
2018年01月 献　　　立　　　表

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 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

牛乳 御飯 ほうじ茶 ふかしいも 牛乳 御飯 ほうじ茶 だいこんごはん

せんべい ツナじゃが 蒸しパン せんべい 豚肉と根菜の煮物 ケチャップライス

茹でブロッコリー

肉団子入り豆乳スープ

牛乳 御飯 ほうじ茶 マカロニきなこ 牛乳 御飯 ほうじ茶 卵とじ

せんべい 肉豆腐(ひき肉) じゃこのおにぎり せんべい 冬野菜の和シチュー 野菜のキッシュ

かぶのあちゃら漬け 厚焼き卵

じゃが芋きんぴら

牛乳 御飯 ほうじ茶 ・だいこんポタージュ 牛乳 ロールパン りんご ほうじ茶 卵入りうどん

せんべい 豚肉と根菜の煮物 小松菜のおにぎり ・せんべい せんべい ポテトグラタン プリン

鶏肉の照り焼き

大根ともやしのみそ汁 野菜スープ

牛乳 赤飯 柿 ほうじ茶 雑炊 牛乳 御飯 ぽんかん ほうじ茶 ほうれん草のおにぎり

せんべい 松風焼き おもち風きんちゃく せんべい 松風焼き

紅白なます

すまし汁 油揚げのみそ汁

牛乳 御飯 ほうじ茶 はるさめスープ 牛乳 御飯 ほうじ茶 はるさめと豆腐のスープ

せんべい 豚肉の柳川風煮物 おやつ小魚 せんべい 鶏肉のケチャップ煮

蒸し芋

牛乳 御飯 ほうじ茶 豆腐ステーキ 牛乳 御飯 ほうじ茶 野菜の炒めもの

せんべい りんごケーキ せんべい

牛乳 御飯 ほうじ茶 蒸しパン 牛乳 御飯 ほうじ茶 ふかしいも

せんべい 肉じゃが 七草がゆ風 せんべい かじきの照り焼き かぼちゃもち

茹でブロッコリー ひじきの煮物

だいこんとあげのみそ汁 りんご さつまいものすまし汁

牛乳 豚丼 ほうじ茶 焼きうどん 牛乳 菜飯（小松菜・ごま） ほうじ茶 野菜スープ

せんべい 蒸しパン（米粉・豆乳） せんべい 鶏肉の野菜煮込み さつまいもの甘煮

茹でブロッコリー

じゃが芋のすまし汁

牛乳 御飯 ほうじ茶 野菜スープ 牛乳 御飯 りんご ほうじ茶 ベイクドじゃが

せんべい 鶏肉と野菜の甘酢煮 油揚げと野菜の混ぜご飯 せんべい ホットケーキ

白菜とツナのごま和え

牛乳 御飯 ぽんかん ほうじ茶 チンゲン菜のソテー 牛乳 御飯 ほうじ茶 雑炊

せんべい 鮭のちゃんちゃん焼き お好み焼き せんべい 鶏かつ 焼きうどん

かぼちゃサラダ 焼き野菜

牛乳 ほうじ茶 具だくさんオムレツ 牛乳 御飯 ほうじ茶 マカロニきなこ

せんべい 焼きおにぎり せんべい 鶏肉のホイル焼き

さつま芋のレモン煮 里芋と厚揚げの煮物

牛乳 御飯 ほうじ茶 白菜と卵のスープ 牛乳 御飯 ほうじ茶 小松菜のおにぎり

せんべい 豚肉のすき焼き風煮物 ホットケーキ せんべい 豚肉の香味焼き バナナの蒸しパン

さつまいもの粉ふき芋

牛乳 御飯 じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 ほうじ茶 ・かぼちゃのポタージュ 牛乳 御飯 ほうじ茶 具だくさんスープ

