
「熱」や 「血」や「肉」 「体の調子」を
「力」になるもの 「骨」になるもの 整えるもの

玄米ご飯 牛乳 601.1(509.5) kcal

かじきのごま風味焼き 焼きうどん 27.2(22.7) g

空豆入り肉じゃが オレンジ 25.9(21.4) g

ほうれん草とえのき茸の味噌汁 1.8(1.5) g

(虹)大豆のキーマカレー 牛乳 600.7(506.8) kcal

(森)こいのぼりカレー こいのぼりトースト 23.9(19.9) g

キャベツのフレンチサラダ いちご 20.1(16.8) g

白菜のすまし汁 2.0(1.6) g

あんかけうどん 牛乳 469.2(378.3) kcal

さつま芋の甘煮 なめたけおにぎり 16.8(13.6) g

スティックきゅうり オレンジ 8.0(7.0) g

1.6(1.2) g

ピースご飯 牛乳 528.6(451.6) kcal

鮭の照り焼き ぐるぐるクッキー 22.2(18.7) g

キャベツの磯和え いちご 15.2(13.0) g

新じゃがといんげんの味噌汁 1.6(1.3) g

麦御飯 牛乳 579.0(494.2) kcal

たけのこ入りシュウマイ あまなつ入りりんごゼリー 22.0(19.0) g

小松菜の旨塩炒め バナナ 18.9(16.2) g

豆腐ときゃべつの味噌汁 1.0(1.0) g

玄米ご飯 牛乳 524.5(447.5) kcal

さわらのカレームニエル 新じゃがフリッター 23.5(19.7) g

切り干し大根の白和え メロン 19.3(16.3) g

白菜の味噌汁 1.2(0.9) g

ジャージャーめん 牛乳 479.4(409.6) kcal

ごぼうのマヨサラダ 焼きじゃこおにぎり 18.4(15.6) g

青菜と麩のすまし汁 オレンジ 13.8(11.8) g

1.8(1.5) g

玄米ご飯 牛乳 491.8(423.9) kcal

カジキの南蛮焼き ココア蒸しパン 21.4(18.1) g

洋風きんぴら スティック野菜 13.9(12.0) g

大根の味噌汁 1.0(0.8) g

鶏肉の炊き込みご飯 牛乳 543.8(457.6) kcal

じゃが芋のサラダ 黒糖トースト 17.1(14.6) g

チンゲン菜のスープ バナナ 11.9(10.4) g

1.4(1.2) g

大豆のキーマカレー 牛乳 619.3(523.1) kcal

キャベツのフレンチサラダ しらす豆乳チーズトースト 23.7(19.8) g

白菜のすまし汁 いちご 21.9(18.3) g

2.6(2.1) g

玄米ご飯 牛乳 560.4(465.5) kcal

トマト入りマーボー豆腐 バナナ豆乳マフィン 21.9(17.7) g

切干大根のサラダ スナップえんどう 21.5(17.2) g

ニラの中華風ｽｰﾌﾟ 2.0(1.6) g

（虹）わかめ御飯 牛乳 462.7(449.1) kcal

（森）白パン じゃがまるくん 20.4(17.1) g

アスパラ入り豆腐ミートローフ メロン 22.6(18.2) g

ブロッコリーのおかかマヨネーズ和え 1.6(1.5) g

野菜スープ

玄米ご飯 牛乳 556.9(467.2) kcal

春かつおのフライ ざくざくクッキー 25.0(20.8) g

小松菜とひじきの和え物 バナナ 13.5(11.5) g

五目味噌汁 1.5(1.2) g

*献立は都合により変更することがあります。
*卵を含む食材は使用していません
*０歳児（完了期食以上）～２歳児は９時頃に牛乳を飲みます。

日
曜
日 昼食 おやつ

エネルギー

お手伝い
タンパク質

脂質

食塩相当量

1

月

ゆでうどん、七分つき
米、じゃがいも、玄
米、なたね油

牛乳、かじき、豚肉、
ベーコン、油揚げ、み
そ、すりごま、かつお
節、いわし(煮干し)

