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※保育所の行事や材料などの都合により、献立を変更することがあります。
≪アレルゲン食品表示を規定されている食品≫
卵・乳・小麦・そば・落花生・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・カニ・キウイ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・バナナ・ゼラチン・ごま・カシューナッツ
★発症度が多く重症度が高いもの・・・卵、乳、小麦、そば、落花生

三色丼、軟飯
すまし汁(ｼﾒｼﾞ・みつば)
モズクの酢の物
柿

ご飯（胚芽）、軟飯
豚汁
からし菜チャンプルー
青切りみかん

【赤】鶏ひき肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,鶏卵,EM牛乳
【黄】胚芽米,三温糖,さつま芋,黒砂糖
【緑】からしな,ｼﾒｼﾞ,みつば,きゅうり,沖縄もずく,ﾚﾓﾝ,甘
がき

【赤】豚肉,油揚げ,沖縄豆腐,豚中型種・もも・脂身つ
き,EM牛乳,しろさけ-生
【黄】胚芽米,さといも-生,ごま
【緑】大根,ごぼう,根深ねぎ,からしな,にんじん,温州み
かん,焼きのり

【赤】豚肉,若鶏・ささ身-生,EM牛乳,鶏卵,ﾂﾅ缶
【黄】胚芽米,あずき水煮,さつま芋,こんにゃく,砂糖,三
温糖
【緑】にんじん,ﾈｷﾞ,キャベツ,みかん

【赤】豆腐,さば-生,豚肉,豆乳,牛乳
【黄】胚芽米,あわ,三温糖,強力粉・１等,黒砂糖,ごま-
乾
【緑】なめこ-生,根深ねぎ,にんじん,キャベツ,ﾓﾔｼ,ひ
じき,干しぶどう,温州みかん

EM酪農牛乳  大学芋 パンダ牛乳　　鮭おにぎり

あずきご飯、軟飯
さつま芋汁
鶏ささみのカレー粉揚げ
キャベツサラダ

EM酪農牛乳  ぽーぽー みどり調整豆乳　　黒糖カステラ

スパゲティナポリタン、軟飯
豚肉と白菜のｽｰﾌﾟ
コールスローサラダ
型抜きチーズ

ご飯（胚芽）、軟飯
みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ・ねぎ）
切り干し大根炒め
小松菜の和え物（おかか）
オレンジ

麦茶　ゆかりおにぎり　煮干し佃煮

麦ご飯（胚が米）、軟飯
親子どんぶり
ほうれん草とひじきの白和え
はっ酵乳（固形）

ふりかけご飯（胚芽）、軟飯
ソーキ汁
ほうれん草のゴマ和え
オレンジ

【赤】豚肉ソーキ,沖縄豆腐,かつお節,EM牛乳,牛乳
【黄】胚芽米,ごま,砂糖,バター
【緑】なが昆布,にんじん,大根,しいたけ,ほうれん草,も
やし,温州みかん

パンダ牛乳　ココアホットケーキEM酪農牛乳　　練りゴマトースト（白ゴマ）

【赤】しろさけ-生（切り身）,豚ひき肉,EM牛乳,鶏卵,牛
乳
【黄】胚芽米,じゃが芋,白玉粉,三温糖,バター
【緑】からしな,にんじん,ﾓﾔｼ,ブロッコリー-生,ﾊﾞﾅﾅ,か
ぼちゃ

パンダ牛乳　もちケーキ

芋ご飯(胚芽米)、軟飯
すまし汁(ｼﾒｼﾞみつば)
トンカツ（卵抜き）
野菜炒め
ﾌﾟﾙｰﾝ

【赤】まぐろ・缶詰水煮ﾌﾚｰｸ・ﾎﾜｲﾄ,豚・ﾋﾚ・赤肉-生,
豚肉
【黄】胚芽米,さつま芋,うどん,じゃが芋
【緑】しめじ,えのき,ﾐﾂﾊﾞ,にんじん,キャベツ,ﾓﾔｼ,ﾋﾟｰﾏ
ﾝ,しいたけ,根深ねぎ

ジョア（ﾌﾟﾚｰﾝ）  煮込みうどん

【赤】輸入牛・かたﾛｰｽ-生,沖縄豆腐,EM牛乳
【黄】胚芽米,しらたき,食パン,バター,ゴマペースト,黒
砂糖
【緑】えのき,大根,ﾈｷﾞ,にんじん,はくさい,きゅうり,温州
みかん

