
安城市保育課

安城市教育委員会　中部調理場

日 曜 お や つ

※献立は材料等の都合により変更することもあります。

604 22.4 364

483 46.4 236

ごはん　ぎゅうにゅう
ふだまじる　こめこいかフライのレモンに
アーモンドあえ

ぎゅうにゅう　とりにく
かまぼこ　いかフライ

にんじん　えのきたけ
こまつな　レモンかじゅう
チンゲンサイ　キャベツ

ごはん　ふ　なたねあぶら
さとう　アーモンド

にんじん　えのきたけ　なす
はねぎ　しろねぎ　ピーマン

むぎごはん　なたねあぶら
さとう
むらさきいもチップス

ごはん　じゃがいも
さとう

２２ 水

むぎごはん　ぎゅうにゅう
なすのみそしる　ミンチカツ
ひじきとじゃこのふりかけ
むらさきいもチップス

ぎゅうにゅう　ミックスみそ
あぶらあげ　ミンチカツ
とうふ　しらすぼし　ひじき
まぐろあぶらづけ　かつおぶし

こんにゃく　にんじん
だいこん　こまつな　しいたけ
たけのこ　きいろパプリカ

ごはん　ごまあぶら
ごま　ゼリー

２５ 土 ピンキーパン　ぎゅうにゅう　オレンジ ぎゅうにゅう オレンジ

２３ 木

ごはん　ぎゅうにゅう
はちはいじる　たけのこのごまいため
あいちけんさんしょくざいいりあつやきたまご
がまごおりみかんゼリー

ぎゅうにゅう　とうふ
あぶらあげ　あつやきたまご

２４

ごはん　じゃがいも
さとう　ごま

フルーツゼリー

はっこうにゅう
かし

土１８

２０

ぎゅうにゅう　ぶたにく
なまあげ　かにしゅうまい

あんにんプリン
かし

ごはん　さといも　さとう
でんぷん

月

こめこパン（こむぎいり）
じゃがいも　さとう
ファイバーゼリー

キャベツ　たまねぎ　にんじん
たけのこ　ピーマン　しょうが
にんにく　もやし
とうもろこし

ぎゅうにゅう　なまあげ
とうにゅう　しろみそ
いわしのうめに　のり

わかめごはん　さといも
ごまあぶら　なたねあぶら
さとう

にんじん　えのきたけ
チンゲンサイ　キャベツ
もやし

ごはん　じゃがいも
さとう

たまねぎ　にんじん　みかん
グリンピース　パイナップル

ぎゅうにゅう　とうふ
あぶらあげ　たこのからあげ
ヨーグルト

こんにゃく　にんじん　ごぼう
だいこん　はねぎ　しろねぎ
こまつな　もやし

ぎゅうにゅう　ぶたにく
あかみそ　ぎょうざ
くきわかめ

クロワッサン

ベルギーワッフル

ごはん　さとう　でんぷん
なたねあぶら　ごまあぶら

水

クロワッサン　ぎゅうにゅう　バナナ ぎゅうにゅう バナナ

ごはん　ぎゅうにゅう
えびとこうやどうふのうまに
きんぴらにくだんご
きゅうりのふくじんづけあえ

とうにゅうジュース
かし

ぎゅうにゅう　とりにく
チーズ　だっしふんにゅう
ベーコン

火

１１ 土

１７

１３ 月

こめこパン（こむぎいり）　ぎゅうにゅう
ポークビーンズ　チーズいりオムレツ
ファイバーゼリーのフルーツあえ

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　チーズいりオムレツ金

１５
たまねぎ　にんじん　しいたけ
さやいんげん　きゅうり
ふくじんづけ

水
ごはん　ぎゅうにゅう
かきたまじる　チキンたつたあげ
ごまきゅうり

ぎゅうにゅう　たまご
かまぼこ　チキンたつたあげ

１６ 木

１４ 火

９

１

４

６

ごはん　さとう　でんぷん
ごまあぶら

ぎゅうにゅう　きんしたまご
わかめ　かまぼこ　ぶたにく
かたぬきチーズ

土

水

こんにゃく　さやいんげん
たまねぎ　にんじん　しょうが
キャベツ　あかじそ

たまねぎ　だいこん　にんじん
こまつな　さやいんげん
キャベツ

ごはん　ぎゅうにゅう
なまあげのオイスターソースいため
かにしゅうまい　もやしのナムル

りんごジュース
かし

ﾃﾞｨﾅｰﾛｰﾙﾊﾟﾝ　ぎゅうにゅう　バナナ バナナ

たまねぎ　にんじん　たけのこ
チンゲンサイ　きくらげ
もやし　きゅうり

木

きしめん　ぎゅうにゅう
ごもくきしめんのしる
こめこししゃもフライのあまずかけ
キャベツとアスパラのそくせきづけ

たまねぎ　にんじん　キャベツ
グリンピース　とうもろこし
ズッキーニ　みかん

にんじん　こまつな　しめじ
しいたけ　キャベツ
グリーンアスパラガス

にんじん　チンゲンサイ
しいたけ　きゅうり

ぎゅうにゅう　ぶたにく
さばのぎんがみやき

ﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽｼﾞｭｰｽ
かし

パンケーキ

むぎごはん　でんぷん
さとう　こめあぶら
ごま　ごまあぶら

ごはん　じゃがいも　ごま
