
エネルギー
たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は未満児

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

01 355.7(284.6)

月 15.0(12.0)

8.4(6.7)

1.4(1.1)

02 429.1(343.9)

火 20.3(16.3)

9.6(7.7)

1.6(1.3)

06 349.4(279.5)

土 13.3(10.7)

4.6(3.7)

1.7(1.4)

08 400.2(328.4)

月 19.6(17.4)

10.9(8.9)

1.4(1.1)

09 307.5(247.3)

火 11.2(9.0)

8.2(6.6)

1.9(1.5)

10 373.0(298.4)

水 18.8(15.0)

10.1(8.1)

1.7(1.4)

11 426.1(340.4)

木 17.1(13.6)

15.2(11.9)

1.6(1.1)

12 370.0(296.0)

金 14.5(11.6)

7.9(6.3)

1.5(1.2)

13 302.9(242.9)

土 14.7(11.8)

6.4(5.1)

1.4(1.1)

14
日

15 371.3(311.9)

月 20.9(18.5)

11.0(9.6)

2.1(1.7)

おやこであそぼう

延長おやつ日付 よるごはん
材         料        名

はっぽうさい
さつまいものレモンに
みそしる（えのき）

ななぶつきまい

七分つき米、さつまいも、砂
糖、油、片栗粉

豚モモ肉、冷凍むきえび、米
みそ（淡色辛みそ）、カット
わかめ

はくさい、玉葱、えのき茸、
人参、竹の子（ゆで）、生し
いたけ、ヤングコーン、レモ
ン、青葱

行事

ごぼうとひきにくのたまごとじ
かぶのゆかりあえ

みそしる（かぼちゃ）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、砂糖 納豆、合挽肉、卵、米みそ
（淡色辛みそ）、うす揚

かぼちゃ、かぶ、ｻｻｶﾞｷｺﾞﾎﾞｳ
（冷）、人参、みつば、青葱

ヨーグルト(ドリンク)、鶏む
ね肉、米みそ（淡色辛み
そ）、卵、ツナ缶、うす揚

大根、トマト＊、生しいた
け、サニーレタス、水菜、青
葱

チキンカツ
だいこんさっぱりサラダ
みそしる（しいたけ）

ななぶつきまい　のむヨーグルト

チンジャオロースー
ポテトサラダ

みそしる（しいたけ）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、チルドポテト、
マヨネーズ、油、砂糖、片栗
粉

