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10時おやつ
3時おやつ 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 ごはん きのこすーぷ  りんご

( はんばーぐ まどれーぬ
木 すぱげてぃーのけちゃっぷあえ

) さつまいものあまに
02 ごはん みそしる ばなな

( さばのしおやき ほそまき
金 ほうれんそうのごまあえ

) きゃべつのなっとうあえ
05 ごはん みそしる おれんじ

( ぶたにくのしぐれに ふりかけ みたらしだんご
月 ひじきのすのもの

) もやしのあえもの
06 きつねうどん こふきいも

( はりはりおにぎり おこのみやき
火 きゃべつとはくさいのごまあえ

) バナナ
07 ごはん すましじる  りんご

( さけのむにえる ぽてとちっぷす
水 とまとととうふのさらだ

) ぶろっこりーのまよねーずあえ

08 くろわっさん じゃがいもすーぷ ばなな

( みーとぼーる おれんじ あおなおにぎり
木 ほうれんそうのあえもの

) まかろにさらだ
09 ごはん すましじる よーぐると

( ちきんなんばん ふるーつかんてん

金 かぼちゃのさらだ

) きゃべつのあえもの
10 ごはん みそしる かし

( ぶたにくのあまからいため すいーとぽてと
土 じゃがいものとさに

) こまつなのあえもの
12 みーとすぱげてぃー ばなな

( きゅうりのあえもの わかめおにぎり
月 きゃべつのすーぷ

) おれんじ
13 とりそぼろどん とうにゅうすーぷ

( はくさいのごまあえ やきうどん
火 みそしる

) みにかんてん
14 ごはん みそしる よーぐると

( ししゃも きなこどーなつ
水 きりぼしだいこんのにもの

) やさいのなっとうあえ
15 かれーらいす  りんご

( ごぼうのさらだ ぷりん
木 ようふうすーぷ

) ばなな
16 ごはん みそしる  いりこ

( とりのからあげ いりこ わらびもち
金 ほうれんそうのおかかあえ

) はるさめさらだ
17 ごはん すましじる かし

( ぶたにくのみそいため そぼろおにぎり
土 きゃべつのあえもの

) かぼちゃのにもの
19 ごはん みそしる よーぐると

( とりつくね ふりかけ ふるーつぽんち
月 あつあげのにもの

) だいこんのすのもの
20 ぐだくさんうどん こふきいも

( いなりずし くっきー
火 ひじきのおかかあえ

) ばなな

21 たけのこいりまぜごはん すましじる とうにゅうすーぷ

( かぼちゃころっけ みにかんてん よーぐるとむーす

水 すぱげてぃーのげてぃーさらだ

) ほうれんそうはくさいのあえもの

はなまつり
22 ごはん みそしる ばなな

( とりにくのごまやき おれんじ だいがくいも
木 こんさいのにもの

) ちんげんさいのおかかあえ
23 ごはん  りんご

( えびふらい たんじょうびけーき

金 ぽてとさらだ

) はなやさいのすのもの

おたんじょうび
かい

きゃべつとほうれんそうのすーぷ

24 ごはん みそしる かし

( とりじゃが まふぃん
土 だいこんとごぼうのにもの

) はくさいのごまあえ
26 ごはん すましじる  いりこ

( とりにくのかれーやき いりこ さぶれ
月 こまつなのおかかあえ

) もやしなむる
27 ちゅうかどん おれんじ

( ちんげんさいのちゅうかあえ いもかんてん
火 かきたまじる

) りんご
28 ごはん ぶたじる ばなな

( すきやき あんまん
水 こまつなのなっとうあえ

) しらあえ
30 ごはん みそしる よーぐると

( さばのたつたあげ わかめうどん
金 れんこんのにもの

) かぼちゃのまよねーーずあえ
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献　　立　　名
材料名（昼食・3時おやつ）

