
乳児 献　　　立　　　表
2017年09月 高坂こども園

材料名 （○は午後おやつ材料） おやつ
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 （○は午後おやつ）

01
金

02
土

04
月

05
火

06
水

07
木

08
金

09
土

11
月

12
火

13
水

14
木

わかめごはん、みそ汁（あ
げ）、高野豆腐の煮物、
小松菜のおかか和え

米、砂糖、油 牛肉(肩ロース)、白み
そ、凍り豆腐、油揚げ、
かつお節、○牛乳

こまつな、にんじん、ね
ぎ、いんげん、カットわ
かめ、○バナナ

○牛乳、○お誕生
日ケーキ・バナナ

ごはん、中華スープ（チン
ゲン菜）、さわらの香味
ソースがけ、中華風サラ
ダ

米、砂糖、油、○マカ
ロニ、○砂糖

ベーコン、さわら、○き
な粉、○牛乳

チンゲンサイ、たまね
ぎ、きゅうり、にんじん、
もやし、ねぎ、しょうが、
○りんご

○牛乳、○きな粉マ
カロニ・りんご

ごはん、すまし汁（わか
め）、鮭のちゃんちゃん焼
き、厚揚げの煮物

米、砂糖、○ホットケー
キ粉

生揚げ、バター、白み
そ、さけ、○加工乳、
○バター

キャベツ、にんじん、コー
ン缶、しめじ、ねぎ、カット
わかめ、ひじき、○オレン
ジ、○かぼちゃ、○野菜
ジュース

○野菜ジュース、○
かぼちゃケーキ・オ
レンジ

ロールパン、野菜スー
プ、シチュー（ビーフ）、ア
スパラソテー

じゃがいも、油、ロール
パン、ハヤシルウ、ケ
チャップ、○米

鶏むね肉（皮付き）、バ
ター、○ひとくちチー
ズ、○牛乳

ブロッコリー、アスパラガ
ス、たまねぎ、にんじん、
セロリー、赤ピーマン、し
めじ、コーン缶、○塩こん
ぶ、○焼きのり

○牛乳、○昆布お
にぎり・ひとくちチー
ズ

肉うどん、かぼちゃの甘
煮、バナナ

ゆでうどん、砂糖、油、
○油、○小麦粉、○お
好み焼きソース

牛肉(肩ロース)、○豚
肉(肩ロース)、○かつ
お節、○牛乳

かぼちゃ、ねぎ、にん
じん、きゅうり、バナナ、
○もも缶、○あおのり、
○キャベツ、○あさつ
き

○牛乳、○お好み
焼き・もも缶

きのこカレーうどん、バナ
ナ、ヨーグルト

ゆでうどん、片栗粉、
○ロールパン（アレル
ギー用）

豚肉(もも)、ヨーグルト
(加糖)

