
・給食を提供するにあたり、毎月献立の食材について確認していただいております。 ※確認した食材の対応については保護者と相談して決めさせていただきます。
　該当項目に下記の通りチェックをお願いいたします。 ※アレルギーに関しては医師の指示のもと調整し、対応させていただきます。
・アレルギー食品：ピンクのマーカー お名前：
・食べたことがない食品：黄色のマーカー

鉄分強化！ふりかけご飯 牛乳

白糸タラの豆乳クリームソース キャロットせんべい

豚肉とかぶの煮物 牛乳

スープ 洋梨ケーキ

フルーツ（オレンジ）

ご飯 牛乳

鶏肉とピーマンのみそ炒め おさつでぽん

チンゲン菜と人参のマヨ醤油和え 牛乳

すまし汁 フレンチフライ

ご飯 牛乳 ご飯 牛乳

カラスカレイの和風ステーキ 豆花クッキー 助宗タラの甘酢あんかけ お星様せんべい

キャベツの信田煮 牛乳 鶏肉と切干大根の炒め煮 牛乳

みそ汁 年明けうどん みそ汁 米粉のお好み焼き

フルーツ（パイン缶） フルーツ（みかん）

豚肉のケチャップパスタ 牛乳 ご飯 牛乳

カリフラワーのワカメサラダ 南瓜ボーロ 鶏肉の玉ねぎソース 豆花クッキー

豆乳スープ 牛乳 ひじきとれんこんの煮物 牛乳

白桃ケーキ みそ汁 スイートポテト

鉄分強化！ふりかけご飯 牛乳 ご飯 牛乳

白糸タラのごま煮 お星様せんべい カラスカレイの漬け焼き プレーンクラッカー

じゃが芋の塩金平 牛乳 キャベツと鶏肉の炒り煮 牛乳

みそ汁 どらやき みそ汁 しらすトースト

フルーツ（洋なし缶） フルーツ（バナナ）

ご飯 牛乳 納豆ごはん 牛乳

おとうふハンバーグ おさつでぽん 豚肉とピーマンの彩り炒め 南瓜ボーロ

マカロニツナサラダ 牛乳 白菜のマヨサラダ 牛乳

スープ ピザトースト みそ汁 りんごのバター煮

チーズ

鉄分強化！ふりかけご飯 牛乳

助宗タラの揚げ煮 キャロットせんべい

ほうれん草と鶏肉の炒め物 牛乳

みそ汁 お麩ラスク

ヨーグルト りんご

スパゲッティミートソース 牛乳

コーンポテトサラダ まんまぽんせん

スープ 牛乳
小豆ときなこのケーキ

ご飯 牛乳

助宗タラのごま照り焼き 胚芽クッキー

鶏肉と小松菜のおかか煮 牛乳

みそ汁 たぬきおにぎりと

フルーツ（洋なし缶） わかめおにぎり

ソース焼きうどん 牛乳 ご飯 牛乳

さつま芋のしらす炒め プレーンクラッカー 鶏肉とほうれん草の中華炒め ﾍﾞﾋﾞｰスティック

みそ汁 牛乳 きゅうりのツナ和え 牛乳

フルーツ（オレンジ） 南瓜のぜんざい みそ汁 バナナおからドーナツ

ご飯 牛乳 人参とコーンのピラフ 牛乳

白糸タラのみそ焼き まんまぽんせん ハンバーグケチャップソース きなこせんべい

豚肉の炒め煮 牛乳 キャベツのフレンチサラダ 牛乳

すまし汁 きなこトースト スープ 小倉小豆サンドパン

フルーツ（パイン缶） オレンジゼリー

チキンカレーライス 牛乳 ご飯 牛乳

キャベツのかぶサラダ 胚芽クッキー 豆腐と鶏肉のとろみ煮 おさつでぽん

スープ 牛乳 さつま芋サラダ 牛乳

フルーツ（りんご） 焼きおにぎりと みそ汁 ヨーグルトケーキ

ふりかけおにぎり

ツナとれんこんの混ぜご飯 牛乳 ご飯 牛乳

豚肉と冬野菜のみそ炒め ﾍﾞﾋﾞｰスティック 鮭の洋風照り焼き お星様せんべい

春雨サラダ 牛乳 大根と人参の煮物 牛乳

フルーツ（バナナ） ドーナツ みそ汁 マカロニナポリタン

フルーツ（りんご）

ご飯 牛乳

鶏肉の治部煮風 きなこせんべい

かぶとコーンのマヨサラダ 牛乳

みそ汁 マカロニきなこ

オレンジ

給与栄養目標量 鉄分強化！ふりかけご飯 牛乳
ｴﾈﾙｷﾞｰ/たんぱく質/脂質/炭水化物/塩分 塩分ｇ エネルギーkcal たんぱく質ｇ 脂質ｇ 炭水化物ｇ 白糸タラの豆乳クリームソース 豆花クッキー

