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・食材入荷の都合により献立を変更する場合がございますので、ご了承ください。・食材入荷の都合により献立を変更する場合がございますので、ご了承ください。・食材入荷の都合により献立を変更する場合がございますので、ご了承ください。・食材入荷の都合により献立を変更する場合がございますので、ご了承ください。

献立種類

栄養素

基準値 0 kcal 0.0 g

24242424 水水水水
昼昼昼昼

25252525 木木木木
昼昼昼昼

31313131 水水水水
昼昼昼昼

16161616 火火火火
昼昼昼昼

昼昼昼昼

22222222 月月月月
昼昼昼昼

23232323 火火火火
昼昼昼昼

12121212 金金金金
昼昼昼昼

13131313 土土土土
昼昼昼昼

15151515 月月月月
昼昼昼昼

上白糖,ごま油上白糖,ごま油上白糖,ごま油上白糖,ごま油

･大学いも,･牛乳･大学いも,･牛乳･大学いも,･牛乳･大学いも,･牛乳 牛乳牛乳牛乳牛乳 さつま芋,サラダ油,上白糖,ごまさつま芋,サラダ油,上白糖,ごまさつま芋,サラダ油,上白糖,ごまさつま芋,サラダ油,上白糖,ごま 水水水水
(芝高木）幼児食

エネルギーkcal たんぱく質

･カレーチャーハン,･牛乳･カレーチャーハン,･牛乳･カレーチャーハン,･牛乳･カレーチャーハン,･牛乳 牛乳牛乳牛乳牛乳 玉ねぎ,人参,ピーマン玉ねぎ,人参,ピーマン玉ねぎ,人参,ピーマン玉ねぎ,人参,ピーマン 米,サラダ油,ごま油米,サラダ油,ごま油米,サラダ油,ごま油米,サラダ油,ごま油 カレー粉,醤油,塩カレー粉,醤油,塩カレー粉,醤油,塩カレー粉,醤油,塩
･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん 豚肉,芽ひじき,紅蒲鉾豚肉,芽ひじき,紅蒲鉾豚肉,芽ひじき,紅蒲鉾豚肉,芽ひじき,紅蒲鉾

･中華スープ･中華スープ･中華スープ･中華スープ

玉ねぎ,人参,万能ねぎ玉ねぎ,人参,万能ねぎ玉ねぎ,人参,万能ねぎ玉ねぎ,人参,万能ねぎ 米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖 醤油,酢,醤油,水醤油,酢,醤油,水醤油,酢,醤油,水醤油,酢,醤油,水
･豚肉と春雨炒め(チャプチェ）･豚肉と春雨炒め(チャプチェ）･豚肉と春雨炒め(チャプチェ）･豚肉と春雨炒め(チャプチェ） 小松菜,コーン,もやし小松菜,コーン,もやし小松菜,コーン,もやし小松菜,コーン,もやし ごま油,ごま,はるさめごま油,ごま,はるさめごま油,ごま,はるさめごま油,ごま,はるさめ 丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油
･ひじきのサラダ･ひじきのサラダ･ひじきのサラダ･ひじきのサラダ にらにらにらにら

･オレンジ･オレンジ･オレンジ･オレンジ
･根菜汁･根菜汁･根菜汁･根菜汁

オレンジ,だし昆布,ごぼうオレンジ,だし昆布,ごぼうオレンジ,だし昆布,ごぼうオレンジ,だし昆布,ごぼう
･ほうれん草の胡麻和え･ほうれん草の胡麻和え･ほうれん草の胡麻和え･ほうれん草の胡麻和え 大根,長ねぎ大根,長ねぎ大根,長ねぎ大根,長ねぎ

･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん サバ,かつお節,味噌サバ,かつお節,味噌サバ,かつお節,味噌サバ,かつお節,味噌 ほうれん草,キャベツ,人参ほうれん草,キャベツ,人参ほうれん草,キャベツ,人参ほうれん草,キャベツ,人参 米,ごま,上白糖米,ごま,上白糖米,ごま,上白糖米,ごま,上白糖 塩,醤油,水塩,醤油,水塩,醤油,水塩,醤油,水
･魚の塩焼き･魚の塩焼き･魚の塩焼き･魚の塩焼き

･みそ汁･みそ汁･みそ汁･みそ汁
･人参パンケーキ,･牛乳･人参パンケーキ,･牛乳･人参パンケーキ,･牛乳･人参パンケーキ,･牛乳 牛乳,牛乳牛乳,牛乳牛乳,牛乳牛乳,牛乳 人参人参人参人参 米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油

･プチシュークリーム,･牛乳･プチシュークリーム,･牛乳･プチシュークリーム,･牛乳･プチシュークリーム,･牛乳 牛乳牛乳牛乳牛乳 ｼｭｰｸﾘｰﾑｼｭｰｸﾘｰﾑｼｭｰｸﾘｰﾑｼｭｰｸﾘｰﾑ
だし昆布だし昆布だし昆布だし昆布

･白菜と油揚のさっと煮･白菜と油揚のさっと煮･白菜と油揚のさっと煮･白菜と油揚のさっと煮 だし昆布,玉ねぎ,万能ねぎだし昆布,玉ねぎ,万能ねぎだし昆布,玉ねぎ,万能ねぎだし昆布,玉ねぎ,万能ねぎ