こまつな、にんじん、し
いたけ、えのきたけ、ね
ぎ、バナナ、○野菜
ジュース

○野菜ジュース、○
ロールパン

ごはん、すまし汁、鶏の唐
揚げ、コールスローサラダ

米、フレンチドレッシン
グ、油、片栗粉、小麦
粉、○油、○フライドポ
テト（冷凍）

鶏もも肉、○牛乳 キャベツ、にんじん、え
のきたけ、赤ピーマン、
しいたけ、コーン缶、
しょうが、にんにく、○
オレンジ

○牛乳、○フライド
ポテト・オレンジ

ごはん、みそ汁（生揚げ・
大根）、肉じゃが（豚肉）、
小松菜のピーナッツ和え

米、じゃがいも、しらた
き、砂糖、油、○小麦
粉、○砂糖、○プチゼ
リー

豚肉(肩ロース)、赤み
そ、生揚げ、ピーナッ
ツ、○加工乳、○牛乳

こまつな、たまねぎ、だ
いこん、にんじん、いん
げん、あさつき

○牛乳、○ココア蒸
しパン・プチゼリー

ごはん、なめこのみそ汁、
赤魚のおろし煮、白和え
（ひじき）

米、砂糖、油、片栗
粉、小麦粉、○砂糖、
○片栗粉、○小麦粉、
○じゃがいも

木綿豆腐、白みそ、赤
みそ、赤魚

ほうれんそう、だいこん、
みつば、なめこ、にんじ
ん、ひじき、○パイン缶、
○こまつな、○野菜
ジュース

○野菜ジュース、○
カレー風味のおや
き・パイン缶

カツサンド、コンソメスー
プ、和風サラダ、とうもろこ
し

ウスターソース、油、
ロールパン、○米、○
さつまいも

とんカツ（冷凍）、まぐろ
水煮、○牛乳

とうもろこし、たまねぎ、
きゅうり、キャベツ、に
んじん、コーン缶、あさ
つき、○りんご

○牛乳、○さつま芋
おにぎり・りんご

○牛乳、○きな粉
トースト・オレンジ

牛肉のトマト丼、バナナ、
オレンジゼリー

米、砂糖、油、オレンジ
ゼリー、○ロールパン
（アレルギー用）

牛肉(肩ロース) ホールトマト缶詰、たま
ねぎ、しめじ、あさつ
き、バナナ、○野菜
ジュース

○野菜ジュース、○
ロールパン

日付 献立名

ごはん、中華スープ、肉
団子の中華煮、春雨サラ
ダ

米、マヨドレ、はるさ
め、ウスターソース、〇
砂糖、○小麦粉、○食
パン

肉団子（冷凍）、ベーコ
ン、○加工乳、○きな
粉、○バター、○牛乳

もやし、きゅうり、にら、
たけのこ、赤ピーマン、
ねぎ、にんじん、コーン
缶、しょうが、干ししい
たけ、○オレンジ



乳児 献　　　立　　　表
2017年09月

材料名 （○は午後おやつ材料） おやつ
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 （○は午後おやつ）

15
金

16
土

19
火

20
水

21
木

22
金

25
月

26
火

27
水

28
木

29
金

30
土

ごはん、豆腐みそ汁（わ
かめ）、鶏肉のすき焼き風
煮物、白菜のゆかり和え

米、生ふ、しらたき、砂
糖、○じゃがいも、○
片栗粉、○小麦粉、○
プチゼリー

鶏もも肉、木綿豆腐、
白みそ、赤みそ、○ピ
ザ用チーズ、○牛乳

はくさい、たまねぎ、に
んじん、しいたけ、ね
ぎ、カットわかめ、ゆか
り

○牛乳、○じゃがい
ものおやき・プチゼ
リー

三色どんぶり、バナナ、
ヨーグルト

米、砂糖、油、○ロー
ルパン（アレルギー用）

鶏ひき肉、ヨーグルト
(加糖)

