
令和5年 3歳未満児

あか(体をつくる・血や肉にな
る)

黄(力や体温のもとになる) みどり(体の調子を整える)

3 火 正月休み1/3まで

4 水 クラッカー
ご飯　鶏肉のパン粉焼き　みそ汁
ブロッコリーとコーンのサラダ
ヨーグルト和え

黒糖ラスク　豆乳 鶏もも肉　チーズ　みそ　ヨーグ
ルト　豆乳

天然酵母のクラッカー　米　パン
粉　大豆油　ふ　マヨネーズ　食
パン　バター　黒砂糖

小松菜　ブロッコリー　コーン
もも缶　パイン缶

5 木 りんご
ご飯　さばのカレームニエル　み
そ汁　キャベツと人参の甘酢和
え　オレンジ

ビスケット　牛乳 さば　油揚げ　みそ　牛乳 米　薄力粉　油　砂糖　ビスケッ
ト

りんご　わかめ　玉ねぎ　キャベ
ツ　にんじん　オレンジ

6 金 オレンジ
ご飯　豚肉と厚揚げの煮物
みそ汁　春雨のごま和え　バ
ナナ

ホットケーキ　牛乳 豚もも肉　厚揚げ　油揚げ　み
そ　ささみ　卵　牛乳

米　油　砂糖　じゃがいも　はる
さめ　ごま油　ごま　ホットケー
キミックス　バター　いちごジャ

オレンジ　大根　にんじん　玉ね
ぎ　ねぎ　キャベツ　小松菜　バ
ナナ

7 土 せんべい
チャーハン　ふかし芋　みそ汁
みかん缶

スティックパン　牛乳 ぶたひき肉　みそ　牛乳 Caせんべい　米　ごま油　さつ
ま芋　ふ　スティックパン

玉ねぎ　にんじん　コーン　グリ
ンピース　小松菜　みかん缶

9 月 成人の日

10 火 ビスコ
みそ煮込みうどん　芋きんとん
花野菜のごま和え　パイン缶

おにぎり　お茶 鶏もも　麦みそ　ツナ ビスコ　うどん　砂糖　さつま芋
ごま　米　マヨネーズ

玉ねぎ　にんじん　グリンピース
レーズン　ブロッコリー　カリフラ
ワー（冷凍）　パイン缶　味付け

11 水 りんご
ご飯　白身魚の蒲焼き　みそ
汁　にんじんしりしり　みかん

いちごのスティックケー
キ　R-1のむヨーグルト

ホキ　みそ　まぐろ　R-1のむ
ヨーグルト

米　片栗粉　油　砂糖 りんご　ほうれんそう　しめじ　に
んじん　コーン　みかん

12 木 みかん     お弁当会
ヨーグルト　バナナ みそ みかん

バナナ

13 金 チーズ
ロールパン　カップグラタン　ミネ
ストローネ　ブロッコリーサラダ
オレンジ

おにぎり　お茶 　鶏もも　牛乳　チーズ　ハム
ツナ

ロールパン　マカロニ　バター
薄力粉　じゃがいも　マヨネーズ
米

玉ねぎ　コーン　しめじ　にんじ
ん　キャベツ　トマト　ブロッコ
リー　オレンジ

14 土 クラッカー
カレーライス　なます
ワカメスープ　パイン缶

マフィン　牛乳 鶏もも　牛乳 天然酵母のクラッカー　米　じゃ
がいも　バター　砂糖　ごま　ご
ま油　マフィン

にんじん　玉ねぎ　大根　みか
ん缶　わかめ　長ねぎ　干ししい
たけ　パイン缶

16 月 ビスコ
麦ごはん　つくね焼き　みそ汁
ポテトサラダ　りんご

黒糖蒸しパン
ヨーグルジョイ

鶏ひき肉　みそ　ハム　牛乳 ビスコ　米　押し麦　片栗粉　砂
糖　じゃがいも　マヨネーズ　強
力粉　黒砂糖

えのきたけ　長ねぎ　キャベツ
にんじん　ブロッコリー　レーズ
ン　りんご

17 火 りんご
スパゲッティミートソース　じゃ
がバターしょうゆ　コーンスー
プ　バナナ

おかかおにぎり　お茶 ぶたひき肉　豚レバーミンチ
ベーコン　チーズ　卵　削り節

スパゲッティ　オリーブ油　バ
ター　片栗粉　油　じゃがいも
米　砂糖

りんご　玉ねぎ　にんじん　ピー
マン　トマト　トマトピューレー
あおのり　コーン　ねぎ　バナナ

18 水 バナナ
ご飯　チンジャオロース
すまし汁　かぼちゃ煮　みかん

米粉のカップケーキ
牛乳