3～5 歳 390/16.1/10.8/57.0/1.1未満 1.5 382 16.0 10.4 58.2 豚肉とかぶの煮物 牛乳

1～2 歳 285/11.8/7.9/41.7/0.8未満 1.2 283 11.9 7.7 43.1 スープ じゃが芋おやき

フルーツ（オレンジ）

※調味料のアレルギー表示は弊社でお届けしたものに限ります。また、コンタミ等のアレルギーの詳細は「予定献立表」でご確認下さい。

※都合により、献立を変更する場合がございます。

※3色食品群は食品中に含まれる栄養素を見た目で分かりやすくする為の目安です。　３色食品群に分類されない食材は、「3色食品群以外の使用食材」に記載しております。

午前おやつ（1～2歳児のみ）

午後おやつ

午前おやつ（1～2歳児のみ）

午後おやつ

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み

オレンジ・かぶ・れんこ
ん・玉ねぎ・枝豆・人
参・長ねぎ・あおさ粉

ふりかけ・酒・出し汁・
醤油・精製塩

キャベツ・ごぼう・りん
ご・玉ねぎ・人参・大
根・ピーマン

みりん風調味料・出し
汁・醤油・ウスターソー
ス・ケチャップ

ほうれん草・もやし・ワ
カメ・人参・レーズン

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・精製塩・
ベーキングパウダー

オレンジジュース・キャ
ベツ・コーン・トマト・パ
セリ・寒天・玉ねぎ・人
参・大根・長ねぎ

ウスターソース・ケ
チャップ・出し汁・醤
油・酢・水・精製塩

きゅうり・パプリカ赤・ほ
うれん草・玉ねぎ・人
参・水菜・バナナ

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・ベーキ
ングパウダー

かぶ・小松菜・人参・
長ねぎ・洋なし缶・あ
おさ粉

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・水・ふり
かけ(わかめ)