牛肉、納豆、米みそ（淡色辛
みそ）、うす揚

ピーマン、トマト＊、人参、
竹の子（ゆで）、胡瓜、生し
いたけ、玉葱、青葱、土生姜

あかうおのなんばんづけ
いんげんのツナあえ

とんじる
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、パン粉、油、小
麦粉

にくととうふのにもの
きゅうりもみ

みそしる（たまねぎ）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、糸こんにゃく、
砂糖

焼き豆腐、牛肉、納豆、米み
そ（淡色辛みそ）、ちりめん
じゃこ、カットわかめ

胡瓜、人参、玉葱、いんげん
（冷）、青葱

ぶたにくとこんにゃくのみそいため
ブロッコリーサラダ（ツナ）

みそしる（はくさい）
ななぶつきまい　いちご

七分つき米、糸こんにゃく、
じゃが芋、マヨネーズ、油、
砂糖

豚モモ肉、米みそ（淡色辛み
そ）、ツナ缶、カットわかめ

いちご、はくさい、ﾌﾟﾁﾌﾞﾛｯｺ
ﾘｰ（冷凍）、しろ葱、しめ
じ、人参、竹の子（ゆで）、
青葱

七分つき米、里芋（冷凍）、
小麦粉、砂糖

豚モモ肉、鶏ミンチ、卵、米
みそ（淡色辛みそ）、カット
わかめ

トマト＊、玉葱、みつば、青
葱

ヨーグルト(ドリンク)、木綿
豆腐、豚バラ肉、米みそ（淡
色辛みそ）

刻みオクラ、竹の子（ゆ
で）、えのき茸、人参、もや
し、にら、なめ茸（味付
け）、青葱

ポークピカタ
さといものそぼろに

みそしる（たまねぎ）
ななぶつきまい

七分つき米、さつまいも、
油、小麦粉、砂糖、マヨネー
ズ

冷凍骨なし赤魚50、納豆、
豚モモ肉、米みそ（淡色辛み
そ）、ツナ缶

いんげん　（冷）、人参、玉
葱、大根、セロリ、青葱

デザートデー

さわらのみそに
いりどうふ

みそしる（だいこん）
ななぶつきまい

七分つき米、糸こんにゃく、
砂糖、油

冷凍骨なしさわら、ソフト木
綿、米みそ（淡色辛みそ）、
鶏ミンチ、卵、うす揚、冷凍
骨なしさわら（大）

大根、ﾌﾟﾁﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（冷凍）、
人参、干し椎茸、にら、青
葱、土生姜

チャンプル
おくらのあえもの（なめたけ）

みそしる（ふ）
ななぶつきまい　のむヨーグルト

七分つき米、おつゆ麩、ゴマ
油



エネルギー
たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は未満児

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

16 440.8(353.2)

火 17.9(14.4)

10.8(8.6)

1.2(1.0)

17 286.7(231.6)

水 8.8(7.1)

4.6(4.0)

2.1(1.7)

18 393.4(314.6)

木 15.7(12.6)

11.6(9.3)

1.4(1.1)

19 424.4(345.7)

金 18.0(14.8)

11.2(9.0)

2.0(1.6)

20 333.2(276.9)

土 13.4(11.2)

9.8(8.3)

1.5(1.3)

22 356.5(293.0)

月 18.7(16.7)

9.8(7.9)

1.8(1.5)

23 295.7(240.3)

火 12.5(10.3)

7.1(6.0)

1.9(1.5)

24 341.0(271.1)

水 14.6(11.6)

7.8(6.0)

1.4(1.2)

25 463.6(374.0)

木 15.7(12.6)

14.0(11.2)

1.7(1.4)

26 509.3(408.0)

金 21.3(17.0)

17.5(14.0)

1.9(1.5)

27 310.5(248.3)

土 10.5(8.4)

6.4(5.2)

1.8(1.4)

29 405.6(325.1)

月 18.9(15.1)

11.2(8.9)

1.9(1.5)

30 418.4(335.3)

火 19.6(15.7)

9.7(7.8)

1.6(1.3)

31 361.2(296.3)

水 18.5(16.5)

8.3(6.7)

1.8(1.5)

ひじきごはん
ごもくきんぴら

にゅうめん

半つき米、糸こんにゃく、そ
うめん（干）、砂糖、油

豚モモ肉、卵、錦糸卵、ひじ
き

人参、れんこん、ｻｻｶﾞｷｺﾞﾎﾞｳ
（冷）、いんげん　（冷）、
セロリ、みつば

しろみざかなのあんかけ
きゅうりのすのもの（カニカマ）

みそしる（だいこん）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、油、片栗粉、砂
糖

冷凍骨なしメルルーサ、納
豆、米みそ（淡色辛みそ）、
カニかまぼこ、うす揚、カッ
トわかめ

大根、胡瓜、玉葱、はくさ
い、人参、竹の子（ゆで）、
生しいたけ、ピーマン、青葱

なめたけごはん
じゃがいものそぼろあん
みそしる（あつあげ）

七分つき米、里芋（冷凍）、
糸こんにゃく、砂糖

納豆、豚肉(ヒレ)、米みそ（淡
色辛みそ）、卵、たらこ、
カットわかめ

人参、トマト＊、きゃべつ、
かぼちゃ、ピーマン、青葱

れいしゃぶ
やさいのうまに

みそしる（たまねぎ）
ななぶつきまい　のむヨーグルト

豚モモ肉、納豆、米みそ（淡
色辛みそ）、かつお節、カッ
トわかめ

ふき、ごぼう、えのき茸、人
参、いんげん　（冷）、青葱

ヨーグルト(ドリンク)、豚肩
ロース、米みそ（淡色辛み
そ）

トマト＊、大根おろし、人
参、れんこん、玉葱、えのき
茸、サニーレタス、いんげん
（冷）、干し椎茸、青葱

とりじゃがに
ブロッコリーのツナマヨ

みそしる（なす）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、チルドポテト、
糸こんにゃく、マヨネーズ、
砂糖、油

