
202２年　１　月
月 火 水 木 金 土

1

3 4 5 6 7 8　　　わくわく弁当

休日

ツナトマトスパゲティー
スパゲティー・ツナ缶・トマト缶・玉ねぎ

ケチャップ・コンソメ・砂糖

じゃがいものソテー
じゃがいも・コーン缶・コンソメ・食塩

玉ねぎと人参のスープ
玉ねぎ・人参・コンソメ

ごはん
さばと大根の煮物

さば缶・大根・人参・小ねぎ・しょうゆ
みりん・砂糖・だし

春雨の酢の物
春雨・かにかま（卵不使用）・わかめ

酢・砂糖・しょうゆ

かぼちゃのみそ汁
かぼちゃ・玉ねぎ・油揚げ・みそ・だし

ごはん
豚肉とブロッコリーの

中華炒め
豚こま肉・ブロッコリー・人参・しめじ
玉ねぎ・ガラスープ・しょうゆ・ごま油

チンゲン菜のさっぱりサラダ
チンゲン菜・もやし・コーン缶・酢

砂糖・しょうゆ・ごま油

大根のスープ
大根・わかめ・ガラスープ

ツイストパン
（卵アレルギー児：食パン）

照り焼きチキン
鶏もも肉・しょうゆ・みりん・砂糖

千切り野菜のサラダ
キャベツ・人参・きゅうり・酢・砂糖

食塩・サラダ油

ほうれん草のスープ
ほうれん草・玉ねぎ・コンソメ

おかかおにぎり
米・かつおぶし・しょうゆ

甘辛肉だんご
豚ひき肉・片栗粉・しょうゆ・みりん・砂糖

もやしとほうれん草の
和え物

もやし・ほうれん草・コーン・しょうゆ
酢・砂糖

たぬきおにぎり
米・天かす・青のり・しょうゆ

麸のラスク
麸・バター・きなこ・砂糖

小魚

大学いも
さつまいも・しょうゆ・砂糖・みりん

黒いりごま

五平もち
米・もち米・みそ・みりん・砂糖

スイートポテト
さつまいも・砂糖・バター・牛乳

10 11 12 13 14郷土料理（スコットランド） 15　　わくわく弁当

成人の日

豚汁うどん
ゆでうどん・豚こま肉・大根・人参・ねぎ

ごぼう・みそ・みりん・だし

じゃがいものきんぴら
じゃがいも・人参・ピーマン・しょうゆ

砂糖・みりん

麸のすまし汁
麸・わかめ・しょうゆ・だし

ごはん
かれいの照り焼き

かれい・しょうゆ・みりん

かぼちゃとひじきの煮物
かぼちゃ・ひじき・いんげん・しょうゆ

みりん・砂糖・だし

豆腐のみそ汁
豆腐・ほうれん草・みそ・だし

ごはん
鶏肉のチンジャオロース
鶏もも肉・ピーマン・玉ねぎ・にんにく

しょうゆ・砂糖・ごま油

キャベツの塩ナムル
キャベツ・人参・ガラスープ・ごま油

もやしのスープ
もやし・小ねぎ・ガラスープ

ロールパン
（卵アレルギー児：食パン）

コテージパイ
豚ひき肉・玉ねぎ人参・じゃがいも

ブロッコリー・牛乳・バター・食塩・チーズ

大根のマリネ
大根・人参・コーン缶・酢・砂糖・食塩

サラダ油

スコッチブロス
鶏もも肉・玉ねぎ・かぶ・人参・コンソメ

ひじきごはん
米・ひじき・人参・枝豆・しょうゆ・砂糖

豚肉とピーマンの
みそ炒め

豚こま肉・ピーマン・人参・みそ
みりん・砂糖

じゃがいものごま和え
じゃがいも・人参・しょうゆ・砂糖

チャーハン
米・豚ひき肉・玉ねぎ・人参・小ねぎ

しょうゆ・ガラスープ・ごま油

卵サンド
食パン・（卵・マヨネーズ→さつまいも・

砂糖・バター）

二色クッキー
小麦粉・バター・砂糖・きなこ・ココア

ショートブレッド
小麦粉・バター・砂糖・食塩

バナナパン
ホットケーキミックス・バナナ・牛乳

17 18 19 20 21 22　　わくわく弁当
ドライカレー

米・豚ひき肉・玉ねぎ・人参・ピーマン
カレールー

白菜のサラダ
白菜・人参・砂糖・酢・しょうゆ

かぶのスープ
かぶ・かぶの葉・コーン缶・コンソメ

ツナトマトスパゲティー
スパゲティー・ツナ缶・トマト缶・玉ねぎ

ケチャップ・コンソメ・砂糖

じゃがいものソテー
じゃがいも・コーン缶・コンソメ・食塩

玉ねぎと人参のスープ
玉ねぎ・人参・コンソメ

ごはん
さばと大根の煮物

さば缶・大根・人参・小ねぎ・しょうゆ
みりん・砂糖・だし

春雨の酢の物
春雨・かにかま（卵不使用）・わかめ

酢・砂糖・しょうゆ

かぼちゃのみそ汁
かぼちゃ・玉ねぎ・油揚げ・みそ・だし

ごはん
豚肉とブロッコリーの

中華炒め
豚こま肉・ブロッコリー・人参・しめじ
玉ねぎ・ガラスープ・しょうゆ・ごま油

チンゲン菜のさっぱりサラダ
チンゲン菜・もやし・コーン缶・酢

砂糖・しょうゆ・ごま油

大根のスープ
大根・わかめ・ガラスープ

ツイストパン
（卵アレルギー児：食パン）

照り焼きチキン
鶏もも肉・しょうゆ・みりん・砂糖

千切り野菜のサラダ
キャベツ・人参・きゅうり・酢・砂糖

食塩・サラダ油

ほうれん草のスープ
ほうれん草・玉ねぎ・コンソメ

おかかおにぎり
米・かつおぶし・しょうゆ

甘辛肉だんご
豚ひき肉・片栗粉・しょうