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献立作成者：原口

10時おやつ

3時おやつ 血や肉や骨になるもの 熱と力になるもの 体の調子を整えるもの その他

01 御飯 すまし汁  バナナ

( 豚肉のしぐれ煮 チャーハン

木 ほうれん草の納豆和え

) きゅうりとわかめの酢の物

02 御飯 みそ汁  オレンジ

( とり天 ふりかけ わかめうどん

金 かぼちゃの煮物

) キャベツのおかか和え

03 御飯 すまし汁  菓子

( 豚肉の生姜炒め スイートポテト

土 もやしと小松菜のナムル

) 大根と人参の煮物

05 コーン御飯 洋風スープ  いりこ

( さけのムニエル 落とし揚げドーナツ

月 ポテトサラダ

) 白菜の和え物

06 御飯 きのこスープ  豆乳スープ

( コロッケ クッキー

火 パスタサラダ

) ブロッコリーとささみのサラダ

07 三食そうめん  りんご

( ハリハリおにぎり タルトケーキ

水 すまし汁

) ミニ寒天

七夕

08 御飯 じゃがいもスープ  オレンジ

( ミートボール 細巻き

木 はるさめサラダ

) キャベツのごま和え

09 おにぎり チンゲン菜スープ  バナナ

( 鶏のから揚げ フルーツ寒天
金 きゅうりの和え物

) フライドポテト
誕生日会

10 御飯 みそ汁  菓子

( 鶏肉の照り焼き マドレーヌ
土 ごぼうとれんこんの煮物

) ほうれん草の和え物
12 カレーライス  ヨーグルト

( アスパラとキャベツのごま和え 白玉きなこ
月 春雨スープ

) すいか
13 鶏そぼろ丼  オレンジ

( 白菜のおかか和え あんまん
火 冬瓜汁

) バナナ
14 御飯 かき玉汁  豆乳スープ

( えびフライ いなり寿司
水 マカロニサラダ

) 小松菜のごま和え
15 鶏そぼろと野菜の冷やしうどん  バナナ

( ひじきおにぎり わらび餅
木 キャベツとほうれん草の和え物

) オレンジ
16 御飯 みそ汁  ところてん

( 豚じゃが カルピス寒天
金 オクラ納豆

) ごぼうときゅうりのサラダ
17 御飯 すまし汁  菓子

( 鶏ひき肉となすのみそ炒め 豆おにぎり
土 チンゲン菜の和え物

) 大根の煮物
19 御飯 みそ汁  りんご

( 鶏肉のごま焼き ふりかけ サブレ
月 白菜のおかか和え

) 野菜の酢の物
20 御飯 すまし汁  オレンジ

( ハンバーグ ミルクプリン
火 かぼちゃのサラダ

) もやしと小松菜のナムル
終業式

21 御飯 みそ汁  豆乳スープ

( さばの塩焼き バナナ お好み焼き
水 根菜の煮物

) ほうれん草ともやしのごま和え

24 御飯 みそ汁  菓子

( 豚肉ともやしのごま炒め りんご寒天
土 きゅうりの酢の物

) じゃがいもの土佐煮
26 御飯 そうめん汁  いりこ

( 鶏肉のカレー焼き いりこ ヨーグルトムース
月 ひじきの煮物

) もやしのナムル
27 ミートスパゲティー  りんご

( チンゲン菜とキャベツの和え物 青菜おにぎり
