
献立表

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

1 麦ごはん グレープフルーツ

15 麩とねぎのプルコギ風

(水) 水菜とじゃこのサラダ

２ 納豆スパゲッティ

16 大根とささみの梅肉あえ

(木) 和風ポトフ

バナナ

３ ごま塩ごはん ぶどうゼリー

17 かれいの味噌マヨ焼き

(金) 五目豆（３日:非常食）

４ ごはん オレンジ

１８ 肉じゃが

（土）ちくわときゅうりの酢の物

かぼちゃのみそ汁

６ 中華丼（キャベツ）

２０ ほうれん草のナムル

（月）わかめスープ（もやし）

バナナ

７ 豚骨風ラーメン

２８ コーン蒸し肉団子

（火）ひじきサラダ

オレンジ

８ 半つきごはん ヨーグルト

２２ あじのかばやき

（水）大根と厚揚げのそぼろ煮

さといものみそ汁

９ 食パン・ブルーベリージャム 　　バナナ

２３ ポークビーンズ

（木）コールスロー

ブロッコリーのミルクスープ

10 ごはん グレープフルーツ

２４ 鶏肉の塩麹焼き

（金）刻み昆布と切干大根の煮物

なめこのみそ汁

11 しろごはん オレンジゼリー

２５ 鮭の西京焼き

（土）もやしと油揚げの酢醤油和え

13 パセリピラフ バナナ

２７

（月）三色サラダ

小松菜のスープ

14 レバー入りドライカレー

（火）きのこサラダ

29 押し麦のスープ

（水）すいか

行事食 てるてるおにぎり メロン

21 チキン南蛮（宮崎県）

（火）マカロニサラダ

すまし汁（えのき）

30 パン・ロールパン ぶどうゼリー

（木）カレイのカラフル焼き

ジュリエンヌスープ

精白米、小麦粉、三温糖
マヨドレ、マカロニ、米粉
なたね油、サイダー

鶏もも肉、無塩バター
牛乳、ハム

ロールパン、精白米
じゃがいも、オリーブ油
三温糖
ぶどうゼリー

かれい、生クリーム、鶏もも肉
ベーコン、いわし（田作り:幼児）
脱脂粉乳、バター、ごま
粉チーズ

たまねぎ、にんじん
ブロッコリー、セロリー
ごぼう・パセリ
赤ピーマン、黄ピーマン
にんにく、こんぶ（だし用）
きゅうり

牛乳

かしわめし(福岡)