せんべい 凍り豆腐とひき肉の煮物 ・せんべい せんべい おにぎり（じゃこおかか）

もやしのごま酢あえ 蒸しかぼちゃ

かぼちゃの甘煮

牛乳 御飯 ほうじ茶 マカロニきなこ 牛乳 御飯 ほうじ茶 混ぜご飯

せんべい 鶏肉の竜田揚げ 五目はるさめスープ せんべい チヂミ

ほうれん草のお浸し

豆腐と里芋のみそ汁

牛乳 御飯 りんご ほうじ茶 焼きうどん 牛乳 御飯 りんご ほうじ茶

せんべい さかなの野菜レモン蒸し せんべい コーンの蒸しパン

切干し大根の旨煮

さつま芋とわかめのみそ汁

牛乳 鶏肉の照り焼き丼 ほうじ茶 かぼちゃがゆ エ ネ ル ギ ー 478 ｋｃａｌ 鉄 2.3 ｍｇ

せんべい かぼちゃの甘煮 おやき（ツナ・コーン） た ん ぱ く 質 16.9 ｇ カ ル シ ウ ム 113 ｍｇ

脂　　　質 11.8 ｇ ビ タ ミ ン C 33 ｍｇ

塩　　　分 1.8 ｇ 食 物 繊 維 4.2 ｇ
（幼児・おやつ含む）

水

米、じゃがいも、米粉、油 たら、豆乳、鶏ひき肉 ほうれんそう、りんご、たまねぎ、ク

リームコーン缶、コーン缶、キャベツ、

ホールトマト、えのきたけ、にんじん

16 火

米、じゃがいも、砂糖、片栗

粉、ごま、油

鶏もも肉、米みそ（淡色辛み

そ）、油揚げ、しらす干し、

ツナ水煮缶

かぼちゃ、きゅうり、にんじん、もや

し、たまねぎ、コーン（冷凍）、カット

わかめ、焼きのり

１か月の平均栄養量

火

米、さつまいも、米粉、油、

砂糖、ごま油

鶏ささ身、豚ひき肉、米みそ

（淡色辛みそ）、油揚げ、し

らす干し

キャベツ、だいこん、にんじ

ん、コーン缶、ひじき

15 月

さつまいも、米、片栗粉、砂

糖

ゆであずき缶、さわら、米み

そ（淡色辛みそ）、油揚げ

りんご、はくさい、たまねぎ、えのきた

け、にんじん、ねぎ、コーン缶、切り干

しだいこん、レモン果汁、カットわかめ 31

月

米、油、砂糖 豚肉(ばら)、しらす干し、米み

そ（赤色辛みそ）、かつお節

キャベツ、かぼちゃ、はくさ

い、えのきたけ、こまつな、

ねぎ、焼きのり

14 日

米、さといも、片栗粉、油、

はるさめ

鶏もも肉、木綿豆腐、米みそ

（淡色辛みそ）

ほうれんそう、にんじん、え

のきたけ、コーン缶、カット

わかめ

30

日

米、米粉、油、砂糖 豚肉(ばら)、木綿豆腐、豆乳、

米みそ（淡色辛みそ）、油揚

げ

こまつな、えのきたけ、バナ

ナ、にんじん、ねぎ、カット

わかめ

13 土

米、じゃがいも、砂糖、米

粉、片栗粉、油、ごま

鶏ひき肉、豆乳、凍り豆腐、

大豆粉、米みそ（淡色辛み

そ）

かぼちゃ、もやし、たまね

ぎ、にんじん、コーン缶、

カットわかめ

29

土

米、さといも、砂糖、油、米

粉、片栗粉

鶏もも肉、生揚げ、豆乳、大

豆粉

にんじん、たまねぎ、コーン

缶、レモン果汁、カットわか

め

12 金

米、さつまいも、ホットケー

キ粉、砂糖

豚肉(ばら)、牛乳、米みそ（淡

色辛みそ）、卵

はくさい、たまねぎ、ねぎ、

こまつな、えのきたけ、にん

じん、切り干しだいこん

28

金

米、ゆでうどん、さつまいも、