あわご飯(胚芽米）、軟飯
みそ汁（えのき大根）
すきやき風煮
ゆかり和え
青切りみかん

ご飯（胚芽）、軟飯
みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓからし菜)
鮭の塩焼き
野菜炒め（ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ）
バナナ

【赤】鶏卵,まぐろ・缶詰水煮ﾌﾚｰｸ・ﾎﾜｲﾄ,EM牛乳,豚
ひき肉
【黄】胚芽米,麩,じゃが芋
【緑】チンゲンサイ,ﾜｶﾒ,ﾊﾟﾊﾟｲｱ,にんじん,ﾆﾗ,日本なし,
味付けのり

ご飯（胚芽）、軟飯
みそ汁(じゃが芋ﾜｶﾒ麩)
納豆オムレツ
パパイヤイリチー(ツナ）
梨

【赤】ｳｲﾝﾅｰ,ﾁｰｽﾞ,豚かた肉-生,ﾁｰｽﾞ,しらす
【黄】スパゲティ麺,ｵﾘｰﾌﾞ油,三温糖,胚芽米,ごま油,ご
ま
【緑】にんじん,玉ねぎ,ﾄﾏﾄ,ﾋﾟｰﾏﾝ,はくさい-生,キャベ
ツ

EM酪農牛乳  味噌おにぎり パンダ牛乳　　誕生会ケーキ 麦茶　かんだば~ジューシー

【赤】豚肉,しらす,EM牛乳,きな粉
【黄】胚芽米,ふ,ごま油,くずでん粉,黒砂糖
【緑】冬瓜,玉ねぎ,しょうが,にんじん,ﾈｷﾞ,梨

Ca飲料（リンゴ） おかかチーズおにぎり

EM酪農牛乳　　黒糖くずもち

パンダ牛乳  蒸し芋

麦ご飯（胚が米）、軟飯
みそ汁(油揚げ･麩)
鶏と大根の煮物
白和え（人参小松菜）
プルーン

【赤】油揚げ,若鶏・もも-生,沖縄豆腐,ﾂﾅ缶,かたくち
いわし
【黄】胚芽米,おし麦,焼きふ・観世ふ,砂糖,ごま
【緑】こねぎ・葉-生,大根,にんじん,しいたけ,こまつな,
ﾌﾟﾙｰﾝ

パンダ牛乳　　バナナケーキ

あわご飯（胚芽）、軟飯
なめこ汁(長ネギ)
白身魚の竜田揚げ
野菜炒め（もやしひじき）
青切りみかん

【赤】豚肉,ホキ-生,鶏ひき肉,鶏卵,EM牛乳,脱脂粉乳
【黄】胚芽米,おし麦,ごま,三温糖,バター,砂糖
【緑】しいたけ,こまつな,玉ねぎ,れんこん-ゆで,にんじ
ん,さやいんげん,温州みかん,ﾊﾞﾅﾅ

水
きのこご飯,  軟飯
みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ・大根）
豆腐ハンバーグ
きゅうりスティック

【赤】油揚げ,大豆,成鶏・もも,沖縄豆腐,ﾂﾅ缶,EM牛
乳,鶏卵
【黄】胚芽米
【緑】しめじ,えのき,赤ピーマン,しいたけ,ひじき,ﾈｷﾞ,大
根,キャベツ,にんじん,きゅうり,みかん缶,沖縄もずく,ﾆ
ﾗ

EM酪農牛乳  もずく入りひらやちー

木
麦ごはん、軟飯
ビーフシチュー
しらすのサラダ

【赤】牛かた肉-生,豚ﾚﾊﾞｰ,ｸﾘｰﾑ,しらす,EM牛乳
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋,バター
【緑】にんじん,玉ねぎ,しめじ・ぶなしめじ-生,ﾋﾟｰﾏﾝ,こ
まつな,ｺｰﾝ

月

【赤】しろさけ,EM牛乳,ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ・ｸﾘｰﾑ,鶏卵,牛乳,
ﾁｰｽﾞ
【黄】胚芽米,おし麦,ごま油,ごま,砂糖
【緑】ﾅｽ,ﾜｶﾒ,ﾈｷﾞ,しめじ,えのき,にんじん,玉ねぎ,しょ
うが,ｷｬﾍﾞﾂ,ほうれんそう,温州みかん