延長おやつ日付 よるごはん
材         料        名

七分つき米、パン粉、マヨ
ネーズ、油、砂糖、マーガリ
ン

冷凍骨なしメルルーサ、納
豆、米みそ（淡色辛みそ）、
カニかまぼこ、カットわかめ

ﾌﾟﾁﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（冷凍）、トマト
＊、胡瓜、しめじ、人参、小
松菜

やさいいため
あげシュウマイ

みそしる（きのこ）
ななぶつきまい

七分つき米、油

行事

ぶたにくのしょうがやき
こうやどうふのゆうぜんだき

すましじる
ななぶつきまい　のむヨーグルト

七分つき米、砂糖、油 ヨーグルト(ドリンク)、豚モモ
肉、高野豆腐、うす揚

玉葱、トマト＊、えのき茸、
人参、サニーレタス、いんげ
ん　（冷）、土生姜、干し椎
茸、みつば

ミックスフライ
にんじんのゆうぜんいり

みそしる（ふ）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、油、パン粉、小
麦粉、おつゆ麩

大根、はくさい、新きゃべ
つ、人参、胡瓜、小松菜、レ
モン、青葱

ぶたにくのうまに
ふきのおかかあえ

みそしる（えのき）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、糸こんにゃく、
油、砂糖

ｴﾋﾞ入りシューマイ（冷）、豚
モモ肉、米みそ（淡色辛み
そ）、うす揚

きゃべつ、トマト＊、玉葱、
しめじ、えのき茸、人参、
ピーマン、竹の子（ゆで）、
生しいたけ、青葱

さかなのサクサクやき
にんじんグラッセ

すのもの（かにかま）
みそしる（しめじ）

ななぶつきまい（なっとう）

かしわのあまずあん
さつまいものレモンに
みそしる（キャベツ）

ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、さつまいも、砂
糖、油、片栗粉

鶏モモ肉、納豆、米みそ（淡
色辛みそ）、うす揚

鶏モモ肉、納豆、米みそ（淡
色辛みそ）、ツナ缶、うす揚

ロールサンドフライ
だいずサラダ（ツナ）

みそしる（ふ）
ななぶつきまい　のむヨーグルト

七分つき米、油、マヨネー
ズ、パン粉、小麦粉、おつゆ
麩

ヨーグルト(ドリンク)、豚モモ
肉、大豆（ゆで）、米みそ
（淡色辛みそ）、ツナ缶、
卵、カットわかめ

トマト＊、人参、グリーンア
スパラガス、胡瓜、サニーレ
タス、青葱

玉葱、新きゃべつ、人参、
ピーマン、レモン、干し椎
茸、青葱、土生姜

玉葱、ﾌﾟﾁﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（冷凍）、
なす、人参、いんげん
（冷）、青葱

だいこんのたきあわせ
きゃべつのそくせきづけ
みそしる（はくさい）

おにぎり

七分つき米、糸こんにゃく、
砂糖

鶏モモ肉、一口がんも、米み
そ（淡色辛みそ）、カニかま
ぼこ、うす揚、味のり、かつ
お節、いりごま

ほごしゃかい

ハンバーグ
ほうれんそうソテー
クラムチャウダー
ななぶつきまい

七分つき米、じゃが芋、パン
粉、小麦粉、マーガリン

合挽肉、牛乳、あさり水煮
缶、牛レバー、卵

玉葱、ほうれん草、トマト
＊、人参、ｽｲｰﾄｺｰﾝﾎｰﾙ缶、サ
ニーレタス

おにぎりデー

七分つき米、じゃが芋、油、
砂糖、片栗粉

厚揚げ（四角）、合挽肉、ツ
ナ缶、米みそ（淡色辛み
そ）、カットわかめ

人参、なめ茸（味付け）、み
つば、いんげん　（冷）


