
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 調味料
1 ごはん とうふみそしる

( ちきんなんばん
木もやしとわかめのなむる

) きゃべつのおかかあえ
2 ごはん たまねぎすーぷ

( はんばーぐ
金まかろにさらだ

) ちんげんさいのあえもの
3 ごはん きのこのすましじる

( とりにくのやさいいため
土こんさいのにもの

) ほうれんそうのごまあえ
5 かれーらいす

( こーるすろーさらだ
月こまつなすーぷ

) みにかんてん
6 ごはん かぼちゃのみそしる

( さわらのぱんこやき
火うのはなのいりに

)

ちんげんさいときのこのあえもの

7 ごはん はくさいすーぷ

( えびふらい
金きゃべつのあえもの

) はるさめさらだ
8 ごはん そうめんじる

( やさいのぶたまき
木きんぴらごぼう

)

ほうれんそうときゃべつのごまあえ

9 ごはん ようふうすーぷ

( とりのからあげ ばなな
水ほうれんそうともやしのなむる

) ぱすたさらだ
10 ごはん たまねぎのみそしる

(

ぶたにくとなすのみそいため

土こなつなのおかかあえ

) あつあげのにもの
12 ごはん いんげんさいのみそしる

( とりにくのねぎしおやき
月きゃべつのなむる

) ひじきのにもの
13 ひやしちゅうか

( ごぼうさらだ
火きのこすーぷ

) りんご
14 ぶたどん

( ぽてとさらだ
水にらたますーぷ

) ばなな
15 ごはん すましじる

( とりにくのごまやき
木なっとうときのこのあえもの

) きりぼしだいこんのにもの
16 ごはん ぱすたすーぷ

( ぽーくちゃっぷじんじゃー
金つなはくさい

) きゅうりともやしのなむる
20 まーぼーどん

( にらとたまごのいためもの
火わかめすーぷ

) なし
21 ごはん だいこんのみそしる

( さばのしおやき ぜりー
水きゅうりとわかめのすのもの

) ちんげんさいのしらあえ
22 ごはん やさいすーぷ

( たんどりーちきん
木かぼちゃさらだ

) ちんげんさいのあえもの
24 ごはん すましじる

(

とりにくとなすのみそいため

土かぼちゃのにもの

)

こまつなとえのきのあえもの
26 ごはん あつあげのみそしる

( とんかつ
月あおのりぽてと

)

ぶろっこりーとささみのさらだ
27 みーとすぱげてぃ

( かぼちゃぐらたん
火きゃべつすーぷ

) おれんじ
28 まぜごはん すましじる

( ししゃも りんご
水はくさいともやしのあえもの

) 卵のマカロニサラダ
29 ごはん かきたまじる

( きゃべつのぶたにくろーる
木ひじきのなっとう

) れんこんのきんぴら
30 ごはん こまつなとにんじんのすーぷ

( かぼちゃころっけ
金ほうれんそうのおかかあえ

) もやしのナムル
＊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。
♥マークは新メニューになります。

