
飲物 １０時

給食  3時

10時おやつ(1.2歳児)

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 3時おやつ（1～5歳児）

01 ごはん 牛乳  牛乳 クラッカー エネルギー 387 418 kcal

(

みそ汁（大根・油揚げ） せんべい たんぱく質 18.7 19.6 ｇ

月 さけの照り焼き 脂 質 13.4 14.2 ｇ

)

スパゲティサラダ カルシウム 138 141 mg

02 ごはん  牛乳 せんべい エネルギー 351 418 kcal

(

みそ汁（高野豆腐・ほうれん草） スティックゼリー たんぱく質 15.1 17.9 ｇ

火 豚丼の具 脂 質 9.9 11.4 ｇ

)

牛乳 カルシウム 168 157 mg

08 ごはん 牛乳  牛乳 クラッカー エネルギー 419 457 kcal

(

みそ汁（切干し・ほうれん草） せんべい たんぱく質 16.1 17.1 ｇ

月 鶏肉のバーベキューソース焼 脂 質 16.5 17.2 ｇ

)

コールスローサラダ カルシウム 150 157 mg

09 ごはん 牛乳  牛乳 せんべい エネルギー 369 461 kcal

(

すまし汁（ふ・こまつな） パイ菓子 たんぱく質 16.8 18.3 ｇ

火 かれいの味噌マヨネーズ焼き 脂 質 12.1 16.5 ｇ

)

もやしのごま酢あえ カルシウム 159 167 mg

10 ごはん 牛乳  牛乳 せんべい エネルギー 364 426 kcal

(

みそ汁（じゃが芋・さやえんどう） ビスケット たんぱく質 14.0 16.6 ｇ

水 炒り豆腐（ひき肉） 脂 質 11.7 13.4 ｇ

)

ほうれん草のなめたけ和え カルシウム 227 256 mg

11 ごはん 牛乳  牛乳 クラッカー エネルギー 339 380 kcal

(

みそ汁（豆腐・ねぎ） ビスケット たんぱく質 17.1 18.4 ｇ

木 ほっけの香り焼き 脂 質 9.4 10.0 ｇ

)

いんげんの中華和え カルシウム 189 204 mg

12 ごはん 牛乳  牛乳 ビスケット エネルギー 403 440 kcal

(

みそ汁（もやし・油揚げ） せんべい たんぱく質 15.1 16.3 ｇ

金 ハンバーグ 脂 質 15.3 15.9 ｇ

)

ブロッコリーのドレッシング和え カルシウム 131 135 mg

15 ～お弁当デー～  牛乳 クラッカー エネルギー 153 157 kcal

(

牛乳 米粉黒糖蒸しパン たんぱく質 4.5 4.4 ｇ

月 脂 質 6.6 6.9 ｇ

)

カルシウム 121 122 mg

16 ごはん  牛乳 せんべい エネルギー 380 434 kcal

(

具だくさんみそ汁 ビスケット たんぱく質 14.4 16.9 ｇ

火 とりそぼろ丼の具 脂 質 13.4 14.4 ｇ

)

牛乳 カルシウム 134 140 mg

17 ごはん 牛乳  牛乳 せんべい エネルギー 366 414 kcal

(

みそ汁（キャベツ・コーン） 果物（オレンジ） たんぱく質 15.7 18.5 ｇ

水 豚肉の塩麹炒め 脂 質 11.2 11.8 ｇ

)

じゃがいもの煮っころがし カルシウム 151 160 mg

18 ごはん 牛乳  牛乳 クラッカー エネルギー 400 492 kcal

(

みそ汁（さつま芋・しめじ） せんべい たんぱく質 14.8 16.5 ｇ

木 鶏肉のカレーマヨネーズ焼き 脂 質 17.1 20.1 ｇ

)

ひじきの煮物 カルシウム 153 165 mg

19 ごはん 牛乳  牛乳 ビスケット エネルギー 471 482 kcal

(

みそ汁（玉ねぎ・油揚げ） りんごゼリー たんぱく質 16.3 17.6 ｇ

金 アジフライ 脂 質 20.8 19.7 ｇ

)