ぎゅうひきにく、たまご、ぶたひき
にく、ぎゅうにゅう

こめ、さつまいも、こむぎこ、むえんば
たー、きびざう、ぱんこ、ななふくまい、
おしむぎ、あぶら、すぱげてぃー

たまねぎ、えのきたけ、にんじん、こまつ
な、いんげん、ぴーまん、しょうが、にんに
く

かつお・こんぶだしじる、こくち
しょうゆ、みりん、けちゃっぷ、
す、ようふうすーぷ、しょくえん、
りょうりしゅ、こしょう

しおさば、なっとう、とりひきにく、
こめみそ

こめ、ななふくまい、おしむぎ、きびざ
とう

ほうれんそう、たまねぎ、もやし、きゃべ
つ、にんじん、こねぎ、かっとわかめ、ごま

にぼしだしじる、こいくちしょう
ゆ、す

ぶたにく(もも)、きぬごしどうふ、
いりこ、こめみそ、はなかつおぶ
し

こめ、しらたまこ、じゃがいも、きびざと
う、あぶら、ななふくまい、おしむぎ、か
たくりこ

たまねぎ、もやし、にんじん、はくさい、ほ
うれんそう、こねぎ、かっとわかめ、いんげ
ん、ひじき、しょうが、ごま、あおのり

にぼしだしじる、こいくちしょう
ゆ、みりん、ほんみりん、す、
しょくえん

とりむねにく、うすあげ、たまご、
ぶたにく(もも)、はなかつおぶし

なまうどん、こめ、小こむぎこ、ながい
も、きびざとう、ななふくまい、おしむぎ

ばなな、きゃべつ、にんじん、はくさい、た
まねぎ、きりぼしだいこん、ばんのうねぎ、
ほししいたけ、ごま、こねぎ、あおのり

こいくちしょうゆ、ほんみりん、
しょくえん

さけ、もめんどうふ こめ、じゃがいも、まよねーず、あぶら、
ななふくまい、おしむぎ、ばたー、こむ
ぎこ、きびざとう

ぶろっこりー、とまと、ちんげんさい、たま
ねぎ、にんじん

かつお・こんぶだしじる、こいく
ちしょうゆ、す、しょくえん、こしょ
う

ぶたひきにく、たまご、しらすぼし くろわっさん、こめ、じゃがいも、まよ
ねーず、ぱんこ、きびざとう、ななふく
まい、おしむぎ、まかろに

おれんじ、にんじん、たまねぎ、ほうれん
そう、きゅうり、しめじ、こまつな、こねぎ

けちゃっぷ、ほんみりん、こいく
ちしょうゆ、ようふうだし、しょくえ
ん

とりむねにく、たまご こめ、きびざとう、まよねーず、あぶら、
こむぎこ、ななふくまい、おしむぎ

かぼちゃ、きゃべつ、たまねぎ、りんご、ぱ
いなぷる、きゅうり、こまつな、えのきたけ、
にんじん、こなかんてん、しょうが

かつお・こんぶだしじる、こいく
ちしょうゆ、す、りょうりしゅしょく
えん

ぶたにく(もも)あつあげ、ぎゅう
にゅう、こめみそ、たまご

さつまいも、こめ、じゃがいも、さとう、な
なふくまい、おしむぎ、きびざとう、むえ
んばたー

たまねぎ、こまつな、にんじん、こねぎ、ご
ま

にぼしだしじる、こいくちしょう
ゆ、ほんみりん

ぶたひきにく、ぎゅうひきにく すぱげてぃー、こめ、あぶら、さとう、な
なふくまい、きびざとう、ごまあぶら

おれんじ、たまねぎ、もやし、にんじん、
きゃべつ、きゅうり、かっとわかめ、ぴーま
ん、ぱせり、しめじ

けちゃっぷ、こいくちしょうゆ、よ
うふうだし、しょくえん

とりひきにく、ぶたにく(もも)、たま
ご、もめんどうふ、こめみそ

こめ、ほしうどん、きびざとう、あぶら、さ
とう、ごまあぶら

りんごのうしゅくかじゅう、はくさい、もや
し、ほうれんそう、にんじん、たまねぎ、し
めじ、かっとわかめ、ごま、こねぎ、こなか
んてん、しょうが

にぼしだしじる、こいくちしょう
ゆ、りょうりしゅ

ししゃも、ぎゅうにゅう、なっとう、
こめみそ、たまご、きなこ、うすあ
げ

こめ、こむぎこ、じゃがいも、きざとう、
あぶら、ななふくまい、おしむぎ

にんじん、もやし、きゃべつ、なす、こね
ぎ、きりぼしだいこん

にぼしだしじる、こいくちしょう
ゆ、ほんみりん

ぶたにく(ばら)、ぎゅうにゅう、た
まご

こめ、じゃがいも、きびざとう、ななふく
まい、おしむぎ、あぶら、まよねーず

ばなな、たまねぎ、にんじん、ごぼう、きゅ
うり、えのきたけ、こまつな、ぴーまん

かれーるう、ようふうだし、す、
しょくえん

とりももにく、こめみそ、いりこ、き
なこ、はなかつおぶし

こめ、わらびもちこ、はるさめ、きびざと
う、あぶら、かたくりこ、ななふくまい、
おしむぎ

ほうれんそう、だいこん、にんじん、もや
し、ちんげんさい、かっとわかめ、しょう
が、にんにく

にぼしだしじる、こいくちしょう
ゆ、す、りょうりしゅ、しょくえん

ぶたにく(もも)、とりひきにく、こめ
