
時間帯 献立 黄 赤 緑
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 その他

01 午前おやつ ヨーグルト きび砂糖 ヨーグルト(無糖) バナナ
月 昼食 ひじきの混ぜごはん 米、七福米、押麦 にんじん、ひじき、にんにく 料理酒、みりん、食塩

ミートローフ 片栗粉、油 豚ひき肉、木綿豆腐 たまねぎ、ピーマン、にんじん、ひじき ケチャップ、食塩
ベイクドじゃが じゃがいも、油 あおのり 食塩
みそ汁（もやし） 米みそ（淡色辛みそ）、うす揚げ、いりこ もやし、カットわかめ
オレンジ オレンジ

午後おやつ おやさいボーロ 油、きび砂糖、片栗粉 ほうれんそう、にんじん
02 午前おやつ 豆乳スープ じゃがいも、きび砂糖 豆乳 洋風だし
火 昼食 御飯 米、七福米、押麦

さわらのもやしあんかけ 片栗粉、ごま油 さわら もやし、にんじん、こねぎ、しょうが かつお・昆布だし汁、料理酒、濃口しょうゆ、食塩

アスパラガスのごま炒め 油 グリーンアスパラガス、ごま 食塩
オクラの納豆あえ 納豆、花かつお節 オクラ、にんじん 濃口しょうゆ
みそ汁 米みそ（淡色辛みそ）、いりこ えのきたけ、たまねぎ、こねぎ、カットわかめ

午後おやつ ポップコーン ポップコーン、油 食塩
03 午前おやつ バナナ バナナ
水 昼食 御飯 米、七福米、押麦

豚肉のしょうが焼き ごま油、砂糖 豚肉(ばら) にんじん、しょうが 濃口しょうゆ、料理酒
ブロッコリーときゅうりのおかか和え 花かつお節 ブロッコリー、きゅうり、ごま 料理酒、濃口しょうゆ、食塩
かぼちゃの甘煮 砂糖 かぼちゃ かつおだし汁、濃口しょうゆ
みそ汁（じゃが芋・ねぎ） じゃがいも 米みそ（淡色辛みそ）、いりこ こねぎ、たまねぎ

午後おやつ フライドポテト じゃがいも、油 食塩
04 午前おやつ いりこ いりこ
木 昼食 ぶっかけうどん 生うどん 鶏むね肉、米みそ（淡色辛みそ）、うす揚げ はくさい、こねぎ、にんじん かつお・昆布だし汁、みりん

ハラハラおにぎり 米、七福米、押麦 油揚げ（甘煮） にんじん、切り干しだいこん かつおだし汁、料理酒、みりん、濃口しょうゆ
小松菜のおかかあえ 砂糖 花かつお節 こまつな、にんじん 濃口しょうゆ
りんご りんご

午後おやつ 豆乳プリン 黒糖、きび砂糖 豆乳、卵
05 午前おやつ ごま粉ふき芋 じゃがいも ごま 食塩
金 昼食 御飯 米、七福米、押麦

かぼちゃコロッケ 油、パン粉、小麦粉 鶏レバー、豚ひき肉 かぼちゃ、たまねぎ、にんじん 食塩、こしょう
きゅうりとわかめの酢の物 きび砂糖 きゅうり、ごま、カットわかめ 米酢、濃口しょうゆ
バナナ バナナ
みそ汁（はくさい・えのき） みそ（無添加）、うす揚げ、いりこ はくさい、えのきたけ、にんじん
ふりかけ いりこ、花かつお節 ごま、あおのり 食塩

午後おやつ フルーツ寒天 きび砂糖 りんご、オレンジ、粉かんてん
06 午前おやつ 菓子
土 昼食 御飯 米、七福米、押麦

じゃがいもと鶏肉の煮物 砂糖 鶏もも肉、米みそ（淡色辛みそ） じゃがいも、にんじん、いんげん みりん、濃口しょうゆ
ほうれん草のナムル（もやし） ごま油 ほうれんそう、もやし、ごま 濃口しょうゆ
すまし汁(白菜・えのき） はくさい、えのきたけ、葉ねぎ かつお・昆布だし汁、濃口しょうゆ、食塩
オレンジ オレンジ

