
・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

ご飯 牛乳 ご飯 牛乳

助宗タラの甘酢あんかけ まんまぽんせん 白糸タラのパン粉焼き 豆花クッキー

鶏肉と切干大根の炒め煮 牛乳 鶏ささみと白菜の煮物 牛乳

みそ汁 米粉のお好み焼き みそ汁 小倉トースト

フルーツ（りんご） フルーツ（バナナ）

ご飯 牛乳 鉄分強化！ふりかけご飯 牛乳

豚肉のみそ漬け焼き 豆花クッキー チキンソテー　ＢＢＱソース きなこせんべい

キャベツと厚揚げの煮物 牛乳 大根サラダ 牛乳

すまし汁 ピザトースト みそ汁 しらすとねぎのチャーハン

ひなちらし寿司 牛乳 ご飯 牛乳

かぼちゃの甘辛煮 おさつでぽん 鮭のマヨネーズ焼き まんまぽんせん

すまし汁 牛乳 豚肉と白菜のおかか煮 牛乳

フルーツ（オレンジ） いちごとあんこの みそ汁 大学南瓜

オムレット風 ヨーグルト

チキンカレーライス 牛乳 ほうれん草のスパゲッティ 牛乳

豆腐サラダ キャロットせんべい さつまいもサラダ お星様せんべい

スープ 牛乳 スープ 牛乳

フルーツ（りんご） ミニナポリタンスパゲティ ホットケーキ

りんごジャム添え

ご飯 牛乳

カラスカレイの漬け焼き 南瓜ボーロ

ささみサラダ 牛乳

みそ汁 豆乳ごま寒天小豆のせ

納豆ごはん 牛乳 ご飯 牛乳

鶏肉の治部煮風 胚芽クッキー 焼き鳥風 おさつでぽん

ブロッコリーのツナ和え 牛乳 大根と人参のナムル風 牛乳

みそ汁 ドーナツ みそ汁 豆乳くずもち風

鉄分強化！ふりかけご飯 牛乳 ご飯 牛乳

豆腐と豚肉のうま煮 お星様せんべい 白糸タラの漬け焼き プレーンクラッカー

じゃが芋とグリンピースのサラダ 牛乳 豚肉と白菜の炒め煮 牛乳

みそ汁 いちごジャムサンドパン みそ汁 人参ドーナツ

フルーツ（りんご）

ケチャップライス 牛乳 ご飯 牛乳

チキンマカロニグラタン風 プレーンクラッカー フィッシュ＆チップス 胚芽クッキー

スープ 牛乳 フレンチサラダ 牛乳

フルーツ（バナナ） 洋梨ケーキ スープ しらすトースト

フルーツ（オレンジ）

ご飯 牛乳 ハヤシライス 牛乳

鮭のごま焼き まんまぽんせん ポテトサラダ 南瓜ボーロ

大根の信田煮 牛乳 バナナ 牛乳

みそ汁 フレンチフライ きなこと小豆のケーキ

ヨーグルト

鶏うどん 牛乳

キャベツともやしのサラダ おさつでぽん

フルーツ（りんご） 牛乳

チーズおかかと

ふりかけおにぎり

ご飯 牛乳

鶏肉の照り焼き きなこせんべい

ひじき煮 牛乳

みそ汁 お麩ラスク

パイン缶 みかん＆キウイフルーツ

鉄分強化！ふりかけご飯 牛乳

カラスカレイの磯風味焼き まんまぽんせん

ブロッコリーと大根のサラダ 牛乳

みそ汁 ミニきつねうどん

フルーツ（パイン缶）

クリームライス 牛乳 ご飯 牛乳

トマトとアスパラのツナサラダ ベビースティック ハンバーグケチャップソース お星様せんべい

スープ 牛乳 春雨サラダ 牛乳

フルーツ（オレンジ） マカロニきなこ みそ汁 フルーツヨーグルト

チーズ

ご飯 牛乳 ご飯 牛乳

助宗タラの甘酢あんかけ 南瓜ボーロ 白糸タラのパン粉焼き おさつでぽん

鶏肉と切干大根の炒め煮 牛乳 鶏ささみと白菜の煮物 牛乳

みそ汁 白桃ケーキ みそ汁 鮭フレークとわかめおにぎり

フルーツ（りんご） フルーツ（バナナ）

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 チキンソテー　ＢＢＱソース ベビースティック

3～5 歳 390/16.1/10.8/57.0/1.1未満 1.5 385 16.1 10.4 59.2 大根サラダ 牛乳

1～2 歳 285/11.8/7.9/41.7/0.8未満 1.2 285 11.9 7.7 43.8 みそ汁 りんごゼリー

チーズ

※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。

アレルギー
（乳・卵・小麦・落花生・そ

ば・えび・かに）

1 火

ご飯・さつま芋・砂糖・
片栗粉・油・まんまぽ
んせん・小麦粉・米粉

スケソウタラ・鶏肉・味