油、パン粉、小麦粉

鶏むね肉、豚肉(ばら)、米みそ

（淡色辛みそ）、卵

キャベツ、かぶ、にんじん、

ブロッコリー、たまねぎ、ね

ぎ

11 木

マカロニ・スパゲティ、さつ

まいも、米、油、砂糖

卵、ツナ水煮缶、かつお節 ホールトマト、ブロッコリー、たまね

ぎ、キャベツ、にんじん、こまつな、レ

モン果汁 27

木

米、じゃがいも、ホットケー

キ粉、はるさめ、砂糖、片栗

粉、ごま油

生揚げ、豚肉(ばら)、牛乳、

卵、米みそ（淡色辛みそ）

ほうれんそう、りんご、たま

ねぎ、えのきたけ、にんじ

ん、カットわかめ

10 水

米、米粉、片栗粉、油、砂糖 さけ、木綿豆腐、豚ひき肉、

米みそ（淡色辛みそ）、淡色

みそ

キャベツ、ぽんかん、かぼ

ちゃ、にんじん、きゅうり、

チンゲンサイ、コーン缶

26

水

米、じゃがいも、さつまい

も、油、米粉、砂糖、ごま

鶏もも肉、油揚げ たまねぎ、ホールトマト、り

んご、ブロッコリー、にんじ

ん、だいこん、こまつな

9 火

米、じゃがいも、片栗粉、砂

糖、油、すりごま

鶏もも肉、米みそ（淡色辛み

そ）、ツナ水煮缶、油揚げ

はくさい、にんじん、たまね

ぎ、だいこん、もやし、こま

つな、焼きのり

25

火

米、さつまいも、米粉、砂

糖、油

かじき、油揚げ、きな粉 にんじん、たまねぎ、かぼ

ちゃ、えのきたけ、ひじき

8 月

米、米粉、じゃがいも、油、

砂糖、ごま

豚肉(ばら)、豆乳、凍り豆腐、

油揚げ、かつお節

たまねぎ、ほうれんそう、に

んじん、コーン缶、切り干し

だいこん

24

月

米、さつまいも、油、砂糖、

すりごま

木綿豆腐、豚ひき肉、米みそ

（淡色辛みそ）

たまねぎ、こまつな、もや

し、にんじん、コーン缶、

カットわかめ、ひじき

7 日

米、じゃがいも、油、砂糖 豚肉(ばら)、米みそ（淡色辛み

そ）、油揚げ

だいこん、りんご、たまね

ぎ、ブロッコリー、にんじ

ん、かぶ、カットわかめ

23

日

米、油、米粉、砂糖 鶏もも肉、木綿豆腐、ツナ水

煮缶、米みそ（淡色辛みそ）

きゅうり、にんじん、たまね

ぎ、コーン缶、ピーマン、ね

ぎ、ひじき、カットわかめ

6 土

米、米粉、油、砂糖、片栗

粉、すりごま

木綿豆腐、鶏ひき肉、米みそ

（淡色辛みそ）

こまつな、りんご、たまね

ぎ、にんじん、カットわかめ 22

土

米、米粉、砂糖、油、片栗

粉、ごま

牛乳、鶏ひき肉、豆乳、木綿

豆腐、米みそ（淡色辛み

そ）、しらす干し、油揚げ

ぽんかん、かぼちゃ、ほうれん

そう、たまねぎ、ねぎ

5 金

さつまいも、米、さといも、

砂糖、ごま、油

卵、豚肉(ロース)、米みそ（淡

色辛みそ）、いわし（田作

り）

にんじん、たまねぎ、もや

し、ほうれんそう、ごぼう 21

金

じゃがいも、ロールパン、砂

糖、片栗粉、油

牛乳、鶏もも肉（皮付き）、

卵、豚ひき肉、とろけるチー

ズ、バター

りんご、たまねぎ、キャベ

ツ、にんじん、えのきたけ、

しょうが

4 木

米、もち米、砂糖、油、ごま 鶏ひき肉、ツナ水煮缶、油揚

げ、あずき（乾）、とろける