鶏肉,油揚げ,かつお節鶏肉,油揚げ,かつお節鶏肉,油揚げ,かつお節鶏肉,油揚げ,かつお節 練り梅,白菜,人参練り梅,白菜,人参練り梅,白菜,人参練り梅,白菜,人参 米,さつま芋米,さつま芋米,さつま芋米,さつま芋 醤油,みりん風,水,醤油,水醤油,みりん風,水,醤油,水醤油,みりん風,水,醤油,水醤油,みりん風,水,醤油,水･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん
･鶏肉の梅風味焼き･鶏肉の梅風味焼き･鶏肉の梅風味焼き･鶏肉の梅風味焼き かつお節,かつお節,味噌かつお節,かつお節,味噌かつお節,かつお節,味噌かつお節,かつお節,味噌 だし昆布,いんげんだし昆布,いんげんだし昆布,いんげんだし昆布,いんげん

･コールスローサラダ･コールスローサラダ･コールスローサラダ･コールスローサラダ 水,コンソメ,塩水,コンソメ,塩水,コンソメ,塩水,コンソメ,塩

米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖 醤油,みりん風,醤油,水醤油,みりん風,醤油,水醤油,みりん風,醤油,水醤油,みりん風,醤油,水
･バナナ,･みそ汁･バナナ,･みそ汁･バナナ,･みそ汁･バナナ,･みそ汁 わかめ,油揚げわかめ,油揚げわかめ,油揚げわかめ,油揚げ ほうれん草,コーン,バナナほうれん草,コーン,バナナほうれん草,コーン,バナナほうれん草,コーン,バナナ
･そぼろ丼･そぼろ丼･そぼろ丼･そぼろ丼 鶏ひき肉,かつお節,味噌鶏ひき肉,かつお節,味噌鶏ひき肉,かつお節,味噌鶏ひき肉,かつお節,味噌 玉ねぎ,しょうが玉ねぎ,しょうが玉ねぎ,しょうが玉ねぎ,しょうが

･やさいスープ･やさいスープ･やさいスープ･やさいスープ
･米粉ドロップセサミクッキー,･牛乳･米粉ドロップセサミクッキー,･牛乳･米粉ドロップセサミクッキー,･牛乳･米粉ドロップセサミクッキー,･牛乳 牛乳,牛乳牛乳,牛乳牛乳,牛乳牛乳,牛乳 サラダ油,上白糖,米粉パウダー,ごま,コーンフレークサラダ油,上白糖,米粉パウダー,ごま,コーンフレークサラダ油,上白糖,米粉パウダー,ごま,コーンフレークサラダ油,上白糖,米粉パウダー,ごま,コーンフレーク

･魚のオーロラソース･魚のオーロラソース･魚のオーロラソース･魚のオーロラソース

･みそ汁･みそ汁･みそ汁･みそ汁 わかめわかめわかめわかめ

玉ねぎ,人参,小松菜玉ねぎ,人参,小松菜玉ねぎ,人参,小松菜玉ねぎ,人参,小松菜 サラダ油,じゃが芋サラダ油,じゃが芋サラダ油,じゃが芋サラダ油,じゃが芋 トマトケチャップ,酢,塩トマトケチャップ,酢,塩トマトケチャップ,酢,塩トマトケチャップ,酢,塩
･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん アジアジアジアジ キャベツ,きゅうり,人参キャベツ,きゅうり,人参キャベツ,きゅうり,人参キャベツ,きゅうり,人参 米,片栗粉,サラダ油米,片栗粉,サラダ油米,片栗粉,サラダ油米,片栗粉,サラダ油 塩,カレー粉,マヨネーズ風塩,カレー粉,マヨネーズ風塩,カレー粉,マヨネーズ風塩,カレー粉,マヨネーズ風

･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん 木綿豆腐,豚ひき肉木綿豆腐,豚ひき肉木綿豆腐,豚ひき肉木綿豆腐,豚ひき肉 白菜,玉ねぎ,人参白菜,玉ねぎ,人参白菜,玉ねぎ,人参白菜,玉ねぎ,人参 米,片栗粉,上白糖,ごま米,片栗粉,上白糖,ごま米,片栗粉,上白糖,ごま米,片栗粉,上白糖,ごま 水,醤油,みりん風,酢,醤油水,醤油,みりん風,酢,醤油水,醤油,みりん風,酢,醤油水,醤油,みりん風,酢,醤油
･豆腐の五目うま煮･豆腐の五目うま煮･豆腐の五目うま煮･豆腐の五目うま煮 かつお節,ちくわ,かつお節かつお節,ちくわ,かつお節かつお節,ちくわ,かつお節かつお節,ちくわ,かつお節

･オレンジゼリー,･牛乳･オレンジゼリー,･牛乳･オレンジゼリー,･牛乳･オレンジゼリー,･牛乳 イナアガー,牛乳イナアガー,牛乳イナアガー,牛乳イナアガー,牛乳 ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ,みかん缶ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ,みかん缶ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ,みかん缶ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ,みかん缶 上白糖上白糖上白糖上白糖 水水水水

だし昆布,万能ねぎ,もやしだし昆布,万能ねぎ,もやしだし昆布,万能ねぎ,もやしだし昆布,万能ねぎ,もやし 水水水水
･ちくわと胡瓜のごま酢和え･ちくわと胡瓜のごま酢和え･ちくわと胡瓜のごま酢和え･ちくわと胡瓜のごま酢和え 味噌味噌味噌味噌 きゅうり,だし昆布,なすきゅうり,だし昆布,なすきゅうり,だし昆布,なすきゅうり,だし昆布,なす