献　　立　　表
日
／
曜

献　　立　　名
10時おやつ 材料名（昼食・3時おやつ）
3時おやつ

こめ、きびさとう、まよねー
ず、あぶら、こむぎこ、なな
ふくまい、おしむぎ、ごまあ
ぶら

とりむねにく、もめんとう
ふ、たまご、うすあげ、こ
めみそ

もやし、きゃべつ、たまねぎ、にんじ
ん、だいこん、きゅうり、かっとわか
め、しょうが

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

いなりずし

こめ、まかろに、もよねー
ず、ぱんこ、きびさとう、なな
ふくまい、おしむぎ、むえん
ばたー、さとう

ぎゅうひきにく、ぶたひき
にく、ぎゅうにゅう、たまご

りんごのうしゅくかじゅう、たまねぎ、
ちんげんさい、にんじん、きゅうり、
きゃべつ、えのきたけ、ぱいなっぷ
る、おれんじ、こねぎ、こなかんてん

うすたーそーす、け
ちゃっぷ、ようふうだ
し、こうくちしょうゆ、
しょくえん

ふるーつかんてん

こめ、こむぎこ、きびさとう、
ななふくまい、おしむぎ、き
びさとう

とりももにく たまねぎ、れんこん、ほうれんそう、
きゃべつ、にんじん、かぼちゃ、
ぴーまん、ごぼう、えのきたけ、こね
ぎ、いんげん、ごま

こいくちしょうゆ、みり
ん、ほんみりん、しょく
えん

かぼちゃむしぱん

こめ、じゃがいも、こむぎこ、
あぶら、ななふくまい、おし
むぎ、きびさとう、こーるす
ろーどれっしんぐ

ぶたにく、ぎゅうにゅう、た
まご

りんごのうしゅくかじゅう、たまねぎ、
にんじん、こまつな、きゃべつ、とうも
ろこし、ぴーまん、ごま、ぱせり、こな
かんてん

かれーるう、よううだ
し、しょくえんせさみどーなっつ

こめ、あぶら、ななふくまい、
おしむぎ、きびさとう、こむぎ
こ、ぱんこ、まよねーず

さわら、おから、こめみ
そ、なまあげ、たまご、あ
ずき

かぼちゃ、ちんげんさい、ごぼう、に
んじん、こねぎ、えのきたけ、いとこ
んにゃく、いんげん、ほししいたけ

にぼしだしじる、こいく
ちしょうゆ、ほんみり
ん、りょうりしゅ、け
ちゃっぷ

おはぎ

こめ、しらたまこ、さとう、なな
ふくまい、おしむぎ、ほしそう
めん、きびさとう

ぶたにく にんじん、ごぼう、ほうれんそう、きゃ
べつ、たまねぎ、こねぎ、いんげん、
ごま

かつお・こんぶだしじ
る、こいくちしょうゆ、
りょうりしゅ、しょくえ
ん、こしょう

おつきみだんご

こめ、すぱげてぃ、ななふく
まい、あぶら、おしむぎ、か
んきつどれっしんぐ、きびさ
とう、かたくりこ、ふらいどぽ
てと

とりももにく、つなみず
に、ぎゅうにゅう、なまく
りーむ

ばなな、にんじん、たまねぎ、きゅう
り、しょうが、にんにく、ほうれんそう、
もやし

しょくえん、こいくち
しょうゆ、ようふうだしおたんじょうびけーき

こめ、あぶら、ななふくまい、
おしむぎ、きびさとう

ぶたにく、なまあげ、とり
ひきにく、こめみそ、はな
かつおぶし

たまねぎ、なす、にんじん、こまつ
な、ぴーまん、しめじ、こねぎ

かつお・こんぶだしじ
る、こいくちしょうゆ、
りょうりしゅ

そぼろおにぎり

こま、きびさとう、ななふくま
い、おしむぎ、こーるすろー
どれっしんぐ、こむぎこ、あ
ぶら、ごまあぶら

よーぐると、とりももにく、
ぎゅうにゅう、もめんとう
ふ、こめみそ、みずにだ
いず、うすあげ、ぜらちん

こまつな、きゃべつ、ばんのうねぎ、
ちんげんさい、たまねぎ、ひじき、い
んげん、しょうが、ごま

にぼしだしじる、こいく
ちしょうゆ、す、こしょうよーぐるとむーす

ゆでちゅうかめん、こめ、き
びさとう、ごまあぶら

とりささみ、たまご、はな
かつおぶし、とりひきにく

りんご、きゅうり、もやし、たまねぎ、
やきのり、とまと、しめじ、えのきた
け、かっとわかめ、ぱせり、にんじ
ん、ごぼう、きゅうり

こいくちしょうゆ、よう
ふうだし、す、しょくえ
ん

のりまき

こめ、じゃがいも、こむぎこ、
むえんばたー、きびさとう、ま
よねーず、あぶら

ぶたにく、たまご ばなな、たまねぎ、はくさい、にんじ
ん、にら、こねぎ、きゅうり、ごま、に
んにく、しょうが

こいくちしょうゆ、みり
ん、ちゅうかだしのも
と、しょくえん、こしょう

くっきー

うどん、こめ、ななふくまい、
おしむぎ、きびさとう

とりももにく、なっとう、うす