豚もも肉　牛乳 米　ごま油　油　片栗粉　焼きふ
砂糖

バナナ　長ねぎ　たけのこ　赤
ピーマン　ピーマン　玉ねぎ　え
のきたけ　わかめ　かぼちゃ

19 木 オレンジ
ご飯　鶏肉照り焼き　そうめん
汁　納豆和え　バナナ

きなこサンド　牛乳 鶏もも肉　納豆　ツナ　きなこ
牛乳

米　油　そうめん　食パン　バ
ター　砂糖

オレンジ　ねぎ　小松菜　にんじ
ん　バナナ

20 金 チーズ
ご飯　白身魚のタルタルソース
ゆし豆腐　大根のごまサラダ
オレンジ

ごまスコーン　豆乳 ホキ　卵　ゆし豆腐　豆乳 米　薄力粉　パン粉　油　マヨ
ネーズ　砂糖　ごま　ホットケー
キミックス

きゅうり　ねぎ　大根　にんじん
わかめ　オレンジ

21 土 ビスケット
ご飯　豆腐と豚肉のみそ炒め
みそ汁　酢の物　モモ缶

沖縄豆腐　豚もも　みそ ビスケット　米　油　砂糖　ごま
油

長ねぎ　ピーマン　しいたけ　に
んじん　ほうれんそう　しめじ
わかめ　きゅうり　もも缶

23 月 チーズ
ご飯　鮭のムニエル　みそ汁
ごぼうサラダ　りんご

シュガーラスク　まめぴ
よ

鮭　油揚げ　みそ　まめぴよ 米　薄力粉　油　バター　はるさ
め　マヨネーズ　砂糖　食パン

わかめ　玉ねぎ　ごぼう　にんじ
ん　りんご

24 火 りんご
沖縄そば　芋天ぷら　ブロッコ
リーサラダ　バナナ

おにぎり　お茶 豚三枚肉　大丸かまぼこ　卵
ツナ　みそ

沖縄そば　砂糖　さつま芋　薄
力粉　油　マヨネーズ　米

りんご　ねぎ　ブロッコリー　にん
じん　バナナ　味付けのり

25 水 ビスコ
ご飯　和風マーボー豆腐　み
そ汁　かぼちゃのサラダ　オレ
ンジ

ちんびん　豆乳 絹ごし豆腐　ぶたひき肉　鶏レ
バー　みそ　サラダチーズ　豆
乳

ビスコ　米　油　片栗粉　ごま油
マヨネーズ　薄力粉　黒砂糖
砂糖

玉ねぎ　しいたけ　ねぎ　大根
にんじん　しめじ　かぼちゃ
きゅうり　オレンジ

26 木 オレンジ
ご飯　酢豚　みそ汁　さつま芋
とリンゴのサラダ　みかん

焼きビーフン
R-1のむヨーグルト

豚もも　沖縄豆腐　みそ　豚ロー
ス　R-1のむヨーグルト

米　油　片栗粉　砂糖　さつま芋
マヨネーズ　ビーフン

オレンジ　にんじん　玉ねぎ
ピーマン　干ししいたけ　パイン
缶　なめこ　小松菜　りんご

27 金 せんべい
ご飯　ハンバーグ　ホワイト
スープ　ごま和え　バナナ

お誕生ケーキ
完熟りんごジュース

ぶたひき肉　鶏ひき肉　卵
ベーコン　牛乳

Caせんべい　米　パン粉　ごま
砂糖　スポンジケーキ

玉ねぎ　ブロッコリー　にんじん
コーン　小松菜　バナナ

28 土 バナナ
ご飯　ポークチャップ　みそ汁
粉ふき芋　パイン缶

レーズンパン　牛乳 豚肩ロース　みそ　牛乳 米　油　砂糖　じゃがいも　バ
ター　レーズンパン

バナナ　しめじ　ピーマン　玉ね
ぎ　キャベツ　にんじん　えのき
たけ　パイン缶

30 月 りんご
大豆カレーライス　なます　み
そ汁　みかん

クレープ　豆乳 大豆　鶏ひき肉　豚レバーミン
チ　みそ　豆乳

米　じゃがいも　バター　砂糖 りんご　にんじん　玉ねぎ　ピー
マン　大根　みかん缶　ほうれん
そう　しめじ　みかん

31 火 オレンジ
みそラーメン　ごぼうチップス
スティック野菜　バナナ

おにぎり　お茶 豚もも　みそ 中華めん　ごま油　片栗粉　油
砂糖　さつま芋　マヨネーズ　米
ごま

オレンジ　白菜　もやし　にんじ
ん　コーン　長ねぎ　ごぼう
きゅうり　バナナ　塩昆布

※材料・行事・その他の都合により献立を変更することがあります。　（作成者）　栄養士　橘田　知弥子
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