午後おやつ にんじん蒸しパン 小麦粉、砂糖 にんじん
08 午前おやつ バナナ バナナ
月 昼食 御飯 米、七福米、押麦

鶏肉のごまみそ焼 砂糖 鶏もも肉、米みそ（淡色辛みそ） ごま みりん、濃口しょうゆ
ひじきサラダ きび砂糖、ごま油 にんじん、切り干しだいこん、ひじき、いんげん 濃口しょうゆ、みりん
白菜のおかか和え 花かつお節 はくさい、にんじん 濃口しょうゆ
中華風スープ じゃがいも たまねぎ、しめじ、にんじん 洋風だし、食塩

午後おやつ おやつ焼きうどん うどん、油、きび砂糖 豚肉(もも) キャベツ、たまねぎ、にんじん、あおのり 濃口しょうゆ、料理酒、食塩
09 午前おやつ いりこ いりこ
火 昼食 ナポリタン スパゲティ、油 豚肉(ばら) たまねぎ、ピーマン、にんじん ケチャップ、濃口しょうゆ、食塩、こしょう

ポテトサラダ じゃがいも、油 豆乳 きゅうり、にんじん 米酢、食塩
チキンスープ じゃがいも 鶏もも肉 にんじん、たまねぎ 洋風だし、食塩
りんご りんご

午後おやつ バナナケーキ 小麦粉、無塩バター、きび砂糖 卵、豆乳 バナナ
10 午前おやつ 豆乳スープ じゃがいも、きび砂糖 豆乳 たまねぎ 洋風だし
水 昼食 御飯 米、七福米、押麦

豆腐の五目焼き さつまいも、片栗粉 木綿豆腐、鶏ひき肉 にんじん、ひじき、しょうが 料理酒、濃口しょうゆ、食塩
かぼちゃサラダ（かつおぶし） きび砂糖、油 花かつお節 かぼちゃ、きゅうり 酢、濃口しょうゆ
もやしの納豆和え 納豆 もやし、にんじん、こまつな 濃口しょうゆ
みそ汁（チンゲン菜・えのき） 米みそ（淡色辛みそ）、いりこ チンゲンサイ、たまねぎ、えのきたけ

午後おやつ グリーンピースおにぎり 米、七福米、押麦 グリーンピース(揚げ豆） こんぶ（だし用） 食塩
11 午前おやつ バナナ バナナ
木 昼食 御飯 米、七福米、押麦

さばの焼きおろし煮 砂糖 さば だいこん、こねぎ かつお・昆布だし汁、料理酒、濃口しょうゆ、食塩

ほうれん草の塩ごま和え ほうれんそう、もやし、にんじん、ごま 食塩
クリームスープ じゃがいも 牛乳 にんじん、たまねぎ 洋風だし、食塩
オニオンリング 片栗粉、小麦粉、なたね油 たまねぎ 食塩

午後おやつ にんじん棒 小麦粉、無塩バター、きび砂糖 にんじん、ごま 食塩
12 午前おやつ ヨーグルト きび砂糖 ヨーグルト(無糖) りんご
金 昼食 カレーライス 米、じゃがいも、七福米、押麦、油 豚肉(肩ロース) たまねぎ、にんじん カレールウ

キャベツとしらすのりんごサラダ 油 しらす干し キャベツ、こまつな、レモン果汁、りんご 酢
オレンジ オレンジ
きのこのスープ 油 たまねぎ、えのきたけ、しめじ、にんじん 洋風だし、食塩、こしょう