･なかよしモグちゃんスープ･なかよしモグちゃんスープ･なかよしモグちゃんスープ･なかよしモグちゃんスープ コーン,アスパラコーン,アスパラコーン,アスパラコーン,アスパラ 丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩
･きなこドーナッツ,･牛乳･きなこドーナッツ,･牛乳･きなこドーナッツ,･牛乳･きなこドーナッツ,･牛乳 牛乳,きな粉,牛乳牛乳,きな粉,牛乳牛乳,きな粉,牛乳牛乳,きな粉,牛乳 ホットケーキミックス,サラダ油,上白糖ホットケーキミックス,サラダ油,上白糖ホットケーキミックス,サラダ油,上白糖ホットケーキミックス,サラダ油,上白糖

ブロッコリー,もやし,人参ブロッコリー,もやし,人参ブロッコリー,もやし,人参ブロッコリー,もやし,人参 トマトケチャップトマトケチャップトマトケチャップトマトケチャップ
･りんご･りんご･りんご･りんご りんご,キャベツ,玉ねぎりんご,キャベツ,玉ねぎりんご,キャベツ,玉ねぎりんご,キャベツ,玉ねぎ マヨネーズ風,塩,水マヨネーズ風,塩,水マヨネーズ風,塩,水マヨネーズ風,塩,水

･ケチャップライス･ケチャップライス･ケチャップライス･ケチャップライス 鶏ひき肉鶏ひき肉鶏ひき肉鶏ひき肉 玉ねぎ,人参,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ玉ねぎ,人参,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ玉ねぎ,人参,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ玉ねぎ,人参,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 米,サラダ油,じゃが芋米,サラダ油,じゃが芋米,サラダ油,じゃが芋米,サラダ油,じゃが芋 丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩
･ブロッコリーサラダ･ブロッコリーサラダ･ブロッコリーサラダ･ブロッコリーサラダ

･みそ汁･みそ汁･みそ汁･みそ汁 にらにらにらにら
･フライドポテト,･牛乳･フライドポテト,･牛乳･フライドポテト,･牛乳･フライドポテト,･牛乳 牛乳牛乳牛乳牛乳 ストレートポテト,サラダ油ストレートポテト,サラダ油ストレートポテト,サラダ油ストレートポテト,サラダ油 塩塩塩塩

･鶏のねぎ醤油だれ･鶏のねぎ醤油だれ･鶏のねぎ醤油だれ･鶏のねぎ醤油だれ かつお節,味噌かつお節,味噌かつお節,味噌かつお節,味噌

･中華コーンスープ･中華コーンスープ･中華コーンスープ･中華コーンスープ 玉ねぎ,クリームコーン缶玉ねぎ,クリームコーン缶玉ねぎ,クリームコーン缶玉ねぎ,クリームコーン缶

人参,だし昆布,いんげん人参,だし昆布,いんげん人参,だし昆布,いんげん人参,だし昆布,いんげん 水水水水
･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん 鶏肉,がんも,かつお節鶏肉,がんも,かつお節鶏肉,がんも,かつお節鶏肉,がんも,かつお節 しょうが,長ねぎ,大根しょうが,長ねぎ,大根しょうが,長ねぎ,大根しょうが,長ねぎ,大根 米,上白糖,ごま油,上白糖米,上白糖,ごま油,上白糖米,上白糖,ごま油,上白糖米,上白糖,ごま油,上白糖 醤油,水,水,醤油,みりん風醤油,水,水,醤油,みりん風醤油,水,水,醤油,みりん風醤油,水,水,醤油,みりん風

･がんもと大根の煮物･がんもと大根の煮物･がんもと大根の煮物･がんもと大根の煮物 だし昆布,玉ねぎ,えのきだし昆布,玉ねぎ,えのきだし昆布,玉ねぎ,えのきだし昆布,玉ねぎ,えのき

･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん 豚肉,豆乳豚肉,豆乳豚肉,豆乳豚肉,豆乳 玉ねぎ,人参,にら玉ねぎ,人参,にら玉ねぎ,人参,にら玉ねぎ,人参,にら 米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖 醤油,醤油,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,水醤油,醤油,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,水醤油,醤油,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,水醤油,醤油,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,水
･豚肉のスタミナ炒め･豚肉のスタミナ炒め･豚肉のスタミナ炒め･豚肉のスタミナ炒め

･わかめおにぎり,･牛乳･わかめおにぎり,･牛乳･わかめおにぎり,･牛乳･わかめおにぎり,･牛乳 わかめご飯の素,牛乳わかめご飯の素,牛乳わかめご飯の素,牛乳わかめご飯の素,牛乳 米米米米

しょうが,にんにくしょうが,にんにくしょうが,にんにくしょうが,にんにく ごま油,ごまごま油,ごまごま油,ごまごま油,ごま シチューシチューシチューシチュー
･ほうれん草のナムル･ほうれん草のナムル･ほうれん草のナムル･ほうれん草のナムル ほうれん草,白菜,えのきほうれん草,白菜,えのきほうれん草,白菜,えのきほうれん草,白菜,えのき

