
献　　　立　　　表 fujimuraナーサリー

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 ほうじ茶 せんべい 牛乳 ビビンバ ほうじ茶 おにぎり

せんべい ぶどうゼリー せんべい コロッケ

せんべい わかめスープ

みかん 棒チーズ

牛乳 ほうじ茶 せんべい 牛乳 御飯 ほうじ茶 ジャムパン

せんべい 切干し大根の旨煮 りんご せんべい 芋もち

せんべい 小松菜のごま和え 棒チーズ

みかん 小魚

牛乳 ひき肉チャーハン ほうじ茶 せんべい 牛乳 御飯 ほうじ茶 おにぎり

せんべい 大根サラダ 米粉クッキー せんべい しらす雑炊

はるさめスープ 棒チーズ

みかん

牛乳 ゆかり御飯 ほうじ茶 おにぎり 牛乳 御飯 牛乳120 おにぎり

せんべい ツナ野菜炒め 米粉パンケーキ せんべい 鶏肉のみそ焼 焼きおにぎり

大根サラダ

牛乳 わかめ御飯 ほうじ茶 おにぎり 牛乳 御飯 ほうじ茶 マカロニきなこ

せんべい ツナ入り春雨炒め 米粉ジャムサンド せんべい ひじきハンバーグ チーズボール

白菜の煮浸し

牛乳 御飯 ほうじ茶 おにぎり 牛乳 ほうじ茶 おにぎり

せんべい 肉団子の甘酢あん ツナみそおにぎり せんべい カレーチーズトースト

れんこんの梅あえ

牛乳 黒糖ロール ほうじ茶 マカロニきなこ 牛乳 御飯 ほうじ茶 ジャムパン

せんべい かぼちゃグラタン 七草粥 せんべい マーボー豆腐 わかめうどん

ミニきなこもち 野菜炒め

きゃべつスープ

牛乳 冬野菜カレー ほうじ茶 おにぎり 牛乳 プルコギ丼 ほうじ茶 おにぎり

せんべい チーズマヨトースト せんべい チョレギサラダ ツナ入り和風スパゲティ

かぶのスープ はるさめスープ

りんご りんご

牛乳 ほうじ茶 ジャムパン 牛乳 御飯 ほうじ茶 ジャムパン

せんべい バナナヨーグルト せんべい 焼きもろこしおにぎり

小魚

牛乳 御飯 ほうじ茶 おにぎり 牛乳 ケチャップライス ほうじ茶 おにぎり

せんべい 魚のみぞれがけ 揚げ餃子 せんべい 鬼まんじゅう

根菜と里芋の煮物 わかめスープ

牛乳 御飯 ほうじ茶 ジャムパン 牛乳 御飯 ほうじ茶 おにぎり

せんべい てりやきチキン じゃがいもの甘辛味噌和え せんべい ハッシュドポテト

牛乳 御飯 ほうじ茶 おにぎり 牛乳 御飯 ほうじ茶 マカロニきなこ

せんべい コーン団子 ゆかりおにぎり せんべい 魚のごまてりやき あんかけ焼きそば

牛乳 豚丼 ほうじ茶 おにぎり 牛乳 ドライカレー ほうじ茶 おにぎり

せんべい ツナ入り春雨炒め 米粉ジャムサンド せんべい 手作りいちごジャムサンド

トマトスープ

りんご

牛乳 御飯 ほうじ茶 マカロニきなこ 牛乳 御飯 ほうじ茶 ジャムパン

せんべい 豆腐ハンバーグ さつまいもりんごパイ せんべい マカロニミートソース

白菜の中華風和え

牛乳 御飯 ほうじ茶 おにぎり 牛乳 中華あんかけ丼 ほうじ茶 おにぎり

せんべい ひじきおにぎり せんべい ほうれんそう蒸しパン

チキン春雨スープ

みかん

牛乳 御飯 ほうじ茶 ジャムパン 　　エ ネ ル ギ ー 494kcal エ ネ ル ギ ー 548kcal

せんべい 豚肉のしょうが焼き ナポリタンスパゲッティ 　　た ん ぱ く 質 18.8g た ん ぱ く 質 20.6g

　　脂質 15.1g 脂質 15.3g

　　塩分 1.5g 塩分 1.8g

※ 食材は仕入れの状況により食材が変更になる場合があります

※幼児は午後おやつに牛乳がつき（ヨーグルトの日はほうじ茶になります）

みそ汁（さつま芋・ねぎ）

大豆とチーズのサラダ

鶏ささみと人参のサラダ

キャベツのゆかりあえ

みそ汁（だいこん・にんじん・ごぼう）

鶏つくねのあんかけ

ほうれん草と油揚げのお浸し

みそ汁（豆腐・里芋）　　りんご

ごぼうと人参の混ぜご飯

白身魚のカリカリフライ

みそ汁（たまねぎ・わかめ）

チーズときゅうりのサラダ

みそ汁（たまねぎ・じゃがいも）

きゃべつの塩おかか和え

紅白なます

みそ汁（きゃべつ・にんじん）

黒糖ロール、米、米粉、もち米、油、砂