中華きゅうり（乳児）

田作り（幼児）

りんごジュース、メロン
レタス、えのきたけ、ねぎ
きゅうり、こまつな、トマト
りんご、にんじん
たまねぎ、コーン
アガー、パセリ、抹茶

牛乳

ビアゼリー

枝豆クッキー

精白米、ホットケーキ粉
三温糖、押麦、米粉
ねりごま、なたね油

牛乳、豚ひき肉、ベーコン
鶏レバー、卵、無塩バター
ごま、脱脂粉乳

すいか、たまねぎ、レタス
にんじん、しめじ、しいたけ
えのきたけ、ピーマン
セロリー、葉ねぎ
にんにく、しょうが

 １４日:あまからせんべい

２９日:サクッとあられ

白ごまカップケーキ

牛乳

精白米、ぎょうざの皮
マヨドレ、なたね油
三温糖
オリーブ油、米粉

たら、ピザチーズ
ベーコン、脱脂粉乳

バナナ、かぼちゃ、レタス
たまねぎ、こまつな、にんにく
クリームコーン、トマト
きゅうり、コーン
にんじん、パセリ

牛乳

かぼちゃのチーズ包み揚げ

精白米、三温糖、小麦粉
小町ふ、なたね油
オレンジゼリー

牛乳、さけ、クリームチーズ
生クリーム、卵、油揚げ、みそ
ヨーグルト、ごま

もやし、たまねぎ、しいたけ
みつば、にんじん、葉ねぎ
レモン果汁、しょうが

 あまからせんべい

ベイクドチーズケーキ

牛乳

精白米、コーンフレーク
三温糖、マシュマロ

カルシウムと鉄分の多いミルク
鶏もも肉、木綿豆腐、油揚げ
無塩バター、みそ

グレープフルーツ、ねぎ
なめこ、しいたけ、切干大根
にんじん、ピュアココア
刻みこんぶ、いんげん

 サクッとあられ

フレークスナック

カル鉄ココア

食パン、精白米
じゃがいも、マヨドレ
三温糖、オリーブ油

カルシウムと鉄分の多いミルク
豚肉(肩ロース)、しらす干し
ハム、だいず（乾）
脱脂粉乳、ごま、かつお節

ホールトマト缶詰、バナナ
たまねぎ、キャベツ、焼きのり
ブルーベリージャム、にんじん
コーン、ブロッコリー

牛乳

おにぎり（じゃこおかか）

かみかみ昆布

半つき米、さといも
片栗粉、なたね油
三温糖

牛乳、ヨーグルト、あじ
木綿豆腐、生揚げ、豚ひき肉
みそ、ごま

ごぼう、だいこん、こまつな
ねぎ、しょうが、わかめ

 サクッとあられ

揚げごぼう

牛乳

生中華めん、じゃがいも
片栗粉、三温糖、なたね油
ごま油

牛乳、豆乳、豚ひき肉、焼き豚
なると、ツナ油漬缶、チーズ
脱脂粉乳

オレンジ、キャベツ、たまねぎ
もやし、ねぎ、にんじん
きゅうり、コーン、にら
ひじき、ピーマン、しょうが

 あまからせんべい

じゃがいもピザ

牛乳

精白米、小麦粉、三温糖
片栗粉、ごま油

牛乳、豚肉(肩ロース)
ヨーグルト
卵、無塩バター
脱脂粉乳、ごま

ほうれんそう、バナナ
キャベツ、赤ピーマン
もやし、たまねぎ、ねぎ
にんじん、たけのこ、しょうが
コーン、干しぶどう
黒きくらげ、わかめ、にんにく

 りんごジュース

ヨーグルトクラフティ

牛乳

精白米、じゃがいも
ホットケーキ粉、しらたき
三温糖、なたね油

牛乳、豚肉(肩ロース)、卵
ちくわ、無塩バター
みそ、脱脂粉乳、油揚げ

オレンジ、きゅうり、たまねぎ
かぼちゃ、干しぶどう
にんじん、いんげん
わかめ

 あまからせんべい

手作りオールレーズン

牛乳

精白米、ビーフン
つきこんにゃく、なたね油
マヨドレ、三温糖
ぶどうゼリー

かれい、大豆、豚肉(肩ロース)
みそ、油揚げ、黒ごま

こまつな、にんじん
えのきたけ、れんこん
ごぼう、たまねぎ
もやし、ピーマン

牛乳

焼きビーフン（カレー）

スパゲティー、食パン
じゃがいも
メープルシロップ、三温糖
ごま油

牛乳、鶏ひき肉、挽きわり納豆
鶏ささ身、ウインナー
無塩バター

バナナ、だいこん、たまねぎ
にんじん、ごぼう、きゅうり
キャベツ、葉ねぎ、オクラ
うめ干し、干ししいたけ
焼きのり

 オレンジジュース

メープルラスク

牛乳

材料名（昼食・3時おやつ） 10時おやつ

3時おやつ

園長　　　　　栄養士

精白米、じゃがいも
つきこんにゃく、小麦粉
押麦、三温糖、なたね油
車ふ、ごま油

牛乳、豚肉(ロース)、しらす干し
卵、脱脂粉乳、コンデンスミルク
ごま

グレープフルーツ、レタス
ねぎ ,きょうな、きゅうり
にら、にんじん
わかめ、にんにく

 サクッとあられ

マーラーカオ

牛乳

たらのムニエルコーンクリームソース

コロコロ野菜のクリーミーソテー

麩のすまし汁(みつば・たまねぎ）

わかめとじゃがいものスープ

すまし汁（こまつな・にんじん）
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