･わかめスープ･わかめスープ･わかめスープ･わかめスープ コーン,長ねぎコーン,長ねぎコーン,長ねぎコーン,長ねぎ
･ピーチゼリー,･牛乳･ピーチゼリー,･牛乳･ピーチゼリー,･牛乳･ピーチゼリー,･牛乳 牛乳牛乳牛乳牛乳 ピーチゼリーピーチゼリーピーチゼリーピーチゼリー

･バナナ,･みそ汁･バナナ,･みそ汁･バナナ,･みそ汁･バナナ,･みそ汁 だし昆布,大根,キャベツだし昆布,大根,キャベツだし昆布,大根,キャベツだし昆布,大根,キャベツ

玉ねぎ,長ねぎ,にんにく玉ねぎ,長ねぎ,にんにく玉ねぎ,長ねぎ,にんにく玉ねぎ,長ねぎ,にんにく 米,ごま油,上白糖,片栗粉米,ごま油,上白糖,片栗粉米,ごま油,上白糖,片栗粉米,ごま油,上白糖,片栗粉 水,醤油,水,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ水,醤油,水,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ水,醤油,水,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ水,醤油,水,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ
･ヨーグルト･ヨーグルト･ヨーグルト･ヨーグルト ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト しょうが,にら,わかめしょうが,にら,わかめしょうが,にら,わかめしょうが,にら,わかめ 醤油,塩醤油,塩醤油,塩醤油,塩

･豆乳きなこもち,･牛乳･豆乳きなこもち,･牛乳･豆乳きなこもち,･牛乳･豆乳きなこもち,･牛乳 豆乳,きな粉,牛乳豆乳,きな粉,牛乳豆乳,きな粉,牛乳豆乳,きな粉,牛乳 片栗粉,上白糖片栗粉,上白糖片栗粉,上白糖片栗粉,上白糖 塩塩塩塩
･マーボー丼･マーボー丼･マーボー丼･マーボー丼 木綿豆腐,豚ひき肉,味噌木綿豆腐,豚ひき肉,味噌木綿豆腐,豚ひき肉,味噌木綿豆腐,豚ひき肉,味噌

米,上白糖,さといも米,上白糖,さといも米,上白糖,さといも米,上白糖,さといも 醤油,みりん風,水,醤油,水醤油,みりん風,水,醤油,水醤油,みりん風,水,醤油,水醤油,みりん風,水,醤油,水

･ほうれん草スープ･ほうれん草スープ･ほうれん草スープ･ほうれん草スープ

･里芋のそぼろ煮･里芋のそぼろ煮･里芋のそぼろ煮･里芋のそぼろ煮 かつお節,かつお節,味噌かつお節,かつお節,味噌かつお節,かつお節,味噌かつお節,かつお節,味噌 しょうが,きぬさや,バナナしょうが,きぬさや,バナナしょうが,きぬさや,バナナしょうが,きぬさや,バナナ 上白糖,片栗粉上白糖,片栗粉上白糖,片栗粉上白糖,片栗粉

･しっとりバナナクッキー,･牛乳･しっとりバナナクッキー,･牛乳･しっとりバナナクッキー,･牛乳･しっとりバナナクッキー,･牛乳 牛乳,牛乳牛乳,牛乳牛乳,牛乳牛乳,牛乳 バナナバナナバナナバナナ 米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油
･焼きとり丼･焼きとり丼･焼きとり丼･焼きとり丼 のり,鶏肉,鶏ひき肉のり,鶏肉,鶏ひき肉のり,鶏肉,鶏ひき肉のり,鶏肉,鶏ひき肉 万能ねぎ,玉ねぎ,だし昆布万能ねぎ,玉ねぎ,だし昆布万能ねぎ,玉ねぎ,だし昆布万能ねぎ,玉ねぎ,だし昆布

ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ,白菜,アスパラｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ,白菜,アスパラｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ,白菜,アスパラｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ,白菜,アスパラ サラダ油,サラダ油,上白糖サラダ油,サラダ油,上白糖サラダ油,サラダ油,上白糖サラダ油,サラダ油,上白糖 丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油
･蒸鶏とアスパラのサラダ･蒸鶏とアスパラのサラダ･蒸鶏とアスパラのサラダ･蒸鶏とアスパラのサラダ 玉ねぎ,ほうれん草,コーン玉ねぎ,ほうれん草,コーン玉ねぎ,ほうれん草,コーン玉ねぎ,ほうれん草,コーン
･肉団子のクリーム煮･肉団子のクリーム煮･肉団子のクリーム煮･肉団子のクリーム煮

米米米米 醤油醤油醤油醤油
･ロールパン･ロールパン･ロールパン･ロールパン 鶏肉団子,豆乳,鶏ささみ鶏肉団子,豆乳,鶏ささみ鶏肉団子,豆乳,鶏ささみ鶏肉団子,豆乳,鶏ささみ いちごジャム,玉ねぎ,人参いちごジャム,玉ねぎ,人参いちごジャム,玉ねぎ,人参いちごジャム,玉ねぎ,人参 バターロール,じゃが芋バターロール,じゃが芋バターロール,じゃが芋バターロール,じゃが芋 水,シチュー,酢,塩,水水,シチュー,酢,塩,水水,シチュー,酢,塩,水水,シチュー,酢,塩,水

