
週間献立表
2023/5/1・１５ 2023/5/2　こどもの日 R5.5.16 2023/5/17（水） 2023/5/18（木） 2023/5/19（金） 2023/5/6・20

月 火 火 　　　　　 29（月） 　　　　　 30（火） 　　　　　 3１（水） 土
【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
【赤ちゃんせんべい】 【バナナ（朝）】 【バナナ（朝）】 【赤ちゃんせんべい】 【ブドウパン】 【赤ちゃんせんべい】 【赤ちゃんせんべい】

バナナ バナナ ぶどうパン

【玄米ご飯】 【こいのぼりカレー】 【大豆のキーマカレー】 【玄米ご飯】 【（虹）わかめ御飯】 【玄米ご飯】 【あんかけうどん】
七分つき米 七分つき米 七分つき米 七分つき米 米 七分つき米 ゆでうどん
玄米 玄米 だいず水煮缶詰 玄米 炊き込みわかめ 玄米 鶏もも肉
【かじきのごま風味焼き】 だいず水煮缶詰 豚ひき肉 【トマト入りマーボー豆腐】 【（森）白パン】 【春かつおのフライ】 はくさい
かじき 豚ひき肉 にんじん 木綿豆腐 食パン かつお（春） たまねぎ
酒 にんじん たまねぎ 豚ひき肉 【アスパラ入り豆腐ミートローフ】 しょうゆ にんじん
きび糖 たまねぎ にんにく ねぎ 木綿豆腐 酒 ねぎ
しょうゆ にんにく しょうが しょうが 豚ひき肉 小麦粉 かつお・昆布だし汁
すりごま しょうが なたね油 トマト たまねぎ 水 しょうゆ
油 なたね油 カレー粉 ごま油 なたね油 パン粉 本みりん
【空豆入り肉じゃが】 カレー粉 ウスターソース しょうゆ パン粉 パセリ 片栗粉
水 ウスターソース 中濃ソース 米みそ（淡色辛みそ） 食塩 【小松菜とひじきの和え物】 【さつま芋の甘煮】
かつお節 中濃ソース コンソメ 赤みそ グリーンアスパラガス こまつな さつまいも
豚肉（ばら） コンソメ 【キャベツのフレンチサラダ】 きび糖 にんじん にんじん きび糖
たまねぎ グリーンアスパラガス キャベツ 酒 コーン（冷凍） きゅうり しょうゆ
にんじん ケチャップ きゅうり 片栗粉 ケチャップ コーン缶 【スティックきゅうり】
じゃがいも 食塩 にんじん 【切干大根のサラダ】 中濃ソース ひじき きゅうり
きび糖 【キャベツのフレンチサラダ】 コーン 切り干しだいこん 水 きび糖 食塩
しょうゆ キャベツ 酢 きゅうり きび糖 しょうゆ
本みりん きゅうり 油 にんじん 【ブロッコリーのおかかマヨネーズ和え】 酒
そらまめ にんじん きび糖 ツナ水煮缶 ブロッコリー ごま
【ほうれん草とえのき茸の味噌汁】 コーン 食塩 酢 豆乳マヨネーズ（卵不使用） ごま油
水 酢 【白菜のすまし汁】 きび糖 かつお節 しょうゆ
いわし(煮干し) 油 はくさい 油 【野菜スープ】 【五目味噌汁】
ほうれんそう 食塩 にんじん しょうゆ 水 キャベツ
えのきたけ きび糖 ねぎ ごま にんじん だいこん
油揚げ 【白菜のすまし汁】 こんぶ（だし用） 【ニラの中華風ｽｰﾌﾟ】 キャベツ にんじん
米みそ はくさい かつお節 にら たまねぎ たまねぎ

にんじん しょうゆ たまねぎ えのきたけ 油揚げ
ねぎ 食塩 もやし ベーコン 米みそ
こんぶ（だし用） 干ししいたけ 食塩 いわし(煮干し)
かつお節 食塩 コンソメ
しょうゆ 鳥がらだし汁
食塩 ごま油

【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
【焼きうどん】 【こいのぼりトースト】 【しらす豆乳チーズトースト】 【バナナ豆乳マフィン】 【じゃがまるくん】 【ざくざくクッキー】 【なめたけおにぎり】
ゆでうどん 食パン 食パン ホットケーキ粉 じゃがいも コーンフレーク 七分つき米
キャベツ ケチャップ 豆乳マヨネーズ（卵不使用） 豆乳マーガリン 豆乳 ホットケーキ粉 なめたけ
にんじん 豆乳チーズ しらす干し バナナ 豆乳チーズ 豆乳マーガリン 焼きのり
たまねぎ 【いちご】 豆乳チーズ 豆乳 食塩 豆乳 【オレンジ】
ベーコン いちご 【いちご】 【スナップえんどう】 片栗粉 きび糖 オレンジ
なたね油 いちご スナップえんどう 片栗粉 【バナナ】
しょうゆ 食塩 油 バナナ
食塩 中濃ソース
【オレンジ】 豆乳マヨネーズ（卵不使用）
オレンジ かつお節

