
エネルギーKcal　  　主　　な 　　 材　　料 　名 エネルギーKcal　　   主　 な     材　 　料 　名
 日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ  日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ

脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児）  脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児）

シーフードカレー（雑穀ご飯） 597（479） 精白米 えび、いか 玉ねぎ、人参 野菜ジュース チキンナゲット ※０～２歳児 512 精白米 鮭、ツナ きゅうり、ごぼう 野菜ジュース

フルーツヨーグルト 30.4（23.3） じゃが芋 あさり、鶏肉 黄桃、みかん 麦茶 ご飯、ひきな汁、鮭の西京焼き 20.5 お麩 わかめ、鶏肉 大根、人参

14.5（10.9） 調合油 ヨーグルト パイン きゅうりとわかめの和え物、果物 20.6 グラニュー糖 牛乳、バター 三つ葉、果物 お麩ラスク

きつねうどん 573（458） うどん 油揚げ 干し椎茸、ねぎ ゼリー 肉まん ※３～５歳児【もちつき会】 633 もち米 鶏肉 ずんだ、人参 牛乳

ブロッコリーのごま和え 21.7（17.2） 調合油 鶏肉、豚肉 ブロッコリー 野菜ジュース あんこ餅、ずんだ餅、きなこ餅 23.3 お麩 きな粉、あんこ 大根、ごぼう

18.2（13.6） ごま チーズ 玉ねぎ、人参 (以）ミニチーズ お雑煮、果物 25.2 グラニュー糖 牛乳、バター 三つ葉、果物

ご飯、玉ねぎの味噌汁 599(503) 精白米 鶏肉、油揚げ たくあん、きゅうり 牛乳 【七草の節句】 パン、卵のスープ 598(502) パン 豚肉、鶏卵 レタス、きゅうり 牛乳 ミネラルご飯

鶏肉のBBQソースかけ 24.2(20.8) 砂糖 ベーコン かぶ、ねぎ、人参 七草粥 ミートローフ 23.0(19.9) 精白米 ウインナー サニーレタス 果物

具沢山卵焼き、きゅうりの漬物 18.0(16.5) バター、鶏卵 春の七草、玉ねぎ 果物、麦茶 ジャーマンポテト、グリーンサラダ 19.3(17.5) じゃが芋 しらす、わかめ たくあん、干し椎茸 麦茶

麻婆豆腐丼 615(494) 精白米 豆腐、豚肉 干し椎茸、ねぎ ヨーグルト ワッフル タンメン 581(496) 中華麺 豚肉 キャベツ、人参 ヨーグルト カステラ

果物 21.4(18.8) 調合油 鶏卵、牛乳 にら、人参、果物 ミニゼリー、牛乳 果物 18.2(16.9) 小麦粉 鶏卵 玉ねぎ、もやし ミニゼリー、牛乳

にら玉スープ 23.3(17.5) 片栗粉 味噌、醤油 （以）せんべい 12.5(12.8) 調合油 牛乳 果物 （以）せんべい

ご飯、さつま芋の味噌汁 600(511) 精白米 鶏肉、油揚げ ねぎ、白菜 ヤクルト 【アーモンドの日】

成人の日 ねぎ塩チキン 20.7(16.5) パン、砂糖 大豆 玉ねぎ、人参 アーモンドクッキー

ひじき煮、白菜のポン酢和え 21.2(16.0) さつま芋 ひじき、味噌 麦茶

ご飯、はんぺんのすまし汁 606(486) 精白米 鯖、しらす ごぼう、白菜 麦茶 たまごサンド ご飯、ポトフ 612(513) 精白米 鰆、チーズ トマト、きゅうり 牛乳 プリンアラモード

鯖の味噌煮 24.7(18.9) パン、ごま はんぺん 玉ねぎ、もやし せんべい 果物 鰆のカレームニエル 23.4(20.2) じゃが芋 ウインナー キャベツ、玉ねぎ

かき揚げ、白菜のごま和え 23.2(17.4) さつま芋 鶏卵、牛乳 人参、水菜 牛乳 チーズサラダ、ミートボール 24.0(21.0) 小麦粉 生クリーム 人参、果物

ご飯、豆腐の味噌汁 601（478） 精白米 豚肉 いんげん、椎茸 牛乳 じゃがバター ご飯、大根の味噌汁 609(505) 精白米 鶏肉、豆腐 ごぼう、干し椎茸 野菜ジュース 【ホットケーキの日】

豚肉の野菜巻き 20.8（15.9） じゃが芋 バター、牛乳 たけのこ、もやし 野菜ジュース 豆腐のつくね焼き 26.8(21.7) こんにゃく わかめ、牛乳 大根、玉ねぎ ホットケーキ