･すまし汁･すまし汁･すまし汁･すまし汁 玉ねぎ,しめじ,きぬさや玉ねぎ,しめじ,きぬさや玉ねぎ,しめじ,きぬさや玉ねぎ,しめじ,きぬさや
･白菜のゆかり和え･白菜のゆかり和え･白菜のゆかり和え･白菜のゆかり和え きゅうり,ゆかり,だし昆布きゅうり,ゆかり,だし昆布きゅうり,ゆかり,だし昆布きゅうり,ゆかり,だし昆布

･おかかおにぎり,･牛乳･おかかおにぎり,･牛乳･おかかおにぎり,･牛乳･おかかおにぎり,･牛乳 かつお節,牛乳かつお節,牛乳かつお節,牛乳かつお節,牛乳

･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん 豚肉,味噌,鶏,かつお節豚肉,味噌,鶏,かつお節豚肉,味噌,鶏,かつお節豚肉,味噌,鶏,かつお節 大根,人参,しょうが大根,人参,しょうが大根,人参,しょうが大根,人参,しょうが 米,ごま油,ごま米,ごま油,ごま米,ごま油,ごま米,ごま油,ごま 丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,みりん風丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,みりん風丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,みりん風丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,みりん風
･豚肉のごまみそ煮･豚肉のごまみそ煮･豚肉のごまみそ煮･豚肉のごまみそ煮 にんにく,万能ねぎ,白菜にんにく,万能ねぎ,白菜にんにく,万能ねぎ,白菜にんにく,万能ねぎ,白菜 醤油,水,醤油,塩醤油,水,醤油,塩醤油,水,醤油,塩醤油,水,醤油,塩

･みそ汁･みそ汁･みそ汁･みそ汁
･たい焼き,･牛乳･たい焼き,･牛乳･たい焼き,･牛乳･たい焼き,･牛乳 牛乳牛乳牛乳牛乳 たい焼きたい焼きたい焼きたい焼き

◇もちもちりんごケーキ,･牛乳◇もちもちりんごケーキ,･牛乳◇もちもちりんごケーキ,･牛乳◇もちもちりんごケーキ,･牛乳 牛乳,牛乳牛乳,牛乳牛乳,牛乳牛乳,牛乳 人参,りんご缶人参,りんご缶人参,りんご缶人参,りんご缶 米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油

上白糖,上白糖上白糖,上白糖上白糖,上白糖上白糖,上白糖 醤油,水醤油,水醤油,水醤油,水

･みそ汁･みそ汁･みそ汁･みそ汁 小松菜小松菜小松菜小松菜

･わかめのさっぱり和え･わかめのさっぱり和え･わかめのさっぱり和え･わかめのさっぱり和え なす,しめじ,いんげんなす,しめじ,いんげんなす,しめじ,いんげんなす,しめじ,いんげん

鶏肉,かつお節,味噌鶏肉,かつお節,味噌鶏肉,かつお節,味噌鶏肉,かつお節,味噌 しょうが,わかめ,もやししょうが,わかめ,もやししょうが,わかめ,もやししょうが,わかめ,もやし 米,片栗粉,サラダ油米,片栗粉,サラダ油米,片栗粉,サラダ油米,片栗粉,サラダ油 水,醤油,みりん風,酢,酢水,醤油,みりん風,酢,酢水,醤油,みりん風,酢,酢水,醤油,みりん風,酢,酢･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん
･鶏肉のかりん揚げ･鶏肉のかりん揚げ･鶏肉のかりん揚げ･鶏肉のかりん揚げ きゅうり,人参,だし昆布きゅうり,人参,だし昆布きゅうり,人参,だし昆布きゅうり,人参,だし昆布

みりん風,水みりん風,水みりん風,水みりん風,水
･高野と大根の煮物･高野と大根の煮物･高野と大根の煮物･高野と大根の煮物 だし昆布,玉ねぎ,しめじだし昆布,玉ねぎ,しめじだし昆布,玉ねぎ,しめじだし昆布,玉ねぎ,しめじ
･魚のみそマヨ焼き･魚のみそマヨ焼き･魚のみそマヨ焼き･魚のみそマヨ焼き かつお節,かつお節,味噌かつお節,かつお節,味噌かつお節,かつお節,味噌かつお節,かつお節,味噌 だし昆布,きぬさやだし昆布,きぬさやだし昆布,きぬさやだし昆布,きぬさや

･米粉のカップケーキ,･牛乳･米粉のカップケーキ,･牛乳･米粉のカップケーキ,･牛乳･米粉のカップケーキ,･牛乳 牛乳牛乳牛乳牛乳 米粉のｶｯﾌﾟｹｰｷ米粉のｶｯﾌﾟｹｰｷ米粉のｶｯﾌﾟｹｰｷ米粉のｶｯﾌﾟｹｰｷ
･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん 鱈,味噌,高野豆腐鱈,味噌,高野豆腐鱈,味噌,高野豆腐鱈,味噌,高野豆腐 いんげん,大根,人参いんげん,大根,人参いんげん,大根,人参いんげん,大根,人参 米,上白糖米,上白糖米,上白糖米,上白糖 マヨネーズ風,水,醤油マヨネーズ風,水,醤油マヨネーズ風,水,醤油マヨネーズ風,水,醤油