パンダ牛乳 チーズ蒸しパン

麦ごはん(胚芽米)、軟飯
豚肉と椎茸のお汁
魚ハンバーグ
れんこんのゴママヨサラダ
青切りみかん

ご飯（胚芽）、軟飯
みそ汁(冬瓜・麩)
豚肉のしょうが焼
人参ｼﾘｼﾘ（ｼﾗｽ）
梨

火

【赤】ゆし豆腐,牛肉,グリーンピース,しらす,ﾁｰｽﾞ
【黄】胚芽米,じゃが芋,三温糖
【緑】ﾈｷﾞ,玉ねぎ,にんじん,はくさい,きゅうり,ﾐﾆｾﾞﾘｰ

ご飯（黒米）軟飯
ゆし豆腐(ねぎ)
肉じゃが
白菜の和え物
白桃缶

麦ごはん、軟飯
なすの味噌汁（ネギ）
鮭の味噌きのこあんかけ
キャベツのゴマ和え
青切りみかん

金

【赤】ﾁｰｽﾞ,鶏肉,鶏卵,沖縄豆腐,はっ酵乳,EM牛乳
【黄】胚芽米,おし麦,ごま,砂糖,さつまいも
【緑】にんじん,玉ねぎ,ﾋﾟｰﾏﾝ,根深ねぎ,ほうれんそう・
葉,ひじき,ﾊﾞﾅﾅ

みどり調整豆乳　　焼き芋

麦ごはん、軟飯
ベジタブルカレー
ヨーグルト

【赤】豚ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,牛乳,ﾖｰｸﾞﾙﾄ,EM牛乳
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋,パン
【緑】かぼちゃ,玉ねぎ,ﾄﾏﾄ,キャベツ,にんにく,みかん,
ﾊﾞﾅﾅ,干しぶどう

EM酪農牛乳　　食パン

土
ご飯（胚芽）軟飯
みそ汁(水菜･油揚げ)
チキンママレード煮
野菜炒め(人参キャベツ）
パイン缶

【赤】油揚げ,成鶏・手羽-生,ﾂﾅ缶,EM牛乳
【黄】胚芽米,やま芋,砂糖
【緑】きょうな,かいわれ大根,ｵﾚﾝｼﾞ・ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ,にんじ
ん,キャベツ,パイン缶

パンダ牛乳  人参のかるかんｶｯﾌﾟｹｰｷ

【赤】豚肉,ｶﾏﾎﾞｺ,EM牛乳,鶏卵,牛乳
【黄】胚芽米,こんにゃく,三温糖,バター,オートミール
【緑】キャベツ,ﾈｷﾞ,大根・切り干し大根,しいたけ,こま
つな,ﾓﾔｼ,温州みかん,干しぶどう

パンダ牛乳　　オートミールクッキー

野菜そば、軟飯
かぼちゃサラダ
バナナ

【赤】豚・かた・赤肉-生,ｶﾏﾎﾞｺ,EM牛乳,ﾂﾅ缶
【黄】沖縄そば,じゃが芋,胚芽米,三温糖
【緑】にんじん,キャベツ,ﾓﾔｼ,かぼちゃ,きゅうり,ﾊﾞﾅﾅ,
味付けのり

パンダ牛乳　　みそおにぎり

文化の日

勤労感謝の日

１ １ 月 ２ ４ 日 は 「 和 食 の 日 」
和食の文化について認識を深め、大切さを再認識する日となるよう
願いを込めて制定されました。米飯を中心とした栄養バランスに優
れた食事構成を持つ和食の文化は、ユネスコ無形文化財に登録さ
れました。日本は、豊かな自然に恵まれた旬の食材があります。で
きるだけ自然を壊さずに、だし汁や発酵食品のうま味を使うことを目
指します。日本特有の素晴らしい食文化を繋げていきましょう。

（いい） （にほん） （しょく）

≪だしのうま味で味覚を育てる≫

いりこだし

かつおだし

こんぶだし
塩分は控えめに。

だしのうま味と少

しの調味料で素

材のおいしさを

引き立てましょう

お弁当の日

おゆうぎ会