午後おやつ マフィン 小麦粉、無塩バター、きび砂糖、油 卵
13 午前おやつ 菓子
土 昼食 麻婆丼 米、七福米、押麦、油、片栗粉、ごま油 木綿豆腐、豚ひき肉、みそ（無添加）、鶏レバー たまねぎ、にんじん、こねぎ、しょうが 料理酒、みりん、濃口しょうゆ

白菜の胡麻和え きび砂糖 はくさい、チンゲンサイ、にんじん、ごま 濃口しょうゆ
わかめスープ キャベツ、にんじん、ごま、カットわかめ 中華だしの素、食塩、こしょう
りんご りんご

午後おやつ 黒ごま茶巾 きび砂糖 豆乳 日本かぼちゃ、黒ごま
15 午前おやつ ごま粉ふき芋 じゃがいも ごま 食塩
月 昼食 御飯 米、七福米、押麦

豚肉とごぼうの煮物 砂糖 豚肉(ばら) えのきたけ、にんじん、ごぼう 濃口しょうゆ
小松菜の納豆あえ 納豆、花かつお節 こまつな、にんじん 濃口しょうゆ
ブロッコリーの豆乳マヨネーズサラダ 油 豆乳 ブロッコリー 米酢、食塩
すまし汁 木綿豆腐 チンゲンサイ、キャベツ、カットわかめ かつお・昆布だし汁、食塩、濃口しょうゆ

午後おやつ クッキー・手作り 小麦粉、無塩バター、砂糖 卵
16 午前おやつ いりこ いりこ
火 昼食 御飯 米、七福米、押麦

魚のカレーピカタ 小麦粉、きび砂糖、油 さけ ケチャップ、カレー粉、濃口しょうゆ、食塩
スパゲティーサラダ スパゲティ、きび砂糖 きゅうり、にんじん 酢、濃口しょうゆ
ほうれん草のナムル ごま油 もやし、ほうれんそう、ごま 濃口しょうゆ
洋風スープ にんじん、にら、たまねぎ 中華だしの素、食塩、こしょう

午後おやつ いもかんてん さつまいも、砂糖 粉かんてん
17 午前おやつ オレンジ オレンジ
水 昼食 御飯 米、七福米、押麦

揚げ豆腐の和風あんかけ 片栗粉、油、砂糖 木綿豆腐、鶏ひき肉 たまねぎ、えのきたけ、にんじん、さやえんどう かつお・昆布だし汁、濃口しょうゆ
きゅうりと長芋のさっぱり漬け ながいも、砂糖 きゅうり 酢、食塩
みそ汁 米みそ（淡色辛みそ）、いりこ かぼちゃ、もやし、こねぎ
りんごジュース寒天 きび砂糖 りんご、オレンジ、粉かんてん
ふりかけ いりこ、花かつお節 ごま、あおのり 食塩

午後おやつ わらびもち わらび餅粉、砂糖、白玉粉 きな粉
18 午前おやつ バナナ バナナ
木 昼食 そぼろと野菜の冷やしうどん うどん、きび砂糖 鶏ひき肉、いりこ ほうれんそう、きゅうり、にんじん、たまねぎ、こんぶ（だし用）、カットわかめ 濃口しょうゆ、みりん

いなり寿司 米、きび砂糖、七福米、押麦 うす揚げ 黒ごま 米酢、濃口しょうゆ、食塩、みりん
たまねぎとにんじんの磯辺かきあげ 小麦粉、なたね油 にんじん、たまねぎ、あおのり 食塩
オレンジ オレンジ

午後おやつ きな粉の麩ラスク 焼ふ、バター、砂糖 きな粉
19 午前おやつ ヨーグルト きび砂糖 ヨーグルト(無糖) りんご
金 昼食 御飯 米、七福米、押麦

えびフライ パン粉、油、小麦粉、片栗粉 むきえび ケチャップ、濃口しょうゆ、食塩
アスパラのゴマあえ グリーンアスパラガス、にんじん、ごま 濃口しょうゆ
じゃがいも土佐煮 じゃがいも、きび砂糖 花かつお節 濃口しょうゆ
野菜スープ キャベツ、えのきたけ、にんじん、たまねぎ 洋風だし、食塩
バナナ バナナ