噌・油揚げ・牛乳・ツナ
フレーク缶・豆腐

りんご・玉ねぎ・人参・
水菜・切干大根・キャ
ベツ・あおさ粉

出し汁・醤油・酢・精製
塩・ケチャップ・ウス
ターソース

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

乳・小麦

17 木

チンゲン菜・バナナ・も
やし・人参・長ねぎ・白
菜

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・水・精製
塩

乳・小麦

2 水

ご飯・砂糖・油・豆花
クッキー・食パン・ノン
エッグマヨネーズ

厚揚げ・豚肉・味噌・
牛乳・チーズ

キャベツ・しめじ・玉ね
ぎ・小松菜・人参・生
姜・あおさ粉

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・精製塩・
ケチャップ

乳・小麦

16 水

ご飯・パン粉・砂糖・小
麦粉・片栗粉・油・豆
花クッキー・バター・食
パン

シロイトタラ・鶏肉・味
噌・牛乳・小豆缶

パプリカ赤・ブロッコ
リー・玉ねぎ・大根・ね
ぎ・コーン

ウスターソース・ケ
チャップ・ふりかけ・
酒・出し汁・醤油・酢・
水・精製塩・みりん

乳・小麦ごま油・ご飯・さつま
芋・砂糖・油・きなこせ
んべい

ツナフレーク缶・鶏肉・
味噌・油揚げ・牛乳・し
らす

えのき茸・れんこん・ワ
カメ・玉ねぎ・小松菜・
人参・白菜・南瓜

酒・出し汁・醤油・水・
精製塩・みりん

乳・小麦

4 金

ごま・ごま油・ご飯・
じゃが芋・砂糖・油・
キャロットせんべい・ス
パゲティ・バター

鶏肉・豆腐・牛乳・ツナ
フレーク缶

きゅうり・ごぼう・もや
し・りんご・玉ねぎ・人
参・万能ねぎ・グリン
ピース

ＳＢカレーの王子さま
顆粒・出し汁・醤油・
酢・水・精製塩・ケ
チャップ

乳・小麦・え
び

18 金

ご飯・ノンエッグマヨ
ネーズ・砂糖・小麦
粉・油・まんまぽんせ
ん・黒ごま

ヨーグルト・花かつお・
鮭・豚肉・味噌・牛乳

乳・小麦さつま芋・スパゲッ
ティ・ノンエッグマヨ
ネーズ・砂糖・油・お
星様せんべい・小麦
粉・りんごジャム

鶏肉・牛乳・豆乳

3
木

イ

ベ

ン

ト

献

立

ご飯・ソーメン・花ふ・
砂糖・片栗粉・油・おさ
つでぽん・小麦粉

エビ・豚肉・牛乳・こし
あん・豆乳

オレンジ・かぼちゃ・キ
ヌサヤ・グリンピース・
コーン・れんこん・人
参・いちご・いちごパウ
ダー

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・酢・水・
精製塩・ベーキングパ
ウダー

21 月6 日

乳・小麦

20 日

インゲン・パプリカ赤・
ほうれん草・玉ねぎ・
人参・長ねぎ

酒・出し汁・醤油・精製
塩・ベーキングパウ
ダー

5 土

ご飯・砂糖・油・南瓜
ボーロ・すりごま

カラスカレイ・味噌・油
揚げ・牛乳・豆乳・小
豆缶

チンゲン菜・粉寒天・
インゲン・コーン・ワカ
メ

みりん風調味料・出し
汁・醤油・精製塩・酢・
酒

乳・小麦

19 土

れんこん・玉ねぎ・小
松菜・人参・大根

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・精製塩

乳・小麦

8 火

ご飯・じゃが芋・砂糖・
油・お星様せんべい・
食パン・いちごジャム

豆腐・豚肉・味噌・牛
乳

えのき茸・グリンピー
ス・なす・玉ねぎ・人参

ふりかけ・みりん風調
味料・酒・出し汁・醤
油・酢・精製塩

乳・小麦

22 火

ごま・ごま油・ご飯・砂
糖・油・おさつでぽん・
片栗粉

鶏肉・味噌・牛乳・豆
乳・きな粉

7 月

ご飯・砂糖・小麦粉・
胚芽クッキー・バター・
油

ツナフレーク缶・鶏肉・
納豆・味噌・牛乳・豆
乳

ごぼう・チンゲン菜・ブ
ロッコリー・玉ねぎ・人
参・長ねぎ

みりん風調味料・出し
汁・醤油・ベーキング
パウダー

チンゲン菜・トマト・り
んご・人参・長ねぎ・白
菜

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・ベーキ
ングパウダー

乳・小麦ご飯・砂糖・油・プレー
ンクラッカー・粉砂糖・