キャベツの和え物 カルシウム 175 184 mg

22 ごはん 牛乳  牛乳 クラッカー エネルギー 371 445 kcal

(

みそ汁（豆腐・わかめ） せんべい たんぱく質 17.8 21.1 ｇ

月 豚肉のソテー 脂 質 13.4 16.2 ｇ

)
のり酢和え カルシウム 174 187 mg

23 ごはん 牛乳  牛乳 ビスケット エネルギー 384 409 kcal

(

すまし汁（えのき、こまつな） 果物（オレンジ） たんぱく質 17.0 17.9 ｇ

火 ほっけの胡麻みそ焼き 脂 質 12.8 13.6 ｇ

)

いんげんとささみのマヨネーズあえ カルシウム 206 193 mg

24 ごはん 牛乳  牛乳 せんべい エネルギー 389 445 kcal

(

わかめスープ ビスケット たんぱく質 15.8 18.6 ｇ

水 麻婆豆腐 脂 質 14.6 16.0 ｇ

)

ツナの青じそサラダ カルシウム 210 235 mg

25 ごはん 牛乳  牛乳 せんべい エネルギー 382 441 kcal

(

みそ汁（じゃが芋・わかめ） スティックゼリー たんぱく質 17.1 18.3 ｇ

木 白身魚のコーンマヨネーズ焼き 脂 質 13.9 14.9 ｇ

)

切干大根と凍り豆腐の煮物 カルシウム 175 187 mg

26 ごはん 牛乳  牛乳 クラッカー エネルギー 445 488 kcal

(

みそ汁（ふ・大根） せんべい たんぱく質 16.3 17.2 ｇ

金 鶏肉のさっぱり煮 脂 質 18.8 20.1 ｇ

)

かぼちゃのサラダ カルシウム 131 133 mg

29 ごはん 牛乳  牛乳 せんべい エネルギー 376 403 kcal

(

すまし汁（鶏肉・なめこ） パイ菓子 たんぱく質 18.7 19.9 ｇ

月 鮭の西京焼き 脂 質 12.4 11.9 ｇ

)

もやしのたくあん和え カルシウム 150 158 mg

30 ビビンバ丼  牛乳 果物（バナナ） エネルギー 402 437 kcal

(

春雨スープ ビスケット たんぱく質 14.0 15.9 ｇ

火 牛乳 脂 質 13.6 16.3 ｇ

)

カルシウム 146 151 mg

31 ～お誕生日メニュー～  野菜ジュース せんべい エネルギー 446 488 kcal

(

ごはん　　コンソメスープ 野菜ジュース ミニデザート たんぱく質 14.4 15.5 ｇ

水 鶏肉のマーマレード焼き 脂 質 16.0 17.0 ｇ

)