ほうれん草のお浸し、果物 19.7（16.2） 味噌、醤油 ほうれん草、ねぎ 筑前煮、果物 16.2(12.2) 里芋、砂糖 鶏卵、バター 人参、果物 牛乳

ご飯、えのきの味噌汁 599(503) 精白米 鱈、チーズ コーン、人参 野菜ジュース ココア蒸しパン ゆかりご飯、きのこのみそ汁 599(503) 精白米、麦 鰤、バター 人参、れんこん 牛乳 マカロニグラタン

鱈のマヨコーン焼き 22.0（19.2） こんにゃく さつま揚げ セロリ、きゅうり 牛乳 鰤の煮付け 20.8(18.2) したらき ベーコン、ちくわ ほうれん草 野菜ジュース

すき昆布の煮物、セロリの漬物 10.7（11.1） 白玉粉 昆布、牛乳 えのき、干し椎茸 れんこん金平、ほうれん草のごま和え 18.2(16.7) マカロニ チーズ、牛乳 えのき、しめじ

【誕生会】 634(529) 精白米 鶏肉、油揚げ 大根、ごぼう 牛乳 あんこスティックパイ ご飯、セロリのスープ 608(483) 精白米 ハム、鶏卵 キャベツ、人参 麦茶 ミートパイ

おいなりさん、具だくさん豚汁 23.5(20.3) こんにゃく 豚肉、豆腐 人参、ねぎ ジョア ハムカツ 21.0(16.0) さつま芋 豚肉、チーズ セロリ、きゅうり、 ビスコ 牛乳

鶏のから揚げ、ミニケーキ 27.1(23.3) パイシート あんこ、鶏卵 レタス キャベツサラダ、さつま芋のレモン煮 23.7(19.2) パイシート 牛乳 コーン、玉ねぎ

ソース焼きそば 603(485) 中華麺 豚肉、豆腐 キャベツ、玉ねぎ プリン カスタードケーキ クリームスープスパゲティ 609(517) スパゲティ ベーコン ほうれん草 プリン バームクーヘン

果物 20.0(17.7) 調合油 きくらげ、牛乳 もやし、ピーマン ミニゼリー、牛乳 果物 17.5(16.4) 調合油 牛乳 ぶなしめじ ミニゼリー、牛乳

きくらげのスープ 20.8(15.7) 醤油 人参、果物 （以）せんべい 24.4(21.7) 玉ねぎ、果物 （以）せんべい

ご飯、わかめのスープ 612（479） 精白米 豚肉、いか 白菜、椎茸、人参 麦茶 チーズドック ふりかけご飯、ネギのスープ 580（489 精白米 鶏肉、豚肉 サニーレタス 牛乳 肉うどん

八宝菜 21.5（16.5） ごま あさり、えび ブロッコリー クッキー 牛乳 タンドリーチキン 23.7（20.4） うどん ヨーグルト トマト、ねぎ 麦茶

ブロッコリーの和え物、しゅうまい 28.5（21.4） 砂糖 鶏卵、牛乳 玉ねぎ、きゅうり イタリアンサラダ、トマト 24.0（21.1） 調合油 ベーコン チンゲン菜

麦ご飯、もやしの味噌汁 596（501） 精白米 赤魚、ハム きゅうり、もやし 牛乳 ケークサレ ご飯、なめこの味噌汁 605（485） 精白米 ほっけ、昆布 小松菜、人参 野菜ジュース フレンチトースト

赤魚の照り焼き 19.9（17.6） スパゲティ 鶏卵、牛乳 人参、果物 野菜ジュース ほっけの塩焼き 26.5（20.4） したらき 大豆、鶏肉 もやし、なめこ 果物

スパゲティサラダ、かぼちゃの煮物 18.4（16.8） 押し麦 ベーコン かぼちゃ 五目豆煮、小松菜のお浸し 18.3（13.8） パン、砂糖 豆腐、鶏卵 ごぼう、果物 牛乳

ご飯、キャベツのスープ 611（512） 精白米 ささ身、豚肉 グリンピース ヨーグルト スイートポテト 都合により献立が変更になることがあります。ご了承ください。　　1食あたりの平均塩分量　以上児：2.2ｇ　未満児：1.7ｇ

ささ身のチーズパン粉焼き 24.5（21.0） さつま芋 チーズ、大豆 キャベツ、玉ねぎ 牛乳

ポークビーンズ、ミニゼリー 23.1（20.4） マヨネーズ 豆腐 干し椎茸、人参
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