小麦粉・バター

シロイトタラ・豚肉・味
噌・牛乳・豆乳

オレンジ・キャベツ・
コーン・ブロッコリー・
玉ねぎ・人参

ケチャップ・出し汁・醤
油・酢・精製塩

乳・小麦

10 木

ごま・ご飯・花ふ・砂
糖・油・まんまぽんせ
ん・じゃが芋

ヨーグルト・鮭・味噌・
油揚げ・牛乳

ほうれん草・ワカメ・人
参・大根

みりん風調味料・出し
汁・醤油・水・精製塩・
ケチャップ

乳・小麦

24
木

イ

ベ

ン

ト

献

立

ご飯・じゃが芋・ノン
エッグマヨネーズ・砂
糖・小麦粉・油・胚芽
クッキー・食パン

シロイトタラ・豆乳・牛
乳・チーズ・しらす

9 水

ご飯・バター・パン粉・
マカロニ・小麦粉・プ
レーンクラッカー・砂
糖

ツナフレーク缶・鶏肉・
豆乳・牛乳

グリーンアスパラ・コー
ン・バナナ・ピーマン・
玉ねぎ・人参・洋梨缶

ケチャップ・出し汁・醤
油・水・精製塩・ベー
キングパウダー

乳・小麦

23 水

乳・小麦

26 土

コーン・玉ねぎ・人参・
バナナ・グリンピース

酒・精製塩・SBハヤシ
の王子様・ベーキング
パウダー

乳・小麦

11 金

うどん・ごま油・砂糖・
油・おさつでぽん・ご
飯

鶏肉・厚揚げ・牛乳・
チーズ

キャベツ・チンゲン菜・
もやし・りんご・人参・
長ねぎ

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・酢・精製
塩・花かつお・ふりか
け

乳・小麦

25 金

ご飯・じゃが芋・砂糖・
油・南瓜ボーロ・小麦
粉・バター・ノンエッグ
マヨネーズ

豚肉・牛乳・豆乳・小
豆缶・きな粉

乳・小麦

27 日 お休み12 土

ご飯・砂糖・油・きなこ
せんべい・切麩・バ
ター

味噌・油揚げ・牛乳・き
な粉・鶏肉

玉ねぎ・ブロッコリー・
みかん缶・キウイフ
ルーツ・ワカメ・ひじき・
人参・パイン缶

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油

あおさ粉・インゲン・パ
イナップル缶・ブロッコ
リー・玉ねぎ・人参・大
根・ねぎ

ふりかけ・みりん風調
味料・酒・出し汁・醤
油・酢・精製塩

乳・小麦

14 月

ごま油・ご飯・砂糖・
油・ベビースティック・
マカロニ

ツナフレーク缶・鶏肉・
牛乳・きな粉・チーズ

オレンジ・かぼちゃ・グ
リーンアスパラ・ごぼ
う・トマト・玉ねぎ・小松
菜・人参

ＳＢシチューの王子さ
ま顆粒・出し汁・醤油・
酢・水・精製塩

28 月

ご飯・砂糖・片栗粉・
油・まんまぽんせん・
乾燥うどん

カラスカレイ・豆腐・味
噌・牛乳・油揚げ

13 日

年齢
当月平均給与栄養量

31 木

ごま油・ご飯・さつま
芋・砂糖・油・ベビース
ティック

ツナフレーク缶・鶏肉・
味噌・油揚げ・牛乳・
チーズ

乳・小麦

30 水

ご飯・パン粉・砂糖・小
麦粉・片栗粉・油・おさ
つでぽん・白ごま

シロイトタラ・鶏肉・味
噌・牛乳・鮭フレーク

15 火

ご飯・さつま芋・砂糖・
片栗粉・油・南瓜ボー
ロ・小麦粉・バター

スケソウタラ・鶏肉・味
噌・油揚げ・牛乳・豆
乳

りんご・玉ねぎ・人参・
水菜・切干大根・白桃
缶

出し汁・醤油・酢・精製
塩・ベーキングパウ
ダー

※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

卒園・修了式

パプリカ赤・ブロッコ
リー・玉ねぎ・大根・り
んごジュース・粉寒天

ウスターソース・ケ
チャップ・ふりかけ・
酒・出し汁・醤油・酢・
水・精製塩

乳・小麦

チンゲン菜・バナナ・も
やし・人参・長ねぎ・白
菜

みりん風調味料・酒・
出し汁・醤油・水・精製
塩・わかめふりかけ

乳・小麦

きゅうり・なす・ワカメ・
玉ねぎ・人参・バナナ・
黄桃缶・キウイフルー
ツ

ウスターソース・ケ
チャップ・出し汁・醤
油・精製塩

乳・小麦乳・小麦

29 火

ご飯・じゃが芋・パン
粉・ノンエッグマヨネー
ズ・砂糖・春雨・油・お
星様せんべい

豆乳・豚肉・味噌・牛
乳・ヨーグルト

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。