･肉うどん･肉うどん･肉うどん･肉うどん 豚肉,かつお節,木綿豆腐豚肉,かつお節,木綿豆腐豚肉,かつお節,木綿豆腐豚肉,かつお節,木綿豆腐 玉ねぎ,人参,しいたけ玉ねぎ,人参,しいたけ玉ねぎ,人参,しいたけ玉ねぎ,人参,しいたけ うどん,胡麻油,上白糖うどん,胡麻油,上白糖うどん,胡麻油,上白糖うどん,胡麻油,上白糖 水,醤油,みりん風,料理酒水,醤油,みりん風,料理酒水,醤油,みりん風,料理酒水,醤油,みりん風,料理酒
･豆腐とﾄﾏﾄのｻﾗﾀﾞ･豆腐とﾄﾏﾄのｻﾗﾀﾞ･豆腐とﾄﾏﾄのｻﾗﾀﾞ･豆腐とﾄﾏﾄのｻﾗﾀﾞ だし昆布,万能ねぎ,トマトだし昆布,万能ねぎ,トマトだし昆布,万能ねぎ,トマトだし昆布,万能ねぎ,トマト 酢,醤油酢,醤油酢,醤油酢,醤油

･マスカットゼリー/バナナ,･牛乳･マスカットゼリー/バナナ,･牛乳･マスカットゼリー/バナナ,･牛乳･マスカットゼリー/バナナ,･牛乳 牛乳牛乳牛乳牛乳 バナナバナナバナナバナナ ｶｯﾌﾟｾﾞﾘｰの素ｶｯﾌﾟｾﾞﾘｰの素ｶｯﾌﾟｾﾞﾘｰの素ｶｯﾌﾟｾﾞﾘｰの素 水水水水

ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩･ほうれん草サラダ･ほうれん草サラダ･ほうれん草サラダ･ほうれん草サラダ
･蒸し鶏スープ･蒸し鶏スープ･蒸し鶏スープ･蒸し鶏スープ

丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油
･かぼちゃクッキー,･牛乳･かぼちゃクッキー,･牛乳･かぼちゃクッキー,･牛乳･かぼちゃクッキー,･牛乳 牛乳,牛乳牛乳,牛乳牛乳,牛乳牛乳,牛乳 かぼちゃ,かぼちゃかぼちゃ,かぼちゃかぼちゃ,かぼちゃかぼちゃ,かぼちゃ 米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油
･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん 鱈,ちくわ,鶏ささみ鱈,ちくわ,鶏ささみ鱈,ちくわ,鶏ささみ鱈,ちくわ,鶏ささみ しょうが,ほうれん草しょうが,ほうれん草しょうが,ほうれん草しょうが,ほうれん草 米,米粉パウダー,サラダ油米,米粉パウダー,サラダ油米,米粉パウダー,サラダ油米,米粉パウダー,サラダ油 塩,水,トマトケチャップ塩,水,トマトケチャップ塩,水,トマトケチャップ塩,水,トマトケチャップ
･白身魚の米粉フリッター･白身魚の米粉フリッター･白身魚の米粉フリッター･白身魚の米粉フリッター キャベツ,玉ねぎ,人参キャベツ,玉ねぎ,人参キャベツ,玉ねぎ,人参キャベツ,玉ねぎ,人参 酢,マヨネーズ風,醤油,水酢,マヨネーズ風,醤油,水酢,マヨネーズ風,醤油,水酢,マヨネーズ風,醤油,水

･やさいスープ･やさいスープ･やさいスープ･やさいスープ 中濃ソース,醤油中濃ソース,醤油中濃ソース,醤油中濃ソース,醤油
マヨネーズ風,酢,醤油,水マヨネーズ風,酢,醤油,水マヨネーズ風,酢,醤油,水マヨネーズ風,酢,醤油,水

ほうれん草,バナナほうれん草,バナナほうれん草,バナナほうれん草,バナナ

米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖 水,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ水,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ水,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ水,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ

･バナナ･バナナ･バナナ･バナナ にんにく,しょうがにんにく,しょうがにんにく,しょうがにんにく,しょうが

･切干大根のごまサラダ･切干大根のごまサラダ･切干大根のごまサラダ･切干大根のごまサラダ 小松菜,人参,えのき,にら小松菜,人参,えのき,にら小松菜,人参,えのき,にら小松菜,人参,えのき,にら 片栗粉,上白糖,ごま片栗粉,上白糖,ごま片栗粉,上白糖,ごま片栗粉,上白糖,ごま トマトケチャップトマトケチャップトマトケチャップトマトケチャップ

牛乳牛乳牛乳牛乳 たべっ子どうぶつ,カルシウムウエハースたべっ子どうぶつ,カルシウムウエハースたべっ子どうぶつ,カルシウムウエハースたべっ子どうぶつ,カルシウムウエハース･たべっこ動物/ウエハース,･牛乳･たべっこ動物/ウエハース,･牛乳･たべっこ動物/ウエハース,･牛乳･たべっこ動物/ウエハース,･牛乳
･トマトハヤシライス･トマトハヤシライス･トマトハヤシライス･トマトハヤシライス 豚肉,木綿豆腐豚肉,木綿豆腐豚肉,木綿豆腐豚肉,木綿豆腐 玉ねぎ,ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ,切干大根玉ねぎ,ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ,切干大根玉ねぎ,ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ,切干大根玉ねぎ,ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ,切干大根