でんぷん　なたねあぶら

ディナーロールパン

オレンジ
かし

やさいジュース
かし

ぶどうジュース
ラスク

こめこスイートポテト
ごはん　ぎゅうにゅう
ぶたじる　ごぼうコロッケ
さやいんげんのごまあえ

金

ぎゅうにゅう

１０ 金
ぎゅうにゅう　とりにく
あぶらあげ　ししゃもフライ
しおこんぶ

８

７

月

ごはん　ぎゅうにゅう
ぶたにくとやさいのしょうがに
さばのぎんがみやき
キャベツのごまゆかり

平均栄養価
ｴﾈﾙｷﾞｰ
（kcal）

総たんぱく
（ｇ）

ｶﾙｼｳﾑ
（mg）

幼　児

低年齢児

６ が つ こ ん だ て ひ ょ う

ねつやちからになる
た　べ　も　の
＜きいろ＞

からだをつくるたべもの
＜あかいろ＞

からだのちょうしを
ととのえるたべもの

＜みどりいろ＞

３
ぎゅうにゅう　ぶたにく
あぶらあげ　わかめ
あかみそ

ごはん　コロッケ　ごま
なたねあぶら　さとう

こんだてめい

むぎごはん　ぎゅうにゅう
わかめスープ　ビビンバのぐ
きんしたまご　かたぬきチーズ

たまねぎ　にんじん　しいたけ
とうもろこし　にんにく
もやし　チンゲンサイ

金
サンドイッチバンズパン　ぎゅうにゅう
コーンスープ　てりやきハンバーグ
みどりキャベツ

ぎゅうにゅう　とりにく
だっしふんにゅう
ハンバーグ

とうもろこし　たまねぎ
にんじん　キャベツ　きゅうり

サンドイッチバンズパン
じゃがいも　ホワイトルウ
さとう　でんぷん

ごはん　ぎゅうにゅう
まめじゃが　さわらのしょうがやき
きゅうりとわかめのすのもの

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だいず　わかめ
さわらのしょうがやき

こんにゃく　たまねぎ
にんじん　たけのこ
さやいんげん　きゅうり

クロワッサンオレンジ

ロウカットげんまいごはん　ぎゅうにゅう
チキンカレー　やさいソテー
れいとうみかん

むぎごはん　ぎゅうにゅう
ちゅうかはんのぐ　ショーロンポー
きりぼしだいこんのちゅうかサラダ
たくじょうちゅうかふうドレッシング

ぎゅうにゅう　ぶたにく
いか　ショーロンポー

にんじん　たけのこ　キャベツ
たまねぎ　チンゲンサイ
きくらげ　きりぼしだいこん
きゅうり

バナナ
かし

ロウカットげんまいごはん
じゃがいも　カレールウ

きしめん　さとう
なたねあぶら

フルーチェ

２７ 月

２１ 火

３０ 木

クロワッサン　ぎゅうにゅう
キャベツのツナに　たくじょうｺｰﾝｸﾘｰﾐｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
わかどりのマーマレードやき
ごぼうとえだまめのサラダ

こめこタルト

アイスクリーム

ピンキーパン

やさいジュース
かし

ヨーグルト

スライスパン　ぎゅうにゅう
ファイバースープ　ボイルソーセージ
コールスロー　いちじくジャム
たくじょうコールスロードレッシング

ぎゅうにゅう　とりにく
ソーセージ

たまねぎ　にんじん
チンゲンサイ　キャベツ
とうもろこし

スライスパン　じゃがいも
おおむぎ　ドレッシング
ジャム

カクテルゼリー

ふかしいも

ぎゅうにゅう
まぐろあぶらづけ
わかどりのマーマレードやき

キャベツ　たまねぎ　にんじん
ごぼう　とうもころし
えだまめ

クロワッサン　じゃがいも
さとう　ドレッシング

むぎごはん　さとう
でんぷん　ごまあぶら
ドレッシング

クロワッサン　ぎゅうにゅう　オレンジ きゅうにゅう

ぎゅうにゅう　えび　ちくわ
こうやどうふ
きんぴらにくだんご

ごはん　ぎゅうにゅう
とうにゅういりみそしる
いわしのうめに　いそかあえ

ごはん　ぎゅうにゅう
ホイコーロー　あげぎょうざ
くきわかめいりちゅうかあえ

わかめごはん　ぎゅうにゅう
けんちんじる　たこのからあげ
こまつなのおひたし　いちごヨーグルト

２８ 火

ごはん　ぎゅうにゅう
ぎゅうにくとじゃがいものきんぴら
めひかりフライ　アセロラミニゼリー
もやしときゅうりのあえもの

ぎゅうにゅう　ぎゅうにく
めひかりフライ

しょうが　にんじん　たけのこ
こんにゃく　ごぼう　ピーマン
もやし　きゅうり

ごはん　じゃがいも　ごま
さとう　なたねあぶら
ゼリー

オレンジ
かし

２ 木

ミニプリン
かし

２９ 水
ソフトめん　ぎゅうにゅう
カレーソース　カラフルマリネ
こざかな

ぎゅうにゅう　ぶたにく
だっしふんにゅう　こざかな

たまねぎ　にんじん　キャベツ
グリンピース　とうもろこし
あかいろパプリカ　きゅうり
レモンかじゅう

ソフトめん　じゃがいも
カレールウ　さとう
オリーブオイル


