
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

マーボー豆腐 クッキー 牛乳ケーキ さけのポテト焼き チーズ パンプティング

ほうれん草のナムル 牛乳 牛乳 白菜の磯あえ 牛乳 牛乳

麦茶 きのこのスープ

みかん いちご

具だくさんオムレツ せんべい マドレーヌ 千草卵焼き スティックパン えびせん

白菜とウインナーの蒸し煮 牛乳 牛乳 きんぴらごぼう 牛乳 牛乳

トマトスープ みそ汁

バナナ みかん

れんこんつくね チーズ りんごゼリー 赤飯　松風焼き せんべい チーズケーキ

大根とあげの煮物 牛乳 牛乳 焼きなます 牛乳 リンゴジュース

わかめスープ 麩のすまし汁

いよかん プチダノン

さわらの竜田揚げ スティックパン ちゃんぽんラーメン ハヤシライス せんべい ぶどうゼリー

アスパラサラダ 牛乳 牛乳 温野菜 牛乳 リンゴジュース

けんちん汁 麦茶

ヨーグルト バナナ

みそ煮込みうどん せんべい たべっこどうぶつ おさかなハンバーグ ウエハース 豆乳かんてん（みかん）

麦茶 牛乳 リンゴジュース マカロニサラダ 牛乳 牛乳

みかん みそ汁

バナナ

擬製豆腐 ウエハース つぶつぶベジタブル 鶏肉のマーマレード焼き せんべい トースト（エビ）

ブロッコリーのサラダ 牛乳 牛乳 ごぼうのサラダ 牛乳 牛乳

みそ汁 はるさめスープ

みかん ヨーグルト

シーフードカレー せんべい セサミクッキー かに玉 クッキー おやつビビンバ

キャベツのレモン風味 牛乳 牛乳 キャベツとわかめの中華和え 牛乳 牛乳

麦茶 スープ

いよかん はっさく

八宝菜 バナナ おにぎり（じゃこごま） 肉豆腐 せんべい ごまドーナツ

春雨サラダ 牛乳 牛乳 もやしのごま酢あえ 牛乳 牛乳

豆腐スープ すまし汁

ヨーグルト みかん

はんぺんの卵とじ ヨーグルト 肉まん蒸しパン かじきの香り焼き ゼリー 芋もち

きゅうりともやしの酢の物 牛乳 チンゲン菜とさつま揚げのさっと煮 牛乳

すまし汁 みそ汁

バナナ いちご

和風パスタ せんべい リングドーナツ ツナエッグ せんべい ジャムサンド

麦茶 牛乳 リンゴジュース ジャーマンポテト 牛乳 牛乳

バナナ コンソメスープ

ヨーグルト

厚揚げの中華煮 クッキー じゃが芋のチーズ焼き エネルギー 540・455ｋｃａｌ 鉄 2.3・1.7ｍ
ｇ

いんげんのツナあえ 牛乳 牛乳 たんぱく質 20.3・17ｇ カ ル シ ウ ム 256・285
ｍｇ

かき玉汁 脂質 16.8・15.8ｇ ビ タ ミ ン C 35・25ｍｇ

はっさく 塩分 17・13ｇ 食 物 繊 維 5.2・3.7ｇ

ミートローフ せんべい ヨーグルト（いちごジャム）

かぼちゃサラダ 牛乳 麦茶

スープ

バナナ

※都合により献立が変更になる場合があります。
※こあら、ぱんだ、らいおん組は袋をお配りいたしますのでお米(6合)をご持参ください。

１か月の平均栄養量
（以上児・未満児）

月

米、じゃがいも、食パ
ン、油

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、卵、ツナ油漬缶、
ベーコン

たまねぎ、にんじん、
キャベツ、いちごジャ
ム、ピーマン、えのき
たけ

昼食献立名 昼食献立名

金28

27

15

木

水26

土

月

火25

24

31

14

13

土

スパゲティ、小麦粉、
油、砂糖、無塩バ
ター、グラニュー糖、
片栗粉

牛乳、ベーコン、卵

金

木

水

22

21

20

19

バナナ、たまねぎ、に
んじん、しめじ、こま
つな

12

金

米、ホットケーキ粉、
砂糖、油、片栗粉、ご
ま油

牛乳、卵、豚ひき肉、
はんぺん

バナナ、たまねぎ、も
やし、こまつな、にん
じん、きゅうり、えの
きたけ、糸みつば、干
ししいたけ、カットわ
かめ

木

米、七分つき米、はる
さめ、ごま油、片栗
粉、砂糖

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、豚肉(肩ロース)、
木綿豆腐、ハム、しら
す干し

はくさい、もやし、に
んじん、きゅうり、ね
ぎ、にら、たけのこ
（ゆで）、しいたけ、
ごま、焼きのり、しょ
うが、にんにく

水

米、小麦粉、無塩バ
ター、砂糖、油

牛乳、いか、ツナ油漬
缶、あさり水煮缶、大
正えび、卵

いよかん、キャベツ、