うどん,サラダ油,上白糖うどん,サラダ油,上白糖うどん,サラダ油,上白糖うどん,サラダ油,上白糖 水,醤油,みりん風,醤油水,醤油,みりん風,醤油水,醤油,みりん風,醤油水,醤油,みりん風,醤油
･厚揚げの五目炒め･厚揚げの五目炒め･厚揚げの五目炒め･厚揚げの五目炒め 鶏ささみ鶏ささみ鶏ささみ鶏ささみ 長ねぎ,白菜,玉ねぎ,人参長ねぎ,白菜,玉ねぎ,人参長ねぎ,白菜,玉ねぎ,人参長ねぎ,白菜,玉ねぎ,人参
･わかめうどん･わかめうどん･わかめうどん･わかめうどん かつお節,紅蒲鉾,絹厚揚げかつお節,紅蒲鉾,絹厚揚げかつお節,紅蒲鉾,絹厚揚げかつお節,紅蒲鉾,絹厚揚げ だし昆布,わかめ,コーンだし昆布,わかめ,コーンだし昆布,わかめ,コーンだし昆布,わかめ,コーン

万能ねぎ万能ねぎ万能ねぎ万能ねぎ
･ピラフ,･牛乳･ピラフ,･牛乳･ピラフ,･牛乳･ピラフ,･牛乳 牛乳牛乳牛乳牛乳 玉ねぎ,人参,コーン,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ玉ねぎ,人参,コーン,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ玉ねぎ,人参,コーン,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ玉ねぎ,人参,コーン,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 米,サラダ油米,サラダ油米,サラダ油米,サラダ油 丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩

さつまいも,上白糖さつまいも,上白糖さつまいも,上白糖さつまいも,上白糖 塩塩塩塩
･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん 豚肉,かつお節,味噌豚肉,かつお節,味噌豚肉,かつお節,味噌豚肉,かつお節,味噌 玉ねぎ,人参,しょうが玉ねぎ,人参,しょうが玉ねぎ,人参,しょうが玉ねぎ,人参,しょうが 米,サラダ油,上白糖,ごま米,サラダ油,上白糖,ごま米,サラダ油,上白糖,ごま米,サラダ油,上白糖,ごま 醤油,醤油,酢,水醤油,醤油,酢,水醤油,醤油,酢,水醤油,醤油,酢,水
･スイートポテト,･牛乳･スイートポテト,･牛乳･スイートポテト,･牛乳･スイートポテト,･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

･りんご,･みそ汁･りんご,･みそ汁･りんご,･みそ汁･りんご,･みそ汁 りんご,だし昆布,大根りんご,だし昆布,大根りんご,だし昆布,大根りんご,だし昆布,大根

にんにく,ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳにんにく,ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳにんにく,ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳにんにく,ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ はるさめ,上白糖はるさめ,上白糖はるさめ,上白糖はるさめ,上白糖･豚とスナップエンドウ炒め･豚とスナップエンドウ炒め･豚とスナップエンドウ炒め･豚とスナップエンドウ炒め
･春雨サラダ･春雨サラダ･春雨サラダ･春雨サラダ キャベツ,きゅうり,人参キャベツ,きゅうり,人参キャベツ,きゅうり,人参キャベツ,きゅうり,人参

･ごはん･ごはん･ごはん･ごはん 鶏肉,ツナフレーク水煮鶏肉,ツナフレーク水煮鶏肉,ツナフレーク水煮鶏肉,ツナフレーク水煮 にんにく,キャベツ,人参にんにく,キャベツ,人参にんにく,キャベツ,人参にんにく,キャベツ,人参 米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖 醤油,みりん風,酢,塩,水醤油,みりん風,酢,塩,水醤油,みりん風,酢,塩,水醤油,みりん風,酢,塩,水

･みそ汁･みそ汁･みそ汁･みそ汁
･ツナとキャベツの和え物･ツナとキャベツの和え物･ツナとキャベツの和え物･ツナとキャベツの和え物 ほうれん草ほうれん草ほうれん草ほうれん草
･鶏肉のうまだれ焼き･鶏肉のうまだれ焼き･鶏肉のうまだれ焼き･鶏肉のうまだれ焼き かつお節,味噌,油揚げかつお節,味噌,油揚げかつお節,味噌,油揚げかつお節,味噌,油揚げ コーン,だし昆布コーン,だし昆布コーン,だし昆布コーン,だし昆布

クレープいちごクレープいちごクレープいちごクレープいちご
･豚丼･豚丼･豚丼･豚丼 豚肉,味噌豚肉,味噌豚肉,味噌豚肉,味噌

･ルヴァン/おせんべい,･牛乳･ルヴァン/おせんべい,･牛乳･ルヴァン/おせんべい,･牛乳･ルヴァン/おせんべい,･牛乳 牛乳牛乳牛乳牛乳 星食べよ,ルヴァンクラッカー星食べよ,ルヴァンクラッカー星食べよ,ルヴァンクラッカー星食べよ,ルヴァンクラッカー

人参,玉ねぎ,だし昆布人参,玉ねぎ,だし昆布人参,玉ねぎ,だし昆布人参,玉ねぎ,だし昆布 米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖米,サラダ油,上白糖

･みそ汁･みそ汁･みそ汁･みそ汁

醤油,料理酒,みりん風,水醤油,料理酒,みりん風,水醤油,料理酒,みりん風,水醤油,料理酒,みりん風,水
･ぶどうゼリー･ぶどうゼリー･ぶどうゼリー･ぶどうゼリー 長ねぎ,小松菜長ねぎ,小松菜長ねぎ,小松菜長ねぎ,小松菜 ぶどうゼリーぶどうゼリーぶどうゼリーぶどうゼリー