グリンピース・コーン・
玉ねぎ・人参・白菜

水・酒・ケチャップ・ウ
スターソース・精製塩・
出し汁・醤油・ベーキ
ングパウダー

乳・小麦
年齢

当月平均給与栄養量

31 月

ご飯・砂糖・小麦粉・
油・豆花クッキー・マッ
シュポテト・片栗粉

シロイトタラ・豆乳・豚
肉・牛乳・チーズ

乳・小麦

30 日 お休み15 土

ご飯・砂糖・小麦粉・き
なこせんべい・マカロ
ニ・ノンエッグマヨネー
ズ

鶏肉・味噌・牛乳・きな
粉

かぶ・コーン・玉ねぎ・
小松菜・人参・水菜・
長ねぎ・オレンジ

みりん風調味料・出し
汁・醤油・精製塩

乳・小麦

29 土

乳・小麦

14 金

ごま・ご飯・砂糖・春
雨・油・ベビースティッ
ク・小麦粉・バター・ゴ
マ油

ツナフレーク缶・豚肉・
味噌・牛乳・豆乳

きゅうり・バナナ・パプ
リカ黄・ブロッコリー・
れんこん・人参・白菜

酒・出し汁・醤油・酢・
水・ベーキングパウ
ダー

乳・小麦

28 金

ご飯・さつま芋・ノン
エッグマヨネーズ・砂
糖・片栗粉・油・おさつ
でぽん・バター・小麦
粉

鶏肉・豆腐・味噌・牛
乳・ヨーグルト

乳・小麦ご飯・バター・砂糖・片
栗粉・油・お星様せん
べい・マカロニ

鮭・味噌・牛乳・ツナ缶

13 木

ご飯・じゃが芋・砂糖・
油・胚芽クッキー・ゴマ
油

鶏肉・牛乳・花かつお かぶ・キャベツ・ごぼ
う・りんご・玉ねぎ・人
参・長ねぎ

ＳＢカレーの王子さま
顆粒・出し汁・醤油・
酢・水・精製塩・ふりか
け

乳・小麦

27
木

イ

ベ

ン

ト

献

立

乳・小麦

12 水

ご飯・砂糖・油・まんま
ぽんせん・食パン・バ
ター

シロイトタラ・豆腐・豚
肉・味噌・牛乳・きな
粉・豆乳

なめこ・パイナップル
缶・玉ねぎ・枝豆・人
参・白菜

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・精製塩

乳・小麦

26 水

ごま油・ご飯・砂糖・焼
ふ・ベビースティック・
バター・小麦粉・油

ツナフレーク缶・鶏肉・
味噌・牛乳・おから・豆
乳

乳・小麦ご飯・スパゲッティ・バ
ター・パン粉・砂糖・
油・きなこせんべい・
食パン

豆乳・豚肉・牛乳・小
倉小豆缶

11 火

うどん・さつま芋・油・
プレーンクラッカー・南
瓜・砂糖

しらす干し・豚肉・味
噌・油揚げ・牛乳・小
倉小豆缶

あおさ粉・オレンジ・
キャベツ・ワカメ・玉ね
ぎ・人参

ウスターソース・みりん
風調味料・酒・出し汁・
醤油・精製塩

25 火

ごま・ご飯・砂糖・小麦
粉・油・胚芽クッキー・
天かす

乳・小麦

10 月

24 月

じゃが芋・スパゲッ
ティ・バター・ノンエッ
グマヨネーズ・砂糖・
小麦粉・油・まんまぽ
んせん

豚肉・牛乳・豆乳・きな
粉・小倉小豆缶

9 日

乳・小麦スケソウタラ・花かつ
お・鶏肉・味噌・牛乳

乳・小麦

23 日 お休み

コーン・ごぼう・ピーマ
ン・玉ねぎ・人参・白
菜・りんご

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油

乳・小麦

8 土

ご飯・砂糖・小麦粉・
油・キャロットせんべ
い・焼麩・バター

スケソウタラ・ヨーグル
ト・鶏肉・味噌・牛乳・
きな粉

ほうれん草・玉ねぎ・
人参・水菜・大根・りん
ご

ふりかけ・みりん風調
味料・酒・出し汁・醤
油・水

乳・小麦

22 土

ご飯・ノンエッグマヨ
ネーズ・花ふ・砂糖・
油・南瓜ボーロ・バ
ター

豚肉・納豆・味噌・牛
乳・チーズ

キャベツ・バナナ・ワカ
メ・小松菜・人参・あお
さ粉

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・精製塩

乳・小麦

7 金

ご飯・パン粉・マカロニ
ミックス・砂糖・片栗
粉・油・おさつでぽん・
食パン・ノンエッグマヨ
ネーズ

ツナフレーク缶・豆腐・
豚肉・牛乳・チーズ

グリンピース・トマト・も
やし・玉ねぎ・人参・長
ねぎ・あおさ粉

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・酢・精製
塩・ケチャップ

乳・小麦

21 金

ご飯・砂糖・油・プレー
ンクラッカー・食パン

カラスカレイ・鶏肉・味
噌・油揚げ・牛乳・しら
す・チーズ

6 木

ごま・ご飯・じゃが芋・
砂糖・焼ふ・油・お星
様せんべい・小麦粉

シロイトタラ・味噌・牛
乳・豆乳・小倉小豆缶

チンゲン菜・玉ねぎ・
人参・洋なし缶

ふりかけ・みりん風調
味料・酒・出し汁・醤
油・精製塩・ベーキン
グパウダー

乳・小麦

20 木

インゲン・みかん・玉
ねぎ・小松菜・人参・
切干大根・万能ねぎ・
キャベツ・あおさ粉

みりん風調味料・出し
汁・醤油・酢・精製塩・
ウスターソース・ケ
チャップ

乳・小麦

5 水

スパゲッティ・バター・
砂糖・小麦粉・片栗
粉・油・南瓜ボーロ

豆乳・豚肉・牛乳 アスパラ・かぶ・カリフ
ラワー・コーン・ワカメ・
玉ねぎ・赤ピーマン・
白桃缶

ウスターソース・ケ
チャップ・酒・出し汁・
醤油・酢・水・精製塩・
ベーキングパウダー

乳・小麦

19 水

ご飯・砂糖・小麦粉・
片栗粉・油・お星様せ
んべい・米粉

スケソウタラ・鶏肉・味
噌・牛乳・ツナ缶・豆腐

ひじき・ブロッコリー・
れんこん・玉ねぎ・人
参・水菜・大根

出し汁・醤油・酢 乳・小麦ごま油・ご飯・砂糖・
油・豆花クッキー・さつ
ま芋・バター・黒ごま

鶏肉・味噌・牛乳・豆
乳

4 火

ご飯・じゃが芋・砂糖・
小麦粉・油・豆花クッ
キー・うどん・花麩・天
かす

カラスカレイ・味噌・油
揚げ・牛乳

あおさ粉・キャベツ・ご
ぼう・パイナップル缶・
れんこん・人参・法蓮
草

みりん風調味料・出し
汁・醤油・水・精製塩・
酒

18 火

ご飯・ノンエッグマヨ
ネーズ・花ふ・砂糖・
油・おさつでぽん・じゃ
が芋

オレンジ・かぶ・れんこ
ん・玉ねぎ・枝豆・人
参・長ねぎ・洋梨缶

ふりかけ・酒・出し汁・
醤油・精製塩・ベーキ
ングパウダー

乳・小麦

3 月

17 月

ご飯・砂糖・小麦粉・
油・キャロットせんべ
い・バター

シロイトタラ・豆乳・豚
肉・牛乳

2 日

チンゲン菜・ピーマン・
玉ねぎ・人参・白菜

酒・出し汁・醤油・水・
精製塩・ケチャップ

乳・小麦鶏肉・味噌・牛乳

16 日 お休み

アレルギー
（乳・卵・小麦・落花生・そ

ば・えび・かに）

1 土

熱や力になるもの
血や肉や骨に
なるもの

体の調子を
整えるもの

アレルギー
（乳・卵・小麦・落花生・そ

ば・えび・かに） 熱や力になるもの

リ

ト

ル

キ

ッ

ズ

昼
食

３色食品群

3色食品群以外の
使用食材血や肉や骨に

なるもの
体の調子を
整えるもの

リ

ト

ル

キ

ッ

ズ

昼
食

３色食品群

3色食品群以外の
使用食材

食べ物は良く噛んで食べましょう。良く噛むこと
で、虫歯予防や消化の負担が減り、お腹に良いと
言われています。