オレンジ、たまねぎ、
にんじん、そらまめ、
ほうれんそう、キャベ
ツ、えのきたけ

火

火

七分つき米、食パン、
豆乳マヨネーズ（卵不
使用）、油、なたね油

牛乳、豚ひき肉、だい
ず缶、しらす干し、か
つお節

たまねぎ、いちご、に
んじん、キャベツ、は
くさい、きゅうり、
コーン、ねぎ、にんに
く、しょうが、こんぶ
（だし用）

15

2 こ
ど
も
の
日

七分つき米、食パン、
玄米、なたね油

牛乳、豚ひき肉、だい
ず水煮缶詰、かつお節

たまねぎ、にんじん、
いちご、キャベツ、は
くさい、きゅうり、
コーン、ねぎ、アスパ
ラガス、にんにく、
しょうが、こんぶ（だ
し用）

8

月

七分つき米、ホット
ケーキ粉、じゃがいも

牛乳、さけ、豆乳、み
そ、ごま、いわし(煮
干し)

いちご、キャベツ、に
んじん、たまねぎ、グ
リンピース、いんげ
ん、あおのり

22

6

土

ゆでうどん、七分つき
米、さつまいも、片栗
粉

牛乳、鶏もも肉 オレンジ、はくさい、
たまねぎ、きゅうり、
にんじん、ねぎ、なめ
たけ、焼きのり

20

10

水

じゃがいも、七分つき
米、ホットケーキ粉、
玄米、なたね油、小麦
粉

牛乳、さわら、絹ごし
豆腐、ハム、油揚げ、
みそ、すりごま、いわ
し(煮干し)

メロン、はくさい、
きゅうり、たまねぎ、
にんじん、切り干しだ
いこん

24

9

火

七分つき米、しゅうま
いの皮、押麦、豆乳マ
ヨネーズ（卵不使
用）、片栗粉

牛乳、豚ひき肉、木綿
豆腐、ツナ缶、みそ、
いわし(煮干し)

りんご天然果汁、バナ
ナ、こまつな、キャベ
ツ、にんじん、なつみ
かん、たけのこ、たま
ねぎ、塩こんぶ、干し
しいたけ23

12

金

七分つき米、じゃがい
も、玄米、油、ごま油

牛乳、かじき、豆乳、
油揚げ、みそ、ごま、
いわし(煮干し)

だいこん、にんじん、
ごぼう、たまねぎ、
きゅうり、いんげん、
生わかめ

26

11

木

ゆでうどん、米、豆乳
マヨネーズ（卵不使
用）、焼ふ、油、片栗
粉、なたね油、ごま油

牛乳、豚ひき肉、しら
す干し、みそ、ごま、
かつお節

オレンジ、にんじん、
ごぼう、きゅうり、
キャベツ、ほうれんそ
う、たまねぎ、ねぎ、
こんぶ（だし用）、ひ
じき、にんにく25

29 月

13

土

七分つき米、食パン、
じゃがいも、黒砂糖、
ごま油

牛乳、鶏もも肉、ハム バナナ、にんじん、も
やし、きゅうり、たま
ねぎ、チンゲンサイ、
しいたけ

27

31 水

木

火

16

(　) 内は3歳未満児

19 金

七分つき米、ホット
ケーキ粉、小麦粉、パ
ン粉、玄米、コーンフ
レーク、ごま油

牛乳、かつお、油揚
げ、みそ、豆乳、ご
ま、いわし(煮干し)

バナナ、こまつな、に
んじん、だいこん、
きゅうり、キャベツ、
たまねぎ、コーン、ひ
じき、パセリ

18

白パン、じゃがいも、
片栗粉、豆乳マヨネー
ズ（卵不使用）、パン
粉、なたね油、米

牛乳、豚ひき肉、木綿
豆腐、豆乳、ベーコ
ン、かつお節

メロン、たまねぎ、ブ
ロッコリー、キャベ
ツ、にんじん、えのき
たけ、グリーンアスパ
ラガス、コーン、あお
のり

30

17 水

七分つき米、ホット
ケーキ粉、玄米、片栗
粉、ごま油、油

牛乳、木綿豆腐、豚ひ
き肉、ツナ缶、豆乳、
みそ、赤みそ、ごま

もやし、トマト、バナ
ナ、ねぎ、たまねぎ、
スナップえんどう、
きゅうり、にんじん、
にら、切り干しだいこ
ん、干ししいたけ、
しょうが

2023年

かつしか風の子保育園