火 じゃがいもスープ

) バナナ
28 御飯 煮びたし風汁  ところてん

( 鶏つくね カクテルゼリー
水 白和え

) もやしの納豆和え
29 混ぜ御飯 みそ汁  バナナ

( ししゃも りんご ポテトチップス
木 切り干し大根の煮物

) 小松菜のごま和え
30 麻婆丼  ヨーグルト

( きゅうりと白菜の和え物 野菜うどん
金 わかめスープ

) オレンジ
31 御飯 すまし汁  菓子

( 鶏肉のみそ焼 バナナ蒸しパン
土 かぼちゃの甘煮

) アスパラとトマトの酢の物

＊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。

献　　　　　　立　　　　　　表

鶏ひき肉、カルピス、卵、木
綿豆腐、みそ、生クリーム、
牛乳

米、干しそうめん、七福米、押
麦、きび砂糖

たまねぎ、もやし、にんじん、キャベツ、こね
ぎ、きゅうり、オクラ、切り干しだいこん、粉かん
てん、バナナ

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、本みりん、食塩

豚ひき肉、鶏ひき肉、卵 米、じゃがいも、はるさめ、パ
ン粉、七福米、押麦、きび砂
糖、
ごま油

たまねぎ、キャベツ、はくさい、えのきたけ、焼
きのり、にんじん、こまつな、きゅうり、ごま

濃口しょうゆ、ケチャップ、酢、本
みりん、食塩、洋風だし

さけ、牛乳、卵 米、じゃがいも、小麦粉、マヨ
ネーズ、油、きび砂糖、七福
米、押麦

とうもろこし、にんじん、はくさい、たまねぎ、こ
まつな、きゅうり、キャベツ

ケチャップ、洋風だし、濃口しょう
ゆ、食塩、こしょう

豚ひき肉、卵、鶏ささ身 じゃがいも、米、小麦粉、無塩
バター、きび砂糖、パン粉、ス
パゲティ、油、七福米、押麦

ブロッコリー、たまねぎ、にんじん、きゅうり、し
めじ、こまつな、えのきたけ

濃口しょうゆ、酢、食塩、洋風だ
し、こしょう

鶏むね肉、みそ、卵、いり
こ、うす揚げ、花かつお節

米、干しうどん、油、小麦粉、
七福米、押麦、きび砂糖

かぼちゃ、りんご、キャベツ、はくさい、たまね
ぎ、にんじん、えのきたけ、こねぎ、ごま、いん
げん、カットわかめ、あおのり

煮干だし汁、かつお・昆布だし
汁、かつおだし汁、濃口しょうゆ、
本みりん、食塩

豚もも肉、牛乳、卵、卵(黄) さつまいも、米、七福米、押
麦、油、無塩バター、きび砂
糖、ごま油

たまねぎ、もやし、だいこん、にんじん、こね
ぎ、こまつな、カットわかめ、いんげん、しょう
が

かつお・昆布だし汁、かつおだし
汁、濃口しょうゆ、本みりん、食塩

日
／
曜

献　　立　　名
材料名（昼食・3時おやつ）

豚もも肉、卵、木綿豆腐、納
豆、豚ひき肉

米、七福米、油、きび砂糖、
押麦

たまねぎ、きゅうり、もやし、ほうれんそう、はく
さい、にんじん、こねぎ、ごぼう、ピーマン、
しょうが、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、みりん、料理酒、酢、食塩