みそ

こめ、ななふくまい、おしむぎ、きびざ
とう、あぶら

たまねぎ、かぼちゃ、きゃべつ、にんじ
ん、はくさい、こまつな、ばんのうねぎ、ご
ま、いんげん

かつお・こんぶだしじる、こいく
ちしょうゆ、ほんりん、しょくえん

とりひきにき、ぎゅうにゅう、あつ
あげ、もめんどうふ、こめみそ、た
まご、いりこ、ぜらちん、はなかつ
おぶし

こめ、きびざとう、ななふくまい、おしむ
ぎ、ぱんこ、かたくりこ、さとう

にんじん、だいこん、たまねぎ、こねぎ、
きゅうり、きゃべつ、ごま、かっとわかめ、あ
おのり
ぱいなっぷる、おれんじ、こなかんてん

にぼしだしじる、こいくちしょう
ゆ、す、ほんみりん、りょうり
しゅ、しょくえん

ぶたにく(もも)、うすあげ、はなか
つおぶし

うどん、さつまいも、こめ、きびざとう、さ
とう、あぶら、ななふくまい、おしむぎ

ばなな、たまねぎ、はくさい、にんじん、ば
んのうねぎ、だいこん、もやし、こねぎ、ひ
じき、くろごま、ほししいたけ

かつお・こんぶだしじる、こいく
ちしょうゆ、みりん、す、しょくえ
ん、ほんみりん

ぶたひきにく、たまご、よーぐると こめ、こむぎこ、むえんばたー、きびざ
とう、すぱげてぃー、ぱんこ、あぶら、な
なふくまい、おしむぎ

かぼちゃ、たまねぎ、ほうれんそう、にんじ
ん、はくさい、えのきたけ、きゅうり、たけの
こ、こまつな、ごぼう、ごま、いちご

かつお・こんぶだしじる、こいく
ちしょうゆ、ほんみりん、す、しょ
くえん、こしょう

とりももにく、ぎゅうにゅう、こめみ
そ、はなかつおぶし

こめ、さつまいも、きびざとう おれんじ、ちんげんさい、もやし、だいこ
ん、れんこん、ごぼう、にんじん、たまね
ぎ、こねぎ、ごま、いとこんにゃく

にぼしだしじる、かつおだしじ
る、こいくちしょうゆ、ほんみりん

むきえび、たまご、なまくりーむ、
ぎゅうにゅう

こめ、じゃがいも、こむぎこ、きびざと
う、ぱんこ、あぶら、まよねーず、なな
ふくまい、おしむぎ

ぶろっこりー、ばなな、にんじん、きゅうり、
きゃべつ、かりふらわー、ほうれんそう

けちゃっぷ、す、ようふうだし、こ
いくちしょうゆ、しょくえん

にんじん、たまねぎ、ほうれんそう、はくさ
い、こまつな、きゃべつ、ばんのうねぎ、だ
いこん、しらたき、ごぼう、えのきたけ、こ
ねぎ、いとこんにゃく、ごま

にぼしだしじる、こいくちしょう
ゆ、ほんみりん、しょくえん

とりももにく、たまご、ぎゅうにゅ
う、こめみそ

こめ、じゃがいも、こむぎこ、きびざと
う、むえんばたー、ななふくまい、おし
むぎ、あぶら、さとう

はくさい、たまねぎ、だいこん、にんじん、
なす、ごぼう、いとこんにゃく、こねぎ、ご
ま、いんげん

にぼしだしじる、かつおだしじ
る、こいくちしょうゆ、みりん、りょ
うりしゅ

とりももにく、もめんどうふ、たま
ご、いりこ、はなかつおぶし

こめ、こむぎこ、むえんんばたー、さと
う、あぶら、ななふくまい、おしむぎ、き
びざとう、ごまあぶら

もやし、こまつな、にんじん、こねぎ、ご
ま、かっとわかめ、にんにく

かつお・かつおだしじる、こいく
ちしょうゆ、しょくえん、かれーこ

さば、こめみそ、うすあげ こめ、ほしうどん、さつまいも、あぶら、
かたくりこ、ななふくまい、おしむぎ、ま
よねーず、さとう

れんこん、かぼちゃ、にんじん、はくさい、
たまねぎ、こねぎ、きゅうり、いんげん、しょ
うが、かっとわかめ

にぼしだるしじる、かつお・こん
ぶだし、かつおだしじる、こいく
ちしょうゆ、りょうりしゅ、ほんみり
ん

ぶたにく(もも)、たまご、むきえ
び、いか

こめ、さつまいも、さとう、ごまあぶら、
ななふくまい、おしむぎ、かたくりこ、き
びざとう

りんご、はくさい、たまねぎ、ちんげんさ
い、にんじん、もやし、こねぎ、たけのこ、
こなかんてん、しょうが、にんにく、ごま

かつお・こんぶだしじる、こいく
ちしょうゆ、しょくえん、こしょう

ぎゅうにく(もも)、もめんどうふ、
なっとう、きぬごしどうふ、あず
き、ぶたにく(ばら)、こめみそ、う
すあげ

こめ、こむぎこ、きざとう、ななふくま
い、おしむぎ、あぶら、ごまあぶら

＊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。

くまぐみ・きりんぐみ・らいおんぐみ
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