ほうれんそう、にんじ
ん、しょうが、焼きのり、
バナナ、○野菜ジュー
ス

○野菜ジュース、○
ロールパン

カレーライス、コンソメスー
プ、マカロニサラダ、ミニト
マト

米、じゃがいも、マカロ
ニ、油、和風ドレッシン
グ、カレールウ、ケチャッ
プ、ウスターソース、○さ
つまいも、○小麦粉、○
砂糖

豚肉(肩ロース)、○牛
乳

たまねぎ、にんじん、も
やし、きゅうり、コーン
缶、あさつき、ミニトマ
ト、○パイン缶

○牛乳、○さつまい
も蒸しパン・パイン
缶

ごはん、もずくのみそ汁、
たらのおろしポン酢、煮
びたし

米、砂糖、油、片栗
粉、小麦粉、○ホット
ケーキ粉、○ケチャッ
プ

白みそ、油揚げ、たら、
○ウインナー、○加工
乳

だいこん、はくさい、こ
まつな、もずく、にんじ
ん、あさつき、○りん
ご、○野菜ジュース

○野菜ジュース、○
ウインナー入りケー
キ・りんご

ごはん、トマトスープ、メン
チカツ、梅しそ風味サラ
ダ

米、砂糖、マカロニ、油 メンチカツ（冷凍）、だ
いず水煮、鶏ささ身、
○牛乳

ホールトマト缶詰、きゅ
うり、にんじん、うめ干
し、しそ、○いちごジャ
ム、○バナナ

○牛乳、○クラッ
カージャムサンド・
バナナ

ロールパン、コーンチャウ
ダー、鮭のピザ風チーズ
焼き、じゃがいものコンソ
メ和え

じゃがいも、ロールパ
ン、○米

牛乳、加工乳、ピザ用
チーズ、さけ

たまねぎ、ピーマン、ク
リームコーン缶、にんじ
ん、コーン缶、パセリ、○
オレンジ、○わかめ、○
野菜ジュース

○野菜ジュース、○
わかめおにぎり・オ
レンジ

ごはん、麩のすまし汁、さ
わらのみそ焼き、和風サ
ラダ

米、砂糖、焼ふ、○砂
糖

赤みそ、さわら、○ヨー
グルト(無糖)

だいこん、きゅうり、にんじ
ん、カットわかめ、あおの
り、○もも缶、○みかん
缶、○パイン缶、○野菜
ジュース

○野菜ジュース、○
フルーツヨーグルト・
お菓子

ごはん、すまし汁、あじの
カレー風味、ひじきとほう
れん草のサラダ

米、マヨドレ、油、片栗
粉、小麦粉、○さつま
いも、○砂糖

あじ、ちくわ、○加工
乳、○無塩バター、○
牛乳

ほうれんそう、にんじ
ん、コーン缶、あさつ
き、切り干しだいこん、
ひじき、○オレンジ

○牛乳、○スイート
ポテト・オレンジ

ホットドッグ、わかめスー
プ、ささ身サラダ、ひとくち
チーズ

マヨドレ、ケチャップ、
ロールパン、○米

鶏ささ身、ウインナー、
だいず水煮缶詰、ひと
くちチーズ、○牛乳

トマト、キャベツ、たま
ねぎ、にんじん、きゅう
り、コーン缶、カットわ
かめ、○りんご、○ゆか
り、○焼きのり

○牛乳、○ゆかりお
にぎり・りんご

ごはん、野菜スープ、ハ
ンバーグ（トマトソース)、
かぼちゃのサラダ

米、マヨドレ、ケチャッ
プ、砂糖

ハンバーグ（冷凍）、ウ
インナー、ベーコン、
○プリンの素、○加工
乳

かぼちゃ、キャベツ、ト
マトピューレ、きゅうり、
にんじん、コーン缶、
○野菜ジュース

○野菜ジュース、○
プリン・お菓子

○牛乳、○りんごパ
イ・プチゼリー

長崎ちゃんぽん風、バナ
ナ、ヨーグルト

焼きそばめん、砂糖、
油、○ロールパン（アレ
ルギー用）

豆乳、豚肉(肩ロース)、
ヨーグルト(加糖)