･根菜とひじきの煮物･根菜とひじきの煮物･根菜とひじきの煮物･根菜とひじきの煮物 鮭フレーク,鶏ひき肉鮭フレーク,鶏ひき肉鮭フレーク,鶏ひき肉鮭フレーク,鶏ひき肉

キャベツ,小松菜キャベツ,小松菜キャベツ,小松菜キャベツ,小松菜

人参,コーン,きゅうり人参,コーン,きゅうり人参,コーン,きゅうり人参,コーン,きゅうり 上白糖上白糖上白糖上白糖 みりん風,水みりん風,水みりん風,水みりん風,水
･りんご,･みそ汁･りんご,･みそ汁･りんご,･みそ汁･りんご,･みそ汁 芽ひじき,かつお節芽ひじき,かつお節芽ひじき,かつお節芽ひじき,かつお節 ごぼう,人参,だし昆布ごぼう,人参,だし昆布ごぼう,人参,だし昆布ごぼう,人参,だし昆布

かつお節,味噌かつお節,味噌かつお節,味噌かつお節,味噌 いんげん,りんご,だし昆布いんげん,りんご,だし昆布いんげん,りんご,だし昆布いんげん,りんご,だし昆布

いちごクレープ,･牛乳いちごクレープ,･牛乳いちごクレープ,･牛乳いちごクレープ,･牛乳 牛乳牛乳牛乳牛乳

･ピーチマフィン,･牛乳･ピーチマフィン,･牛乳･ピーチマフィン,･牛乳･ピーチマフィン,･牛乳 牛乳,牛乳牛乳,牛乳牛乳,牛乳牛乳,牛乳 黄桃缶黄桃缶黄桃缶黄桃缶 米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油米粉パウダー,上白糖,サラダ油
･サケちらし･サケちらし･サケちらし･サケちらし かつお節,油揚げ,のりかつお節,油揚げ,のりかつお節,油揚げ,のりかつお節,油揚げ,のり だし昆布,人参,しいたけだし昆布,人参,しいたけだし昆布,人参,しいたけだし昆布,人参,しいたけ 米,上白糖,サラダ油米,上白糖,サラダ油米,上白糖,サラダ油米,上白糖,サラダ油 水,酢,醤油,塩,水,醤油水,酢,醤油,塩,水,醤油水,酢,醤油,塩,水,醤油水,酢,醤油,塩,水,醤油

･コーンサラダ･コーンサラダ･コーンサラダ･コーンサラダ きゅうり,人参,オレンジきゅうり,人参,オレンジきゅうり,人参,オレンジきゅうり,人参,オレンジ 上白糖,ごま油上白糖,ごま油上白糖,ごま油上白糖,ごま油 トマトケチャップ,酢,醤油トマトケチャップ,酢,醤油トマトケチャップ,酢,醤油トマトケチャップ,酢,醤油

野菜類・藻類・くだもの類野菜類・藻類・くだもの類野菜類・藻類・くだもの類野菜類・藻類・くだもの類 穀類・油脂類・砂糖類・いも類穀類・油脂類・砂糖類・いも類穀類・油脂類・砂糖類・いも類穀類・油脂類・砂糖類・いも類
･チキンカレー･チキンカレー･チキンカレー･チキンカレー

･オレンジ･オレンジ･オレンジ･オレンジ

鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉 玉ねぎ,人参,白菜,コーン玉ねぎ,人参,白菜,コーン玉ねぎ,人参,白菜,コーン玉ねぎ,人参,白菜,コーン 米,じゃが芋,サラダ油米,じゃが芋,サラダ油米,じゃが芋,サラダ油米,じゃが芋,サラダ油 水,カレールウ水,カレールウ水,カレールウ水,カレールウ

日日日日
曜曜曜曜
日日日日

料理名料理名料理名料理名
ざ　い　り　ょ　うざ　い　り　ょ　うざ　い　り　ょ　うざ　い　り　ょ　う

赤：血や肉になるもの赤：血や肉になるもの赤：血や肉になるもの赤：血や肉になるもの 緑：からだの調子を整えるもの緑：からだの調子を整えるもの緑：からだの調子を整えるもの緑：からだの調子を整えるもの 黄：力や体温となるもの黄：力や体温となるもの黄：力や体温となるもの黄：力や体温となるもの その他その他その他その他魚類・肉類・豆類・乳類・卵類魚類・肉類・豆類・乳類・卵類魚類・肉類・豆類・乳類・卵類魚類・肉類・豆類・乳類・卵類

1111 月月月月
昼昼昼昼

2222 火火火火
昼昼昼昼

6666 土土土土
昼昼昼昼

8888 月月月月

9999 火火火火
昼昼昼昼

10101010 水水水水
昼昼昼昼

11111111 木木木木
昼昼昼昼

昼昼昼昼

17171717 水水水水
昼昼昼昼

18181818 木木木木

19191919 金金金金
昼昼昼昼

20202020 土土土土
昼昼昼昼

26262626 金金金金

27272727 土土土土
昼昼昼昼

29292929 月月月月
昼昼昼昼

30303030 火火火火
昼昼昼昼

昼昼昼昼

平均栄養価 511 kcal 19.8 g 15.0 g 1.5 g

0.0 g 0.0 g

脂質 食塩相当量