糖

みそ汁（かぶ・ごぼう）

さつまいもとりんごの甘煮

高野豆腐と鶏肉の煮物

みそ汁（切干し・にんじん）

キャベツと豚肉のホイコーロー風

もやしとひじきの和え物

すまし汁（じゃがいも・わかめ）

ブロッコリーのおかか和え

切干大根とひじきの煮物

すまし汁（ほうれん草・にんじん）　みかん

2020年1月

夕方おやつ夕方おやつ

水

月

みそ汁（にんじん・わかめ）

牛乳、豚ひき肉、粉チーズ、ツナ缶 たまねぎ、りんご、にんじん、きゅう

り、かぶ、かぼちゃ、かぶ・葉、しょう

が、あおのり、れんこん、ブロッコ

リー、コーン缶、カットわかめ、パセリ

粉

25

みそ汁（さといも・小松菜）

じゃがいも、米、さつまいも、パン粉、

米粉、油、砂糖、ごま油

じゃがいも、米、さといも、片栗粉、

油、砂糖

じゃが芋の千切り炒め

みそ汁（切干し・わかめ）

16 木

米、スパゲティ、油、砂糖 牛乳、豚肉(肩ロース)、米みそ（淡色辛み

そ）、かつお節、ウインナー

ブロッコリー、たまねぎ、にんじん、か

ぶ、ピーマン、ごぼう、しょうが

きゅうりとツナのごまサラダ

水

牛乳、さけ、淡色みそ、バター

魚のちゃんちゃん焼き

れんこんのきんぴら

14 30

すまし汁（ほうれん草・えのき）

米、ホットケーキ粉、砂糖、片栗粉、は

るさめ、なたね油、ごま油

牛乳、豚肉(もも)、大豆水煮缶、鶏もも

肉、チーズ

13 月

米、米粉パン、はるさめ、油、ごま油 牛乳、豚肉(肩ロース)、木綿豆腐、ツナ水

煮缶、米みそ（淡色辛みそ）

にんじん、たまねぎ、いちごジャム、

ピーマン

水

米、食パン、砂糖、油、米粉、ごま油

31

はくさい、にんじん、たまねぎ、もや

し、ほうれんそう、きゅうり、万能ねぎ

米、砂糖、油、ごま油、ごま

金

にんじん、れんこん、キャベツ、ほうれ

んそう、えのきたけ、ひじき

15

りんご、もやし、ほうれんそう、にんじ

ん、たまねぎ、ねぎ、ひじき

牛乳、鶏もも肉、豚ひき肉、しらす干

し、米みそ（淡色辛みそ）

キャベツ、ホールトマト缶詰、にんじ

ん、たまねぎ、マーマレード、万能ね

ぎ、カットわかめ

牛乳、鶏ひき肉、木綿豆腐、米みそ（淡

色辛みそ）、油揚げ

米、さつまいも、マカロニ、砂糖、油、

米粉

キャベツ、だいこん、にんじん、きゅう

り、ピーマン、ごぼう、白菜、たまねぎ

火

米、さつまいも、砂糖、片栗粉、油、ご

ま油

牛乳、鶏ひき肉、木綿豆腐、米みそ（淡

色辛みそ）

はくさい、りんご、たまねぎ、だいこ

ん、にんじん、ごぼう、きゅうり、焼き

のり、みかん

みそ汁（だいこん・ごぼう）　みかん

鶏肉のマーマレード焼き

きゃべつとしらすの甘酢和え

みそ汁（豆腐・にんじん）

火

牛乳、豚ひき肉、ツナ はくさい、たまねぎ、りんご、いちご、

にんじん、ホールトマト缶詰、きゅう

り、えのきたけ、ピーマン、レモン果

汁、焼きのり、にんにく、しょうが

12 日

米、油、片栗粉 牛乳、豚ひき肉、チーズ、米みそ（淡色

辛みそ）

たまねぎ、コーン缶、きゅうり、にんじ

ん、切り干しだいこん

28

米、はるさめ、焼きそば麺、油、片栗

粉、ごま、砂糖

牛乳、かじき、豚もも肉、米みそ（淡色

辛みそ）

11 土

じゃがいも、米、油、砂糖 牛乳、鶏もも肉、米みそ（淡色辛みそ） みかん、キャベツ、にんじん、カットわ

かめ

29

27

みそ汁（切干し・たまねぎ）

キャベツのさっぱり和え

みそ汁（にんじん・わかめ）

火

牛乳、豚ひき肉、鶏ささ身、とろける

チーズ、きな粉

かぼちゃ、ブロッコリー、にんじん、た

まねぎ、キャベツ、だいこん、かぶ

すまし汁（えのき・ほうれんそう）

松風焼き

鶏ごぼうご飯 みかん、だいこん、にんじん、たまね

ぎ、えのきたけ、カットわかめ、かぶ、

ほうれんそう、ごぼう、バナナ

米、食パン、マヨネーズ、米粉、砂糖、

油、すりごま

ブロッコリーとチキンのサラダ

米、さつまいも、油、砂糖、すりごま、

米粉

牛乳、豚ひき肉、鶏ささ身、チーズ

8 水

にんじん、たまねぎ、コーン缶、ピーマ