ブロッコリーとポテトのサラダ カルシウム 99 100 mg

米、じゃがいもダイス
カット（冷凍）、ノン
エッグマヨネーズ

鶏もも肉（個）　４０
ｇ、カットベーコン
（乳・卵不使用）
500g、ポークハム短冊
（乳・卵不使用）　500g

ブロッコリー（冷凍）、
キャベツ、にんじん、
マーマレード、たまね
ぎ、コーン（冷凍）

調理酒、うすくちしょう
ゆ（白鳥）、コンソメ、
食塩、こしょう

米、上白糖

米、上白糖、キャノーラ
サラダ油、はるさめ、ご
ま油

豚ひき肉、牛乳100ｍ
ｌ、白いりごま

ほうれんそう（冷凍）、
にんじん、もやし、ね
ぎ、カットわかめ

うすくちしょうゆ（白
鳥）、調理酒、食塩、お
ろししょうが、おろしに
んにく、こしょう

さけ（骨なし）、鶏もも
肉　1㎝×1㎝、あおき味
噌（赤）、白いりごま、
牛乳100ｍｌ

もやし、のざわな（調味
漬）、だいこん（たくあ
ん）、にんじん、なめ
こ、笹切りごぼう
（冷）、ねぎ

調理酒、みりんタイプ、
味だしパック（かね
七）、うすくちしょうゆ
（白鳥）、食塩

米、片栗粉、キャノーラ
サラダ油、上白糖、ごま
油

木綿豆腐、豚ひき肉、ツ
ナフレーク、なると
（乳・卵不使用）、牛乳
100ｍｌ、あおき味噌
（赤）、白いりごま

もやし、にんじん、チン
ゲン菜（冷）、ねぎ、た
まねぎ、グリンピース
（冷凍）、カットわかめ

ノンオイル青じそドレッ
シング、うすくちしょう
ゆ（白鳥）、調理酒、お
ろししょうが、食塩、お
ろしにんにく、こしょう

鶏もも肉（個）　４０
ｇ、ポークハム短冊
（乳・卵不使用）
500g、あおき味噌
（赤）、牛乳100ｍｌ

ダイズカットかぼちゃ
（冷凍）、だいこん、
きゅうり、しめじ

調理酒、うすくちしょう
ゆ（白鳥）、酢、味だし
パック（かね七）、おろ
ししょうが、おろしにん
にく、白こしょう

米、ノンエッグマヨネー
ズ、上白糖、白玉麩

米、キャノーラサラダ油 豚肉（もも）スライス　1
㎝×1㎝、木綿豆腐、ポー
クハム短冊（乳・卵不使
用）　500g、あおき味噌
（赤）、油揚げ、牛乳
100ｍｌ、白いりごま

