
献立作成者：原口

10時おやつ

3時おやつ ストロング パワー ヘルシー その他

01 ごはん みそしる ばなな

( ぶたのしょうがやき りんごかんてん

金 こんさいのにもの

) ほうれんそうのおかかあえ

未満児遠足

02 ごはん すましじる かし

( とりにくとなすのみそいため すいーとぽてと

土 こまつなときゃべつのごまあえ

) きゅうりととまとのすのもの

04 ごはん わかめすーぷ  りんご

( にくだんご しらたまきなこ

月 はるさめさらだ

) かぼちゃのあまに

05 きつねうどん おれんじ

( かきあげ そぼろおにぎり

火 はくさいのごまあえ

) なし

06 ごはん なすのみそしる とうにゅうすーぷ

( さばのしおやき よーぐるとむーす

水 ひじきなっとう

) しらあえ

07 たきこみくりごはん すましじる ばなな

( ちきんかつ さぶれ

木 きゃべつのおかかあえ

) もやしのなむる

08 ごはん みそしる よーぐると

( ぶたにくのしぐれに みにかんてん だいがくいも

金 きゅうりとわかめのすのもの

) ちんげんさいのごまあえ

09 ごはん とうふのすましじる かし

( さかなのてりやき まどれーぬ
土 ほうれんそうともやしのごまあえ

) さつまいものにもの
11 ごはん すましじる ばなな

( とりにくのかれーやき あんまん
月 あつあげのにもの

) だいこんのあえもの
12 ごはん みそしる こふきいも

( ししゃも すいーつぼーる
火 ちんげんさいともやしのなっとうあえ

) ごぼうときゅうりのさらだ
13 みーとすぱげてぃー おれんじ

( ぶろっこりーととうふのさらだ ちゃーはん
水 きのこのすーぷ

) ばなな
14 ごはん かきたまじる  りんご

( とりのからあげ わかめうどん
木 やさいいため

) もやしとにんじんのなむる
15 はやしらいす いりこ

( ぽてとさらだ いなりずし
金 ほうれんそうのすーぷ

) おれんじ
18 ごはん みそしる ばなな

( とりてん みるくぷりん
月 きりぼしだいこんのにもの

) きゃべつとこまつなのおかかあえ
19 ごはん みねすとろーね とうにゅうすーぷ

( はんばーぐ ふるーつぽんち
火 きのこのそてー

) きゅうりのあえもの
20 ごはん ちきんすーぷ おれんじ

( えびふらい たるとけーき
水 ぱすたさらだ

) ちんげんさいのあえもの
誕生日会

21 ごはん とうふのすましじる りんご

( とりにくのごまやき ぽてとちっぷす
木 ひじきのにもの

) はくさいのあえもの
22 ぐだくさんうどん むしいも

( きのこおにぎり わらびもち
金 こまつなのあえもの

) おれんじ

らいおん組
遠足

23 ごはん さつまいものみそしる かし

( とりにくのあまからいため まふぃん
土 とまとのさらだ

) きんぴらごぼう
25 ごはん みそしる よーぐると

( ぶたじゃが せさみどーなつ
月 きゃべつのごまあえ

) やさいのなっとうあえ
26 とりそぼろどん こふきいも

( はくさいのおかかあえ やさいうどん
火 みそしる

) りんご
27 まぜごはん すましじる おれんじ

( さばのみそ煮に なっとうまき
水 ちんげんさいとえのきのあえもの

) かぼちゃのさらだ
28 ごはん みそじる  いりこ

( とりつくね ひしくっきー
木 わかめともやしのなむる

) じゃがいものとさに
29 ごはん さつまいもすーぷ  りんご

( さけのむにえる ばなな しらたまぜんざい
金 まかろにさらだ

) ぶろっこりーのあえもの

くま・きりん組
遠足

30 ごはん すましじる かし

( ぶたにくとはくさいのたまごとじ わかめおにぎり
土 こまつなとにんじんのあえもの

) だいこんのにもの