午後おやつ ロールケーキ 小麦粉、無塩バター、きび砂糖 卵、生クリーム バナナ、いちご
20 午前おやつ 菓子
土 昼食 カレーうどん うどん、片栗粉 豚肉(ばら)、うす揚げ たまねぎ、にんじん、こねぎ かつお・昆布だし汁、濃口しょうゆ、みりん、食塩、カレー粉

大根のそぼろ煮 油、きび砂糖 鶏ひき肉 だいこん、にんじん、いんげん 濃口しょうゆ、みりん、昆布だし汁
みそ汁 米みそ（淡色辛みそ）、うす揚げ、いりこ もやし、カットわかめ
りんご りんご

午後おやつ おにぎり（焼き） 米、七福米、押麦、ごま油 花かつお節 濃口しょうゆ
22 午前おやつ 豆乳スープ きび砂糖 豆乳 日本かぼちゃ 洋風だし
月 昼食 中華丼 米、油、七福米、押麦、片栗粉、きび砂糖、ごま油 豚肉(もも)、いか、むきえび はくさい、たまねぎ、にんじん、しめじ、ピーマン 濃口しょうゆ、料理酒、食塩、こしょう

ほうれん草のおかか和え 花かつお節 もやし、ほうれんそう、にんじん 濃口しょうゆ
みそ汁 木綿豆腐、米みそ（淡色辛みそ） たまねぎ、こねぎ、カットわかめ かつお・昆布だし汁
オレンジ オレンジ

午後おやつ 牛乳フルーツかんてん 砂糖 牛乳 オレンジ、粉かんてん
23 午前おやつ りんご りんご
火 昼食 御飯 米、七福米、押麦

鶏のレモン焼き 油、片栗粉、砂糖 鶏むね肉 レモン果汁 濃口しょうゆ、食塩
チンゲン菜のとろみ炒め（えのき） 油、片栗粉 チンゲンサイ、えのきたけ、にんじん 食塩、中華だしの素
卯の花 きび砂糖、油 おから しめじ、にんじん、万能ねぎ、こんぶ（だし用） 料理酒、濃口しょうゆ
五目汁（だいこん・ごぼう） 米みそ（淡色辛みそ）、うす揚げ だいこん、かぼちゃ、こねぎ、ごぼう かつお・昆布だし汁
オレンジ オレンジ

午後おやつ ちんすこう 小麦粉、きび砂糖、油 食塩
24 午前おやつ いりこ いりこ
水 昼食 御飯 米、七福米、押麦

さばの竜田揚げ 油、片栗粉 さば しょうが 濃口しょうゆ、料理酒
ブロッコリーと豆腐のサラダ 油、砂糖 木綿豆腐、みそ（無添加） ブロッコリー 酢
ほうれん草の納豆あえ 納豆、花かつお節 ほうれんそう、にんじん 濃口しょうゆ
みそ汁 米みそ（淡色辛みそ）、うす揚げ、いりこ もやし、カットわかめ
ふりかけ いりこ、花かつお節 ごま、あおのり 食塩

午後おやつ 肉みそうどん うどん、片栗粉、砂糖、油 豚ひき肉、米みそ（淡色辛みそ） たまねぎ、にんじん、ピーマン 料理酒
25 午前おやつ バナナ バナナ
木 昼食 コーンご飯 米、七福米、押麦 とうもろこし、こんぶ（だし用） 食塩