ほうれんそう（冷凍）、
にんじん、たまねぎ、
キャベツ、ピーマン、刻
みのり、カットわかめ

ケチャップ、中濃ソー
ス、うすくちしょうゆ
（白鳥）、調理酒、味だ
しパック（かね七）、
酢、食塩、白こしょう

米、ノンエッグマヨネー
ズ、上白糖、刻み庄内麩
（きざみ麩）

ほっけ（骨なし）、鶏さ
さみチャンク、あおき味
噌（赤）、白すりごま、
牛乳100ｍｌ

いんげん(冷)　カット、こ
まつな（冷凍）、にんじ
ん、コーン（冷凍）、え
のきたけ

うすくちしょうゆ（白
鳥）、調理酒、みりんタ
イプ、味だしパック（か
ね七）、食塩

米、さつまいも、ノン
エッグマヨネーズ、上白
糖

鶏もも肉（個）　４０
ｇ、油揚げ、あおき味噌
（赤）、牛乳100ｍｌ

笹切りごぼう（冷）、に
んじん、しめじ、ひじ
き、きぬさや（冷凍）、
干ししいたけ

調理酒、うすくちしょう
ゆ（白鳥）、味だしパッ
ク（かね七）、カレー粉

米、サラダ油（缶） あじフライ、ポークハム
短冊（乳・卵不使用）
500g、あおき味噌
（赤）、油揚げ、牛乳
100ｍｌ

キャベツ、たまねぎ、
きゅうり、にんじん

中濃ソース、うすくち
しょうゆ（白鳥）、味だ
しパック（かね七）

米、つきこんにゃく、上
白糖、キャノーラサラダ
油

鶏ひき肉、あおき味噌
（赤）、油揚げ、牛乳
100ｍｌ

にんじん、たまねぎ、だ
いこん、グリンピース
（冷凍）

うすくちしょうゆ（白
鳥）、調理酒、味だし
パック（かね七）、みり
んタイプ

米、じゃがいも、塩麹、
キャノーラサラダ油、上
白糖、ごま油

豚肉（もも）スライス　2
㎝×2㎝、あおき味噌
（赤）、油揚げ、牛乳
100ｍｌ

にんじん、たまねぎ、
キャベツ、チンゲン菜
（冷）、コーン（冷
凍）、グリンピース（冷
凍）

調理酒、うすくちしょう
ゆ（白鳥）、みりんタイ
プ、味だしパック（かね
七）、食塩

米粉ホットケーキミック
ス、黒砂糖、キャノーラ
サラダ油

調製豆乳、牛乳100ｍｌ

米、キャノーラサラダ
油、上白糖

米、上白糖、ごま油

うすくちしょうゆ（白
鳥）、味だしパック（か
ね七）、みりんタイプ

酢、味だしパック（かね
七）、調理酒、うすくち
しょうゆ（白鳥）、みり
んタイプ、食塩

鶏もも肉（個）　４０
ｇ、ポークハム短冊
（乳・卵不使用）
500g、あおき味噌
（赤）、牛乳100ｍｌ

キャベツ、ほうれんそう
（冷凍）、きゅうり、に
んじん、コーン（冷
凍）、切り干しだいこん

うすくちしょうゆ（白
鳥）、調理酒、味だし
パック（かね七）、みり
んタイプ、食塩、おろし
にんにく

鶏・豚ハンバーグ40ｇ、
ポークハム短冊（乳・卵
不使用）　500g、あおき
味噌（赤）、油揚げ、牛
乳100ｍｌ、うち豆

ブロッコリー（冷凍）、
もやし、にんじん、コー
ン（冷凍）

ケチャップ、うすくち
しょうゆ（白鳥）、味だ
しパック（かね七）、酢

ほっけ（骨なし）、木綿
豆腐、ポークハム短冊
（乳・卵不使用）
500g、あおき味噌
（赤）、牛乳100ｍｌ、
白いりごま

かれい（骨なし）、ポー
クハム短冊（乳・卵不使
用）　500g、あおき味噌
（赤）、牛乳100ｍｌ、
白いりごま

だいこん、にんじん、
きゅうり

調理酒、みりんタイプ、
うすくちしょうゆ（白
鳥）、味だしパック（か
ね七）、食塩、こしょう

うすくちしょうゆ（白
鳥）、調理酒、味だし
パック（かね七）、みり
んタイプ、おろししょう
が

（1.2歳児/3～5歳児）

栄　養　価

ケチャップ、調理酒、中
濃ソース、酢、味だし
パック（かね七）、こ
しょう

たまねぎ、ほうれんそう
（冷凍）、にんじん、グ
リンピース（冷凍）

もやし、にんじん、こま
つな（冷凍）、きゅう
り、えのきたけ

いんげん(冷)　カット、に
んじん、ねぎ、カットわ
かめ

米、しらたき　カット、
キャノーラサラダ油、上
白糖

米、ノンエッグマヨネー
ズ、上白糖

しぼり豆腐、豚ひき肉、
あおき味噌（赤）、牛乳
100ｍｌ

ほうれんそう（冷凍）、
にんじん、なめたけ、た
まねぎ、さやえんどう
（冷）、グリンピース
（冷凍）、ひじき、干し
しいたけ

★今月の地元産の食材★　『こしひかり(川上さん)、きゃべつ(遠藤さん)、もとまちきゅうり(瀬戸さん)』

米、じゃがいも、キャ
ノーラサラダ油、片栗
粉、上白糖

　　　  

日
／
曜

献　　立　　名（乳飲料は３～５歳児）
材料名（昼食）

豚肉（もも）スライス　2
㎝×2㎝、あおき味噌
（赤）、牛乳100ｍｌ、
きざみ高野豆腐

米、ノンエッグマヨネー
ズ、スパゲティ、上白糖

さけ（骨なし）、ポーク
ハム短冊（乳・卵不使
用）　500g、あおき味噌
（赤）、油揚げ、牛乳
100ｍｌ、うち豆

米、ノンエッグマヨネー
ズ、上白糖、刻み庄内麩
（きざみ麩）

アレルギー配慮
が必要な食材

アレルギー
表記

↓

魚

魚

魚

魚

魚

魚

魚

※献立やおやつは、都合により変更する場合があります。ご了承ください。

米、じゃがいも、ノン
エッグマヨネーズ、上白
糖

かれい（骨なし）、油揚
げ、きざみ高野豆腐、あ
おき味噌（赤）、牛乳
100ｍｌ

にんじん、コーン（冷
凍）、切り干しだいこ
ん、干ししいたけ、カッ
トわかめ

うすくちしょうゆ（白
鳥）、味だしパック（か
ね七）、みりんタイプ、
食塩、白こしょう

魚

ま こ と 給 食 だ よ り