さけ、ぎゅうにゅう、あずき こめ、さつまいも、しらたまこ、まかろに、
まよねーず、きびざとう、ななふくいまい、
おしむぎ、ばたー、こむぎこ

ばなな、ぶろっこりー、にんじん、きゃべつ、きゅう
り、ごま

こいくちしょうゆ、しょくえん、ようふうだ
し、こしょう

ぶたにく(もも)、たまご こめ、ななふきまい、きびざとう、おしむ
ぎ、あぶら

だいこん、こまつな、はくさい、にんじん、もやし、
ほうれんそう、しめじ、かっとわかめ、いんげん

かつお・こんぶだしじる、こいくちしょう
ゆ、ほんみりん、しょくえん

さば、もめんどうふ、なっとう、
みそ

こめ、まよねーず、ななふくまい、おしむ
ぎ、きびざとう

かぼちゃ、ちんげんさい、にんじん、きゅうり、しめ
じ、えのきたけ、やきのり、ごぼう、しょうが

かつお・こんぶだしじる、こいくちしょう
ゆ、ほんみりん、りょうりしゅ、す

とりひきにく、うすあげ、みそ、
たまご、ぎゅうにゅう

こめ、じゃがいも、ななふくまい、おしむ
ぎ、ぱんこ、かたくりこ、きびざとう、ごまあ
ぶら、こむぎこ、むえんばたー、ひしのみ

もやし、こねぎ、にんじん、はくさい、たまねぎ、
かっとわかめ、いんげん

にぼしだしじる、こいくちしょうゆ、みり
ん、りょうりしゅ、しょくえん

ぶたにく(もも)、ぎゅうにゅう、も
めんどうふ、なっとう、みそ、た
まご

こめ、じゃがいも、こむぎこ、あぶら、きび
ざとう、ななふくまい、おしむぎ

たまねぎ、しらたき、きゃべつ、はくさい、にんじ
ん、チちんげんさい、かっとわかめ、さやえんど
う、ごま

にぼしだしじる、こいくちしょうゆ、りょう
りしゅ、みりん

とりひきにく、たまご、みそ、う
すあげ、はなかつおぶし

うどん、こめ、あぶら、きびざとう、ごまあぶ
ら

りんご、はくさい、たまねぎ、にんじん、もやし、ほ
うれんそう、だいこん、こまつな、かっとわかめ、
しょうが

かつお・こんぶだしじる、にぼしだしじ
る、こいくちしょうゆ、みりん、しょくえ
ん

ぶたにく(もも)、きなこ うどん、こめ、あぶら、ななふくまい、おし
むぎ、きびざとう、わらびもちこ

おれんじ、たまねぎ、はくさい、こまつな、きゃべ
つ、ばんのうねぎ、にんじん、だいこん、ほししい
たけ、しめじ、こねぎ

かつお・こんぶだしじる、こいくちしょう
ゆ、みりん、しょくえん

とりももにく、たまご、みそ こめ、こむぎこ、むえんばたー、さつまい
も、きびざとう、あぶら、ななふくまい、おし
むぎ

ごぼう、もやし、にんじん、とまと、たまねぎ、きゅう
り、だいこん、ごま

にぼしだしじる、こいくちしょうゆ、りょう
りしゅ、す

むきえび、たまご、とりももに
く、なまくりーむ、ぎゅうにゅう

こめ、ぱんこ、あぶら、すぱげてぃー、こ
むぎこ、きびざとう、ななふくまい、おしむ
ぎ

もやし、ちんげんさい、にんじん、たまねぎ、きゅ
うり、ばなな

けちゃっぷ、ようふうだし、こいくちしょ
うゆ、す、しょくえん

とりももにく、うすあげ、もめん
どうふ

こめ、きびざとう、ななふくまい、おしむ
ぎ、じゃがいも

はくさい、にんじん、えのきたけ、ほうれんそう、ひ
じき、さやえんどう、ごま、くろごま

かつお・こんぶだしじる、こいくちしょう
ゆ、す、ほんみりん、しょくえん

とりももにく、たまご、みそ、う
すあげ、はなかつおぶし、ぜら
ちん、ぎゅうにゅう

こめ、きびざとう、あぶら、ななふくまい、
おしむぎ

きゃべつ、にんじん、なす、たまねぎ、きりぼしだ
いこん、こまつな、いんげん

にぼしだしじる、こいくちしょうゆ、しょ
くえん

ぎゅうにゅう、ぎゅうひきにく、
ぶたひきにく、たまご

こめ、じゃがいも、ぱんこ、ななふくまいお
しむぎ、きびざとう、あぶら

たまねぎ、わかめ、きゅうり、しめじ、えのきたけ、
にんじん、ぱいなっぷる、きゃべつ、おれんじ、え
りんぎ、こなかんてん、ぱせり、しょうが、にんに
く、りんごのうしゅくかじゅう