ン、カットわかめ

米、じゃがいも、砂糖、油 牛乳、豚肉(肩ロース)、ツナ油漬缶、米み

そ（淡色辛みそ）

土
豚肉と大根の炒め煮

じゃがいもとツナの煮物

7

20

26 日

23

10 金

さつまいものレモン煮

5 日

米、さといも、ぎょうざの皮、砂糖、油 牛乳、ぶり、ツナ水煮缶、チーズ、米み

そ（淡色辛みそ）

だいこん、れんこん、にんじん、キャベ

ツ、ほうれんそう、たまねぎ、ごぼう、

いんげん

24

9 木

米、砂糖、片栗粉、油、ごま 牛乳、鶏ひき肉、豚ひき肉、鶏もも肉、

米みそ（淡色辛みそ）、小魚、ヨーグル

ト

6 月

米、もち米、砂糖、片栗粉 牛乳、豚ひき肉、米みそ（淡色辛み

そ）、ツナ缶、かつお節

キャベツ、はくさい、たまねぎ、きゅう

り、にんじん、えのきたけ

22

みそ汁（はくさい・えのき）

米、米粉パン、じゃがいも、片栗粉、砂

糖、はるさめ、ごま油、油

牛乳、ツナ水煮缶、米みそ（淡色辛み

そ）

にんじん、たまねぎ、切り干しだいこ

ん、ひじき

21

牛乳、鶏もも肉、米みそ（淡色辛み

そ）、かつお節

だいこん、にんじん、きゅうり

はくさい、たまねぎ、にんじん、こまつ

な、えのきたけ、ひじき

すまし汁（じゃが芋・にんじん）

木

うどん、米、片栗粉、砂糖、ごま油 牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、米みそ（淡

色辛みそ）

キャベツ、にんじん、もやし、ねぎ、ほ

うれんそう、ピーマン、カットわかめ、

にんにく、しょうが、みかん

火

米、ホットケーキ粉、さといも、油、片

栗粉、砂糖

牛乳、豚ひき肉、木綿豆腐、チーズ、し

らす干し、米みそ（淡色辛みそ）

コーンフレーク、米粉、砂糖、油、食パ

ン、マヨネーズ

牛乳、たら、米みそ（淡色辛みそ）、粉

チーズ

れんこん、たまねぎ、にんじん、ごぼ

う、きゅうり、レモン果汁、うめ干し、

カットわかめ

4 土

米、さつまいも、米粉粉、砂糖、ごま

油、油、ごま

牛乳、ツナ水煮缶、米みそ（淡色辛み

そ）

キャベツ、にんじん、レモン果汁、カッ

トわかめ

米、じゃがいも、油、砂糖、ごま油、ご

ま

月

みそ汁（にんじん・わかめ）

牛乳、豚肉(肩ロース)、しらす干し、ツナ

水煮缶、米みそ（淡色辛みそ）

もやし、キャベツ、にんじん、たまね

ぎ、ひじき、カットわかめ

日

みかん、りんご、たまねぎ、にんじん、

切り干しだいこん、ひじき、カットわか

め

牛乳、鶏もも肉、チーズ、凍り豆腐、米

みそ（淡色辛みそ）

にんじん、こまつな、いんげん、切り干

しだいこん

木

焼きうどんの肉あんかけ

ツナとひじきのチャーハン

みそ汁（たまねぎ・わかめ）

米、米粉、はるさめ、油、砂糖 牛乳、豚ひき肉、ツナ水煮缶、チーズ

米、油、砂糖 牛乳、ツナ油漬缶、いわし、米みそ（淡

色辛みそ）

土

りんご、もやし、ほうれんそう、にんじ

ん、たまねぎ、コーン缶、万能ねぎ、

カットわかめ

17

じゃがいも、米、片栗粉、油、すりご

ま、砂糖

金1 水

うどん、じゃがいも、油、砂糖、片栗粉 牛乳、豚ひき肉、チーズ、米みそ（淡色

辛みそ）

みかん、ぶどう天然果汁、にんじん、た

まねぎ、切り干しだいこん、粉かんて

ん、カットわかめ

19

米、じゃがいも、砂糖、油

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

(乳児のみ)

18

曜日

牛乳、鶏ひき肉

１か月の平均栄養量 乳児 幼児

金

木

キャベツ、にんじん、たまねぎ、にら、

チンゲンサイ、きゅうり、えのきたけ、

にんにく、しょうが、焼きのり、カット

わかめ

だいこん、にんじん、コーン缶、カット

わかめ

白菜とツナの海苔和え

米、スパゲティ、砂糖、はるさめ、ごま

油、ごま

牛乳、豚肉(肩ロース)、米みそ（淡色辛み

そ）、ツナ缶

みかん、だいこん、にんじん、たまね

ぎ、いちごジャム

3 金

日 曜 昼食献立名
材料（昼食と午後おやつ）午前おやつ

(乳児のみ)
午後おやつ

2