はくさい、にんじん、
コーン缶、黒きくらげ、
バナナ、しょうが、○野
菜ジュース

○野菜ジュース、○
ロールパン

日付 献立名

鶏肉の照り焼き丼、麩の
すまし汁、コロコロサラダ

米、さつまいも、マヨド
レ、油、片栗粉、焼ふ、
○砂糖、○ぎょうざの
皮、○プチゼリー

鶏もも肉（皮付き）、○
バター、○牛乳

チンゲンサイ、きゅうり、
キャベツ、にんじん、
しょうが、焼きのり、○り
んご



幼　児 献　　　立　　　表
2017年09月 高坂こども園

材料名 （○は午後おやつ材料）

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

01
金

02
土

04
月

05
火

06
水

07
木

08
金

09
土

11
月

12
火

13
水

14
木

わかめごはん、みそ汁（あげ）、
高野豆腐の煮物、小松菜のお
かか和え、お誕生日ケーキ、牛
乳

米、砂糖、油 牛肉(肩ロース)、白みそ、
凍り豆腐、油揚げ、かつお
節、牛乳

こまつな、にんじん、ねぎ、
いんげん、カットわかめ

ごはん、中華スープ（チンゲン
菜）、さわらの香味ソースがけ、
中華風サラダ、ひとくちチーズ、
牛乳

米、砂糖、油 ベーコン、さわら、ひとくち
チーズ、牛乳

チンゲンサイ、たまねぎ、
きゅうり、にんじん、もやし、
ねぎ、しょうが

ごはん、すまし汁（わかめ）、鮭
のちゃんちゃん焼き、厚揚げの
煮物、オレンジ、野菜ジュース

米、砂糖 生揚げ、バター、白みそ、
さけ

キャベツ、にんじん、コーン
缶、しめじ、ねぎ、カットわ
かめ、ひじき、オレンジ、野
菜ジュース

ロールパン、野菜スープ、シ
チュー（ビーフ）、アスパラソ
テー、ヨーグルトプリン、牛乳

じゃがいも、油、ロールパ
ン、ハヤシルウ、ケチャップ

鶏むね肉（皮付き）、バ
ター、ヨーグルトプリン（卵
不使用）、牛乳

ブロッコリー、アスパラガ
ス、たまねぎ、にんじん、セ
ロリー、赤ピーマン、しめ
じ、コーン缶

肉うどん、かぼちゃの甘煮、バ
ナナ、いちごヨーグルト、牛乳

ゆでうどん、砂糖、油 牛肉(肩ロース)、いちごヨー
グルト、牛乳

かぼちゃ、ねぎ、にんじん、
きゅうり、バナナ

きのこカレーうどん、バナナ、
ヨーグルト

ゆでうどん、片栗粉、○ロー
ルパン（アレルギー用）

豚肉(もも)、ヨーグルト(加
糖)

こまつな、にんじん、しいた
け、えのきたけ、ねぎ、バナ
ナ、○野菜ジュース

ごはん、すまし汁、鶏の唐揚げ、
コールスローサラダ、オレンジ、
牛乳

米、フレンチドレッシング、
油、片栗粉、小麦粉

鶏もも肉、牛乳 キャベツ、にんじん、えのき
たけ、赤ピーマン、しいた
け、コーン缶、しょうが、に
んにく、オレンジ

ごはん、みそ汁（生揚げ・大
根）、肉じゃが（豚肉）、小松菜
のピーナッツ和え、プチゼリー、
牛乳

米、じゃがいも、しらたき、
砂糖、油、プチゼリー

豚肉(肩ロース)、赤みそ、
生揚げ、ピーナッツ、牛乳

こまつな、たまねぎ、だいこ
ん、にんじん、いんげん、あ
さつき

ごはん、なめこのみそ汁、赤魚
のおろし煮、白和え（ひじき）、
パイン缶、野菜ジュース

米、砂糖、油、片栗粉、小
麦粉

木綿豆腐、白みそ、赤み
そ、赤魚

ほうれんそう、だいこん、み
つば、なめこ、にんじん、ひ
じき、パイン缶、野菜ジュー
ス

カツサンド、コンソメスープ、和
風サラダ、とうもろこし、いちごプ
リン、牛乳

ウスターソース、油、ロール
パン○米

とんカツ（冷凍）、まぐろ水
煮、いちごプリン（卵不使
用）、牛乳

とうもろこし、たまねぎ、きゅ
うり、キャベツ、にんじん、
コーン缶、あさつき

牛肉のトマト丼、バナナ、オレン
ジゼリー

米、砂糖、油、オレンジゼ
リー、○ロールパン（アレル
ギー用）

牛肉(肩ロース) ホールトマト缶詰、たまね
ぎ、しめじ、あさつき、バナ
ナ、○野菜ジュース

日付 献立名

ごはん、中華スープ、肉団子の
中華煮、春雨サラダ、オレンジ、
牛乳

米、マヨドレ、はるさめ、ウス
ターソース

肉団子（冷凍）、ベーコン、
牛乳

もやし、きゅうり、にら、たけ
のこ、赤ピーマン、ねぎ、に
んじん、コーン缶、しょうが、
干ししいたけ、オレンジ
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材料名 （○は午後おやつ材料）