こいくちしょうゆ、けちゃっぷ、みりん、
ようふうだし、す、しょくえん、こしょう、
りょうりしゅ

とりももにく、たまご、うすあげ こめ、ほしうどん、あぶら、かたくりこ、なな
ふくまい、おしむぎ、ごまあぶら、きびざと
う

もやし、たまねぎ、にんじん、はくさい、きゃべつ、
ぴーまん、こねぎ、しょうが、かっとわかめ、にん
にく

かつお・こんぶだしじる、こいくちしょう
ゆ、ほんみりん、みりん、りょうりしゅ、
しょくえん、こしょう

ぎゅうにゅう、ぎゅうにく(もも) こめ、じゃがいも、きびざとう、ななふくま
い、おしむぎ、まよねーず、あぶら

たまねぎ、おれんじ、ほうれんそう、きゅうり、にん
じん

はやしるう、ようふうだし、しょくえん

ししゃも、なっとう、みそ、うす
あげ

こめ、こむぎこ、まよねーず、きびざとう、
ななふくまい、おしむぎ、ぐらにゅーとう

もやし、ごぼう、にんじん、たまねぎ、きゅうり、か
ぼちゃ、ちんげんさい、こねぎ、ばなな

にぼしだしじる、こいくちしょうゆ、す、
しょくえん

ぶたひきにく、ぎゅうひきにく、
たまご、もめんどうふ

すぱげてぃー、ななふくまい、あぶら、ま
よねーず、きびざとう

たまねぎ、ばなな、ぶろっこりー、にんじん、えの
きたけ、しめじ、ぴーまん、ごま

けちゃっぷ、こいくちしょうゆ、りょうり
しゅ、しょくえん、ようふうだし

さわら、たまご、もめんどうふ こめ、さつまいも、こむぎこ、むえんば
たー、きざとう、ななふくまい、おしむぎ、
あぶら

もやし、ほうれんそう、えのきたけ、にんじん、ごま かつお・こんぶだしじる、こいくちしょう
ゆ、りょうりいしゅ、みりん

とりももにく、あつあげ、あずき こめ、こむぎこ、きびざとう、あぶら、なな
ふくまい、おしむぎ

だいこん、にんじん、きゃべつ、こまつな、かっと
わかめ、にんにく

かつお・こんぶだしじる、こいくちしょう
ゆ、ほんみりん、す、みりん、しょくえ
ん、かれーこ

とりむねにく、たまご、なまあ
げ、はなかつおぶし

こめ、くり、むえんばたー、あぶら、ぱん
こ、ななふくまい、おしむぎ、きびざとう、
ごまあぶら

もやし、きゃべつ、にんじん、だいこん、しめじ、こ
まつな、こねぎ

かつお・こんぶだしじる、こいくちしょう
ゆ、けちゃっぷ、ほんみりん、しょくえ
ん、こしょう

ぶたにく(もも)、みそ こめ、さつまいも、きびざとう、あぶら、な
なふくまい、おしむぎ

りんごのうしゅくかじゅう、ごぼう、はくさい、ちんげ
んさい、しめじ、きゅうり、えのきたけ、たまねぎ、
かっとわかめ、こねぎ、こなかんてん、くろごま

にぼしだしじる、こいくちしょうゆ、りょう
りしゅ、す

とりむねにく、とりひきにく、う
すあげ

なまうどん、こめ、あぶら、きびざとう、なな
ふくまい、おしむぎ、こむぎこ

なし、たまねぎ、にんじん、はくさい、こまつな、ば
んのうねぎ、ほししいたけ、ごま

こいくちしょうゆ、ほんみりん、しょくえ
ん

よーぐると、しおさば、ぎゅう
にゅう、もめんどうふ、なっと
う、みそ、なまあげ、ぜらちん

こめ、きびざとう、ななふくまい、おしむぎ ほうれんそう、ぱいなっぷる、にんじん、なす、ひ
じき、かっとわかめ、ごま

にぼしだしじる、こいくちしょうゆ

とりももにく、ぎゅうにゅう、み
そ、たまご

さつまいも、こめ、あぶら、ななふくまい、
おしむぎ、むえんばたー、きびざとう

たまねぎ、なす、きゅうり、もやし、こまつな、きゃ
べつ、ぴーまん、にんじん、とまと、こねぎ、ごま

かつお・こんぶだしじる、こいくちしょう
ゆ、りょうりしゅ、す、みりん

ぶたひきにく、ぎゅうひきにく、
きぬごしどうふ、きなこ

こめ、しらたまこ、きびざとう、はるさめ、か
たくりこ、ななふくまい、おしむぎ、あぶ
ら、ごまあぶら

かぼちゃ、たまねぎ、もやし、にんじん、こねぎ、
きゅうり、かっとわかめ、ごま

こいくちしょうゆ、みりん、す、しょくえ
ん、りょうりしゅ、ちゅうかだしのもと

献　　　　　　立　　　　　　表

日

／

曜
献　　立　　名

材料名（昼食・3時おやつ）

ぶたにく、もめんどうふ、みそ こめ、きびざとう、ななふくまい、おしむ
ぎ、あぶら

りんごのうしゅくかじゅう、ほうれんそう、たまねぎ、
れんこん、にんじん、ごぼう、りんご、ぱいなっぷ
る、だいこん、こねぎ、さやえんどう、こなかんて
ん、しょうが

にぼしだしじる、かつおだしじる、こい
くちしょうゆ、りょうりしゅ

＊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。
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