あおのり
【メロン】
メロン

週間献立表
2023/5/8・22 2023/5/9・23 2023/5/10・24 2023/5/11・25 2023/5/12・26 2023/5/13・27

月 火 水 木 金 土
【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
【赤ちゃんせんべい】 【ブドウパン】 【赤ちゃんせんべい】 【バナナ】 【赤ちゃんせんべい】 【赤ちゃんせんべい】

ぶどうパン バナナ

【ピースご飯】 【麦御飯】 【玄米ご飯】 【ジャージャーめん】 【玄米ご飯】 【鶏肉の炊き込みご飯】
七分つき米 七分つき米 七分つき米 ゆでうどん 七分つき米 七分つき米
グリンピース 押麦 玄米 油 玄米 鶏もも肉
食塩 【たけのこ入りシュウマイ】 【さわらのカレームニエル】 豚ひき肉 【カジキの南蛮焼き】 しいたけ
【鮭の照り焼き】 豚ひき肉 さわら にんにく かじき にんじん
さけ たけのこ 食塩 キャベツ たまねぎ しょうゆ
しょうゆ たまねぎ 白こしょう ねぎ きび糖 酒
酒 干ししいたけ 小麦粉 にんじん 酒 食塩
本みりん 片栗粉 カレー粉 ひじき しょうゆ 【じゃが芋のサラダ】
きび糖 酒 なたね油 きび糖 油 じゃがいも
【キャベツの磯和え】 食塩 コンソメ しょうゆ 【洋風きんぴら】 ハム
キャベツ しょうゆ 【切り干し大根の白和え】 米みそ じゃがいも きゅうり
にんじん しゅうまいの皮 切り干しだいこん 水 ごぼう もやし
ごま 【小松菜の旨塩炒め】 かつおだし汁 片栗粉 にんじん 酢
あおのり こまつな 食塩 【ごぼうのマヨサラダ】 いんげん ごま油
しょうゆ にんじん しょうゆ ごぼう ごま油 きび糖
【新じゃがといんげんの味噌汁】 ツナ油漬缶 きゅうり にんじん しょうゆ しょうゆ
水 塩こんぶ ハム きゅうり きび糖 【チンゲン菜のスープ】
いわし(煮干し) 豆乳マヨネーズ（卵不使用） 絹ごし豆腐 ごま 酒 チンゲンサイ
たまねぎ 【豆腐ときゃべつの味噌汁】 すりごま 豆乳マヨネーズ（卵不使用） ケチャップ たまねぎ
じゃがいも 水 きび糖 しょうゆ ごま にんじん
いんげん いわし(煮干し) しょうゆ ごま油 【大根の味噌汁】 食塩
米みそ 木綿豆腐 【白菜の味噌汁】 【青菜と麩のすまし汁】 水 コンソメ

キャベツ 水 水 いわし(煮干し)
にんじん いわし(煮干し) こんぶ（だし用） だいこん
米みそ はくさい かつお節 生わかめ

たまねぎ 焼ふ 油揚げ
にんじん ほうれんそう 米みそ
油揚げ たまねぎ
米みそ 食塩

しょうゆ

【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】 【牛乳】
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
【ぐるぐるクッキー】 【あまなつ入りりんごゼリー】 【新じゃがフリッター】 【焼きじゃこおにぎり】 【ココア蒸しパン】 【黒糖トースト】
ホットケーキ粉 アガー じゃがいも 米 ココア 食パン
豆乳マーガリン りんご天然果汁 ホットケーキ粉 なたね油 ホットケーキミックス 黒砂糖
きび糖 水 水 かつお節 豆乳 きび糖
豆乳 きび糖 なたね油 しらす干し 【スティック野菜】 豆乳マーガリン
ホットケーキ粉 あまなつ ケチャップ しょうゆ きゅうり 【バナナ】
ココア 【バナナ】 【メロン】 本みりん 米みそ バナナ
豆乳マーガリン バナナ メロン 【オレンジ】 にんじん
きび糖 オレンジ
豆乳
【いちご】
いちご

※卵を使用した食材は使用していません

※卵を使用した食材は使用していません
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