鶏もも肉 米、じゃがいも、油、片栗粉、
七福米、押麦、きび砂糖、ご
ま油

りんご濃縮果汁、きゅうり、りんご、チンゲンサ
イ、たまねぎ、オレンジ、焼きのり、粉かんて
ん、しょうが、にんにく

濃口しょうゆ、本みりん、食塩、料
理酒、洋風だし

鶏もも肉、卵、厚揚、みそ 米、小麦粉、無塩バター、き
び砂糖、油、七福米、押麦、
片栗粉

ほうれんそう、にんじん、れんこん、ごぼう、し
めじ、もやし、さやえんどう、こねぎ、しょうが

煮干だし汁、かつおだし汁、濃口
しょうゆ、みりん

豚ばら肉、絹ごし豆腐、きな
粉

米、じゃがいも、白玉粉、きび
砂糖、七福米、押麦、油、は
るさめ

すいか、たまねぎ、グリーンアスパラガス、に
んじん、チンゲンサイ、キャベツ、ピーマン、ご
ま

カレールウ、濃口しょうゆ、洋風だ
し、食塩

鶏ひき肉、卵、あずき（乾）、
花かつお節

米、小麦粉、きび砂糖、油、ご
ま油

バナナ、はくさい、もやし、ほうれんそう、にん
じん、たまねぎ、とうがん、カットわかめ、しょう
が

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、食塩

むきえび、卵、うす揚げ 米、パン粉、きび砂糖、油、マ
カロニ、小麦粉、マヨネーズ、
七福米、押麦

にんじん、こまつな、たまねぎ、きゅうり、こね
ぎ、えのきたけ、ごま、黒ごま

かつお・昆布だし汁、ケチャップ、
酢、濃口しょうゆ、食塩、本みりん

鶏ひき肉、うす揚げ 生うどん、米、きび砂糖、七福
米、押麦、わらび餅粉

オレンジ、ほうれんそう、キャベツ、りんご、きゅ
うり、にんじん、たまねぎ、えのきたけ、ひじき、
カットわかめ

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、本みりん

カルピス、豚もも肉、木綿豆
腐、納豆、みそ

米、じゃがいも、きび砂糖、七
福米、押麦、マヨネーズ、油

たまねぎ、しらたき、にんじん、もやし、パイ
ナップル、ごぼう、オレンジ、オクラ、はくさい、
きゅうり、カットわかめ、さやえんどう、粉かんて
ん

煮干だし汁、濃口しょうゆ、料理
酒、みりん、酢

鶏ひき肉、みそ、うす揚げ 米、油、七福米、押麦、きび
砂糖

たまねぎ、なす、チンゲンサイ、だいこん、に
んじん、えだまめ、ピーマン、えのきたけ、こね
ぎ、いんげん

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、料理酒、食塩

鶏もも肉、みそ、卵、花かつ
お節

米、小麦粉、無塩バター、七
福米、押麦、きび砂糖

はくさい、キャベツ、トマト、だいこん、なす、こ
まつな、にんじん、きゅうり、ごま、こねぎ

煮干だし汁、濃口しょうゆ、料理
酒、本みりん、酢

牛乳、牛ひき肉、豚ひき肉、
卵、うす揚げ、ゼラチン

米、きび砂糖、マヨネーズ、パ
ン粉、七福米、押麦、ごま油

かぼちゃ、たまねぎ、もやし、にんじん、だいこ
ん、きゅうり、こまつな、こねぎ、しょうが、にん
にく

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、みりん、酢、食塩、料理酒、こ
しょう

塩さば、木綿豆腐、卵、み
そ、豚もも肉、花かつお節

米、小麦粉、ながいも、七福
米、押麦、きび砂糖

バナナ、キャベツ、もやし、ほうれんそう、にん
じん、れんこん、だいこん、ごぼう、なす、こね
ぎ、ごま、あおのり

煮干だし汁、かつおだし汁、濃口
しょうゆ

豚もも肉、みそ 米、じゃがいも、きび砂糖、七
福米、押麦、油

りんご濃縮果汁、もやし、きゅうり、にんじん、
こねぎ、たまねぎ、だいこん、えのきたけ、ご
ま、いんげん、粉かんてん、にんにく、しょうが

煮干だし汁、濃口しょうゆ、みり
ん、酢

鶏もも肉、いりこ、きな粉、う
す揚げ、ヨーグルト、ゼラチ
ン、牛乳

米、きび砂糖、油、七福米、
干しそうめん、押麦、ごま油

もやし、ほうれんそう、たまねぎ、にんじん、ひ
じき、さやえんどう、にんにく

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、みりん、食塩、カレー粉

豚ひき肉、牛ひき肉 マカロニ・スパゲティ、米、じゃ
がいも、油、七福米、きび砂
糖

バナナ、たまねぎ、にんじん、チンゲンサイ、
キャベツ、はくさい、しめじ、こねぎ、こまつな、
ピーマン、ごま

ケチャップ、濃口しょうゆ、食塩、
洋風だし

米、七福米、押麦、きび砂
糖、パン粉、片栗粉

もやし、りんご濃縮果汁、にんじん、れんこ
ん、ほうれんそう、キャベツ、りんご、パイナッ
プル、たまねぎ、こまつな、オレンジ、ごぼう、
ごま、粉かんてん

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、食塩、料理酒

ししゃも、鶏ひき肉、みそ、う
す揚げ

米、じゃがいも、油、七福米、
押麦、きび砂糖

りんご、こまつな、たまねぎ、かぼちゃ、切り干
しだいこん、にんじん、ごぼう、こねぎ、えのき
たけ、いんげん、ごま

煮干だし汁、濃口しょうゆ、本みり
ん、食塩

鶏ひき肉、木綿豆腐、カルピ
ス、卵、牛乳、みそ

木綿豆腐、豚ひき肉、鶏レ
バー、うす揚げ、みそ

米、うどん、七福米、押麦、
油、片栗粉、ごま油、きび砂
糖

たまねぎ、オレンジ、にんじん、もやし、こまつ
な、カットわかめ、しょうが、こねぎ、ごま、はく
さい、きゅうり

かつお・昆布だし汁、濃口しょう
ゆ、みりん、料理酒、本みりん、
酢、食塩、中華だしの素

鶏もも肉、豆乳、みそ 米、砂糖、七福米、押麦、片
栗粉、きび砂糖

かぼちゃ、バナナ、たまねぎ、グリーンアスパ
ラガス、トマト、キャベツ、こねぎ、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、かつおだし
汁、濃口しょうゆ、酢、みりん、食
塩
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