チーズ、凍り豆腐、米みそ

（淡色辛みそ）

かき、だいこん、ほうれんそ

う、たまねぎ、えのきたけ、

ねぎ、にんじん

20

木

米、じゃがいも、油、砂糖、

米粉

卵、豆乳、絹ごし豆腐、鶏も

も肉、生クリーム、ベーコン

たまねぎ、カリフラワー、に

んじん、ごぼう、コーン缶

3 水

米、さといも、砂糖、油 豚肉(ばら)、米みそ（淡色辛み

そ）

ブロッコリー、にんじん、も

やし、だいこん、こまつな、

コーン缶、カットわかめ

19

水

米、さといも、ごま、砂糖、

油

豚肉(ばら)、鶏ひき肉、ツナ水

煮缶

にんじん、こまつな、だいこ

ん、はくさい、ごぼう、たまね

ぎ

2 火

米、砂糖 木綿豆腐、豚ひき肉、しらす

干し、米みそ（淡色辛みそ）

たまねぎ、きゅうり、かぶ、

にんじん、えのきたけ、焼き

のり、カットわかめ

18

1 月

米、米粉、じゃがいも、油、

砂糖、片栗粉

豆乳、豚ひき肉、ツナ水煮

缶、油揚げ

にんじん、ブロッコリー、た

まねぎ 17

日 曜 昼食献立名 午後おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

午前おやつ日 曜 昼食献立名 午後おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

午前おやつ 夕方おやつ 夕方おやつ

※ 魚は季節や天候により、使用する魚の種類が変わる場合があります

fujimuraナーサリー(一般)

玉ねぎとわかめのみそ汁

玉ねぎとわかめのみそ汁

小松菜とにんじんのごま和え

鶏ひき肉と豆腐のハンバーグ

さといもとにんじんのみそ汁

ほうれん草ともやしの塩ごま和え

ブロッコリーとコーンのソテー

切干大根とにんじんのみそ汁

たまごとキャベツのスープ

ブロッコリーと人参のおかか和え

お子様スパゲティー（ツナ・トマト）

豆腐とチンゲン菜のみそ汁

だいこんとこまつなのみそ汁

切干大根と凍り豆腐の煮物

ほうれん草とコーンのおかか和え

もやしと油揚げのみそ汁

きゅうりとしらすの酢の物

コーンのケーキ

（大豆粉・米粉）

さつまいももちの

おしるこ

豆腐ともやしのみそ汁

小松菜とコーンの和え物

じゃがいもとわかめのコンソメスープ

ほうれん草とえのき茸のお浸し

豚肉と厚揚げのみそ炒め

油揚げとだいこんのすまし汁

ミートローフ（豆腐・ひじき）

豆腐とわかめのみそ汁

きゅうりとコーンのサラダ

ほうれん草とじゃこのお浸し

だいこんとはくさいのすまし汁

小松菜とツナのごま和え

かぶとさつまいものみそ汁

鶏ひき肉とキャベツのトマトスープ

ほうれん草とえのき茸のお浸し

さかなのポテトクリーム焼き

だいこんと油揚げのみそ汁

ひじきとさつまいもの煮物

鶏ささみと野菜のたっぷり和え

米粉のかぼちゃ蒸し

カップケーキ

ツナとひじきの

チャーハン

おにぎり

（さつまいもご飯）

キャロットケーキ

(大豆粉・米粉）

ツナと

じゃがいもの

いももち

白菜とえのきのすまし汁

豚肉とキャベツのみそ炒め

豆腐とわかめのみそ汁

こまつなとあげのさっと煮

わかめスープ（コーン）


