もも)、米みそ（淡色
辛みそ）

かぼちゃ、パイン缶、だ
いこん、ブロッコリー、
きゅうり、ねぎ、にんじ
ん、たまねぎ、ごぼう、
コーン缶、しょうが

26

火

米、じゃがいも、はる
さめ、油、片栗粉、砂
糖、ごま油

牛乳、豚肉(もも)、しら
す干し、かつお節

オレンジ、もやし、きゅう
り、にんじん、チンゲンサ
イ、たまねぎ、えのきた
け、ねぎ、コーン缶、に
んにく

9 月

米、さつまいも、小麦
粉、ごま油、片栗粉、
砂糖、ごま

牛乳、豚肉(もも)、木
綿豆腐、チーズ

キャベツ、みかん缶、に
んじん、スナップえんど
う、もやし、たまねぎ、エリ
ンギ、レモン果汁、カット
わかめ、しょうが、にんに

25

月

米、さつまいも、米
粉、油、片栗粉、ごま
油

牛乳、絹ごし豆腐、さ
け、鶏ささ身

りんご、キャベツ、にんじ
ん、スナップえんどう、い
ちごジャム、ねぎ、ひじ
き、刻みこんぶ、あおの
り、にんにく

8 日

米 牛乳、鶏ひき肉、バ
ター

たまねぎ、みかん缶、
キャベツ、にんじん、コー
ン缶、エリンギ、グリン
ピース（冷凍）

24

日

米、油、米粉 牛乳、ヨーグルト(加
糖)、豚肉(もも)

たまねぎ、ホールトマト缶
詰、キャベツ、にんじん、
しめじ、コーン缶、にんに
く、しょうが

7 土

米、はるさめ、ごま
油、油、三温糖

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、豚肉(もも)、米み
そ（淡色辛みそ）

キャベツ、もやし、にんじ
ん、黄ピーマン、ピーマ
ン、にんにく、しょうが、
カットわかめ

23

土

米、三温糖、ごま油 牛乳、豚ひき肉 みかん缶、クリームコー
ン缶、にんじん、こまつ
な、エリンギ、たまねぎ

6 金

スパゲティ、じゃがい
も、米、油、三温糖、
ごま

牛乳、ウインナーソー
セージ、かつお節

たまねぎ、しめじ、えのき
たけ、マッシュルーム、に
んじん、コーン缶、ひじき 22

金

米、片栗粉、三温
糖、油、砂糖

牛乳、鶏もも肉、豆乳 オレンジ天然果汁、りん
ご、きゅうり、にんじん、た
まねぎ、キャベツ、かぼ
ちゃ、チンゲンサイ、えの
きたけ、かんてん（ゼリー

5 木

米、焼ふ、三温糖 牛乳、鶏もも肉 みかん缶、たまねぎ、に
んじん、カットわかめ

21

木

米、ホットケーキ粉、
さつまいも、三温糖、
油、ごま油、ごま、砂
糖

牛乳、さけ、木綿豆
腐、米みそ（淡色辛
みそ）、油揚げ

みかん缶、にんじん、チ
ンゲンサイ、たまねぎ、だ
いこん、ごぼう、えのきた
け、コーン缶、いんげ
ん、レモン果汁

4 水

米、じゃがいも、油 牛乳、ヨーグルト(加
糖)、豚ひき肉

りんご濃縮果汁、たまね
ぎ、ブロッコリー、にんじ
ん 20

水

米、じゃがいも、片栗
粉、油、砂糖、ごま

牛乳、木綿豆腐、鶏
もも肉、しらす干し、
かつお節

りんご、きゅうり、たまね
ぎ、キャベツ、みかん缶、
にんじん、グリンピース、
カットわかめ、あおのり

3 火

米、油、片栗粉、砂
糖

牛乳、豚肉(もも)、淡
色みそ

キャベツ、こまつな、えの
きたけ、ピーマン、ねぎ、
赤ピーマン、にんにく、
しょうが

19

火

米、食パン、油、片栗
粉、マヨネーズ、砂糖

牛乳、かじき、米みそ
（淡色辛みそ）、凍り
豆腐、油揚げ

オレンジ、かぼちゃ、ブ
ロッコリー、なす、にんじ
ん、切り干しだいこん、焼
きのり、しょうが

2 月

米、ホットケーキ粉、
油、三温糖、片栗
粉、砂糖、ごま油

牛乳、木綿豆腐、豚
ひき肉、豆乳、しらす
干し、米みそ（淡色辛
みそ）

オレンジ、キャベツ、もや
し、ほうれんそう、ねぎ、
にんじん、りんご、コーン
缶、しょうが

18

曜 昼食献立名 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

1 日

米、三温糖、油 牛乳、ヨーグルト(加
糖)、豚ひき肉、凍り
豆腐

りんご、にんじん、エリン
ギ、ねぎ、カットわかめ

17

日 曜 昼食献立名 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

日
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エネルギー

たんぱく質
　脂質／塩分
 (  )は未満児

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料

02 239.4(239.4)

月 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.2(0.2)

06 239.4(239.4)

金 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.2(0.2)

09 241.4(241.4)

月 4.7(4.7)

0.6(0.6)

0.1(0.1)

10 239.4(239.4)

火 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.2(0.2)

11 273.5(273.5)

水 6.4(6.4)

3.0(3.0)

0.5(0.5)

12 239.4(239.4)

木 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.2(0.2)

13 239.4(239.4)

金 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.1(0.1)

16 240.0(240.0)

月 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.1(0.1)

17 239.4(239.4)

火 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.2(0.2)

18 247.2(247.2)

水 4.5(4.5)

0.7(0.7)

0.1(0.1)

19 239.4(239.4)

木 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.2(0.2)

20 241.4(241.4)

金 4.7(4.7)

0.6(0.6)

0.1(0.1)

23 239.4(239.4)

月 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.2(0.2)

24 239.4(239.4)

火 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.2(0.2)

25 242.9(242.9)

水 4.3(4.3)

0.7(0.7)

0.2(0.2)

26 239.4(239.4)

木 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.2(0.2)

27 239.4(239.4)

金 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.2(0.2)

30 239.4(239.4)

月 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.2(0.2)

31 239.4(239.4)

火 4.3(4.3)

0.6(0.6)

0.2(0.2)

ゆかりおにぎり 米 食塩

青菜おにぎり 米 食塩

ゆかりおにぎり 米 食塩

鮭わかめおにぎり 米 食塩

青菜おにぎり 米 食塩

人参おにぎり 米 にんじん 食塩

おかかおにぎり 米 かつお節 しょうゆ

ゆかりおにぎり 米 食塩

コーンおにぎり 米 コーン缶

青菜おにぎり 米 食塩

塩こんぶおにぎり 米 塩こんぶ

ゆかりおにぎり 米 食塩

青菜おにぎり 米 食塩

わかめおにぎり 米

ゆかりおにぎり 米 食塩

炊き込みおにぎり 米、三温糖 ツナ油漬缶 しょうゆ

青菜おにぎり 米 食塩

おかかおにぎり 米 かつお節 しょうゆ

鮭わかめおにぎり 米 食塩

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)