たまねぎ、にんじん、
ごま、レモン果汁

米、じゃがいも、砂
糖、油

牛乳、木綿豆腐、卵、
ちくわ、米みそ（淡色
辛みそ）

みかん、ブロッコ
リー、きゅうり、たま
ねぎ、にんじん、しい
たけ、赤ピーマン、さ
やえんどう、ひじき

8 土

干しうどん 鶏むね肉、米みそ（淡
色辛みそ）、油揚げ、
ちくわ

みかん、はくさい、ね
ぎ、にんじん

11 火

7 金

米、生中華めん、サウ
ザンアイランドドレッ
シング、片栗粉、油、
ごま油

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、さわら、木綿豆
腐、豚肉(肩ロース)、油
揚げ

だいこん、グリーンア
スパラガス、にんじ
ん、キャベツ、たまね
ぎ、もやし、ねぎ、ご
ぼう、コーン缶、しょ
うが

6 木

米、片栗粉、砂糖、油 牛乳、鶏ひき肉、油揚
げ

りんご濃縮果汁、だいこ
ん、いよかん、りんご、れ
んこん、にんじん、たまね
ぎ、キャベツ、粉かんて
ん、カットわかめ、しょう
が

5 水

米、砂糖、無塩バ
ター、小麦粉、油、
アーモンド（乾）

牛乳、卵、豚ひき肉、
ウインナーソーセージ

バナナ、はくさい、た
まねぎ、コーン缶、チ
ンゲンサイ、ピーマ
ン、にんじん、トマ
ト、えのきたけ

4 火

米、ホットケーキ粉、
砂糖、片栗粉、ごま
油、無塩バター

牛乳、木綿豆腐、豚ひ
き肉、卵、米みそ（淡
色辛みそ）

みかん、ほうれんそ
う、もやし、ねぎ、ご
ま、しょうが

はっさく、にんじん、
たまねぎ、いんげん、
ねぎ、コーン缶、ピー
マン、にんにく、しょ
うが

火

米、片栗粉、マヨネー
ズ、油

牛乳、ヨーグルト(無
糖)、豚ひき肉、木綿豆
腐、鶏ひき肉、ハム

バナナ、たまねぎ、か
ぼちゃ、きゅうり、
キャベツ、クリーム
コーン缶、にんじん、
いちごジャム、コーン
缶、ひじき

18

17 月

じゃがいも、米、片栗
粉、バター、ごま油

牛乳、生揚げ、卵、ツ
ナ油漬缶、チーズ、豚
肉(肩ロース)

日 曜 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

10時おやつ日 曜 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

10時おやつ

1　月　献　　立　　表

米、食パン、砂糖、
マッシュポテト、油

牛乳、さけ、卵

じゃがいも、米、片栗
粉、油

牛乳、かじき、木綿豆
腐、さつま揚げ、米み
そ（淡色辛みそ）

チンゲンサイ、いち
ご、えのきたけ、ね
ぎ、にんじん、カット
わかめ、にんにく、
しょうが、あおのり

みかん、もやし、たま
ねぎ、こまつな、はく
さい、ねぎ、にんじ
ん、えのきたけ、ごま

牛乳、焼き豆腐、木綿
豆腐、豚肉(肩ロース)、
油揚げ

米、ホットケーキ粉、
油、砂糖

米、七分つき米、さつ
まいも、砂糖、片栗
粉、油、ごま油

牛乳、卵、かにかまぼ
こ、鶏ひき肉、しらす
干し

ねぎ、たまねぎ、はっ
さく、キャベツ、もや
し、きゅうり、にんじ
ん、こまつな、干しし
いたけ、ごま、カット
わかめ

ごぼう、きゅうり、
コーン缶、にんじん、
マーマレード、ねぎ、
焼きのり

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、鶏もも肉、ツナ油
漬缶、干しえび

米、じゃがいも、食パ
ン、マヨネーズ、はる
さめ、油、片栗粉、砂
糖

米、マヨネーズ、砂
糖、マカロニ、油

牛乳、豆乳、さば(水煮
缶)、木綿豆腐、ハム、
油揚げ、米みそ（淡色
辛みそ）、おから、白
みそ

バナナ、だいこん、み
かん缶、きゅうり、
キャベツ、たまねぎ、
にんじん、粉かんて
ん、にんにく、しょう
が

みかん、にんじん、な
す、たまねぎ、ごぼ
う、ほうれんそう、え
のきたけ、万能ねぎ、
干ししいたけ

牛乳、卵、かに水煮
缶、米みそ（淡色辛み
そ）

米、砂糖、ごま油

はくさい、いちご、に
んじん、えのきたけ、
たまねぎ、しめじ、さ
やえんどう、ごま、あ
おのり

バナナ、たまねぎ、に
んじん、マッシュルー
ム、赤ピーマン、黄
ピーマン、レッドキャ
ベツ、レタス

豚肉(肩ロース)米、じゃがいも、油、
和風ドレッシング

米、もち米、砂糖、
油、小麦粉、焼ふ、片
栗粉

クリームチーズ、鶏ひ
き肉、卵、豚ひき肉、
生揚げ、生クリーム、
あずき（乾）、米みそ
（淡色辛みそ）

だいこん、にんじん、
たまねぎ、えのきた
け、みつば、ごま、レ
モン果汁