肉豆腐 砂糖 厚揚、豚肉(ばら) たまねぎ、こねぎ、えのきたけ、しょうが 濃口しょうゆ、料理酒、みりん
にんじんのじゃこごまあえ しらす干し もやし、にんじん、さやえんどう、ごま
もやしとわかめのナムル ごま油 もやし、にんじん、ごま、カットわかめ 濃口しょうゆ
すまし汁 たまねぎ、しめじ、にんじん、こねぎ かつお・昆布だし汁、濃口しょうゆ、料理酒、食塩

午後おやつ 肉まん 小麦粉、きび砂糖、なたね油、ごま油、片栗粉 豚ひき肉 干ししいたけ、たまねぎ、たけのこ、しょうが 濃口しょうゆ、料理酒、食塩
26 午前おやつ ヨーグルト きび砂糖 ヨーグルト(無糖) りんご
金 昼食 豚丼 米、七福米、押麦、油、片栗粉 豚肉(ばら) たまねぎ、えのきたけ、こまつな、にんじん、こねぎ、にんにく、しょうが 濃口しょうゆ、料理酒

さつま芋の煮物 さつまいも、きび砂糖 こんぶ（だし用） 濃口しょうゆ、料理酒、みりん
小松菜のごま和え こまつな、にんじん、すりごま 濃口しょうゆ
すまし汁 はくさい、えのきたけ、葉ねぎ かつお・昆布だし汁、濃口しょうゆ、食塩

午後おやつ サーターアンダギー 小麦粉、油、きび砂糖 豆乳、卵
27 午前おやつ 菓子
土 昼食 ミートスパゲティー マカロニ・スパゲティ、油、砂糖 豚ひき肉、牛ひき肉 たまねぎ、にんじん ケチャップ、濃口しょうゆ、食塩

小松菜ともやしのごま和え もやし、こまつな、にんじん、ごま 濃口しょうゆ
すまし汁 じゃがいも たまねぎ、にんじん、こねぎ かつお・昆布だし汁、濃口しょうゆ、料理酒、食塩

バナナ バナナ
午後おやつ わかめおにぎり 米、七福米、押麦 カットわかめ 食塩

29 午前おやつ ごま粉ふき芋 じゃがいも ごま 食塩
月 昼食 御飯 米、七福米、押麦

ししゃものごま焼き 油 ししゃも ごま
蒸し野菜のあんかけ（いんげん） じゃがいも、片栗粉 かぼちゃ、いんげん 中華だしの素、みりん、濃口しょうゆ
もやしの納豆和え 納豆 もやし、にんじん、こまつな 濃口しょうゆ
具だくさんみそ汁 ごま油 木綿豆腐、米みそ（淡色辛みそ）、いりこ たまねぎ、えのきたけ、にんじん

午後おやつ バナナケーキ 小麦粉、砂糖 豆乳 バナナ
30 午前おやつ 豆乳スープ きび砂糖 豆乳 日本かぼちゃ 洋風だし
火 昼食 ハヤシライス 米、じゃがいも、七福米、押麦、油 牛肉(ばら)、牛肉(もも) たまねぎ、にんじん、ピーマン ハヤシルウ、ケチャップ

ポテトサラダ じゃがいも、マヨネーズ、なたね油 豆乳 きゅうり、にんじん 酢、食塩
オレンジ オレンジ
ビーフン汁 ビーフン、油 豚肉(肩) チンゲンサイ、こねぎ、にんじん、たまねぎ かつおだし汁、濃口しょうゆ、食塩

午後おやつ みたらし団子 白玉粉、きび砂糖、片栗粉 絹ごし豆腐 みりん
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材         料        名

ひよこぐみ・りすぐみ・うさぎぐみ２０２０年６月 献立表

＊使用食材は地産地消を基本とし調味料、醤油、味噌は国産無添加食品を使用しています。砂糖は基本きび砂糖です。

その他の食材も安心安全な物を厳選し、調理水は還元水にて調理しています。

＊上記の献立・食材は納入状況により変更する場合があります。

以上児さんは6/4・6/9・6/16・6/24の昼食にいりこを提供します。
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