あげ

にんじん、たまねぎ、きりぼしだいこ
ん、もやし、だいこん、こねぎ、きゃ
べつ、えのきたけ、いんげん、ごま

こいくちしょうゆ、みり
ん、うすたーそーす、
しょくえん

やきうどん

こめ、こむぎこ、まかろにす
ぱげてぃ、ななふくまい、お
しむぎ、きびさとう、あぶら

ぶたにく、ぶたひきにく、
ツつなみずにかん、ちー
ず、はなかつおぶし

たまねぎ、はくさい、もやし、きゅう
り、こまつな、たけのこ、しょうが、こ
ねぎ、ぱせり

けちゃっぷ、こいくち
しょうゆ、りょうりしゅ、
ようふうだし、しょくえ
ん、こしょう

ぴざまん

こめ、さつまいも、あぶら、な
なふくまい、おしむぎ、きび
さとう、かたくりこ、ごまあぶら

もめんとうふ、ぶたひきに
く、たまご、とりればー、こ
めみそ

なし、たまねぎ、にら、にんじん、
かっとわかめ、しょうが、こねぎ、ごま

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

いもけんぴ

こめ、きびさとう、ななふくま
い、おしむぎ、ごまあぶら

しおさば、もめんとうふ、
こめみそ、みそ、うすあげ

だいこん、きゅうり、ちんげんさい、か
き、りんご、ぱいなっぷる、にんじ
ん、きういふるーつ、たまねぎ、こな
かんてん、かっとわかめ、りんごのう
しゅくかじゅう

にぼしだしじる、みり
ん、こいくちしょうゆふるーつぽんち

こめ、わらびもちこ、まよねー
ず、きびさとう、ななふくま
い、おしむぎ

とりももにく、きなこ かぼちゃ、はくさい、ちんげんさい、
たまねぎ、にんじん、きゅうり、ぱせり

けちゃっぷ、かれー
こ、ようふうだし、こいく
ちしょうゆ、しょくえん

わらびもち

こめ、あぶら、ななふくまい、
さとう、おしむぎ、きびさとう

とりももにく、もめんとう
ふ、こめみそ

りんごのうしゅくかじゅう、かぼちゃ、
たまねぎ、なす、こまつな、えのきた
け、ぴーまん、りんご、いんげん、こ
ねぎ、こなかんてん

かつお・こんぶだしじ
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、しょく
えん

りんごかんてん

こめ、ほしうどん、じゃがい
も、あぶら、ぱんこ、こむぎ
こ、ななふくまい、おしむぎ、
きびさとう

ぶたにく、なまあげ、とりさ
さみ、たまご、こめみそ、
うすあげ

ぶろっこりー、はくさい、にんじん、た
まねぎ、こねぎ、かっとわかめ、あお
のり

かつお・こんぶだしじ
る、こいくちしょうゆ、
のうこうソース、ほんみ
りん、しょくえん

わかめうどん

ななふくまい、まかろにすぱ
げてぃ、あぶら、きびさとう

ぶたひきにく、ぎゅうひき
にく、たまご、ぎゅうにゅう

たまねぎ、おれんじ、にんじん、きゃ
べつ、はくさい、かぼちゃ、ぴーま
ん、あおのり

けちゃっぷ、りょうり
しゅ、こいくちしょうゆ、
しょくえん、ようふうだ
し

ちゃーはん

こめ、じゃがいも、なかろに、
あぶら、もよねーず、ななふ
くまい、おしむぎ、きびさとう

ししゃも、たまご りんご、はくさい、きゅうり、もやし、に
んじん、たまねぎ、だいこん、ごぼ
う、こねぎ

こいくちしょうゆ、ほん
みりん、みりん、しょく
えん

ぽてとちっぷす

さつまいも、こめ、ななふくま
い、おしむぎ、かんきつど
れっしんぐ、むえんばたー、
きびさとう

ぶたにく、なっとう、ぎゅう
にゅう、たまご

れんこん、きゃべつ、ひじき、にんじ
ん、たまねぎ、こねぎ、ごま

こいくちしょうゆ、りょう
りしゅ、ちゅうかだしの
もと、しょくえん、こしょ
う

すいーとぽてと

こめ、こむぎこ、あぶら、ぱん
こ、ななふくまい、おしむぎ、
きびさとう

ちーず、たまご、ぶたひき
にく、ぎゅうひきにく、はな
かつおぶし

かぼちゃ、たまねぎ、もやし、にんじ
ん、ほうれんそう、ぴーまん、はくさ
い、とまと、こまつな

けちゃっぷ、ようふうだ
し、こいくちしょうゆ、
しょくえん、こしょう

ぴざ

こめ、ぱんこ、きびさとう、あ
ぶら、はるさめ、こむぎこ、な
なふくまい、おしむぎ、さとう

むきえび、たまご きゃべつ、ぱいなっぷる、はくさい、
にんじん、たまねぎ、きゅうり、こねぎ

けちゃっぷ、こいくち
しょうゆ、ようふうだし、
す、しょくえん

ぽっぷこーん

くまぐみ・きりんぐみ・らいおんぐ
作成者

堤