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

15
金

16
土

19
火

20
水

21
木

22
金

25
月

26
火

27
水

28
木

29
金

30
土

＊　土曜日は、午後おやつがあります。

ごはん、豆腐みそ汁（わかめ）、
鶏肉のすき焼き風煮物、白菜の
ゆかり和え、プチゼリー、牛乳

米、生ふ、しらたき、砂糖、
プチゼリー

鶏もも肉、木綿豆腐、白み
そ、赤みそ、牛乳

はくさい、たまねぎ、にんじ
ん、しいたけ、ねぎ、カット
わかめ、ゆかり

三色どんぶり、バナナ、ヨーグル
ト

米、砂糖、油、○ロールパ
ン（アレルギー用）

鶏ひき肉、ヨーグルト(加糖) ほうれんそう、にんじん、
しょうが、焼きのり、バナナ、
○野菜ジュース

カレーライス、コンソメスープ、マ
カロニサラダ、ミニトマト、パイン
缶、牛乳

米、じゃがいも、マカロニ、
油、和風ドレッシング、カ
レールウ、ケチャップ、ウス
ターソース

豚肉(肩ロース)、牛乳 たまねぎ、にんじん、もや
し、きゅうり、コーン缶、あさ
つき、ミニトマト、パイン缶

ごはん、もずくのみそ汁、たらの
おろしポン酢、煮びたし、ひとく
ちチーズ、野菜ジュース

米、砂糖、油、片栗粉、小
麦粉

白みそ、油揚げ、たら、ひと
くちチーズ

だいこん、はくさい、こまつ
な、もずく、にんじん、あさ
つき、野菜ジュース

ごはん、トマトスープ、メンチカ
ツ、梅しそ風味サラダ、プチゼ
リー、牛乳

米、砂糖、マカロニ、油、プ
チゼリー

メンチカツ（冷凍）、だいず
水煮缶、鶏ささ身、牛乳

ホールトマト缶詰、きゅうり、
にんじん、うめ干し、しそ

ロールパン、コーンチャウダー、
鮭のピザ風チーズ焼き、じゃが
いものコンソメ和え、オレンジゼ
リー、野菜ジュース

じゃがいも、ロールパン、オ
レンジゼリー

牛乳、加工乳、ピザ用チー
ズ、さけ

たまねぎ、ピーマン、クリー
ムコーン缶、にんじん、コー
ン缶、パセリ、野菜ジュース

ごはん、麩のすまし汁、さわらの
みそ焼き、和風サラダ、ヨーグル
ト（加糖）、野菜ジュース

米、砂糖、焼ふ 赤みそ、さわら、ヨーグルト
(無糖)

だいこん、きゅうり、にんじ
ん、カットわかめ、あおの
り、野菜ジュース

ごはん、すまし汁、あじのカレー
風味、ひじきとほうれん草のサラ
ダ、オレンジ、牛乳

米、マヨドレ、油、片栗粉、
小麦粉

あじ、ちくわ、牛乳 ほうれんそう、にんじん、
コーン缶、あさつき、切り干
しだいこん、ひじき、オレン
ジ

ホットドッグ、わかめスープ、ささ
身サラダ、ひとくちチーズ、りん
ご、牛乳

マヨドレ、ケチャップ、ロー
ルパン

鶏ささ身、ウインナー、だい
ず水煮缶詰、ひとくちチー
ズ、牛乳

トマト、キャベツ、たまねぎ、
にんじん、きゅうり、コーン
缶、カットわかめ、りんご

ごはん、野菜スープ、ハンバー
グ（トマトソース)、かぼちゃのサ
ラダ、ひとくちチーズ、野菜
ジュース

米、マヨドレ、ケチャップ、
砂糖

ハンバーグ（冷凍）、ウイン
ナー、ベーコン、ひとくち
チーズ

かぼちゃ、キャベツ、トマト
ピューレ、きゅうり、にんじ
ん、コーン缶、野菜ジュー
ス

長崎ちゃんぽん風、バナナ、
ヨーグルト

焼きそばめん、砂糖、油、
○ロールパン（アレルギー
用）

豆乳、豚肉(肩ロース)、ヨー
グルト(加糖)

はくさい、にんじん、コーン
缶、黒きくらげ、バナナ、
しょうが、○野菜ジュース

日付 献立名

鶏肉の照り焼き丼、麩のすまし
汁、コロコロサラダ、ももゼリー、
牛乳

米、さつまいも、マヨドレ、
油、片栗粉、焼ふ、ももゼ
リー

鶏もも肉（皮付き）、牛乳 チンゲンサイ、きゅうり、キャ
ベツ、にんじん、しょうが、
焼きのり


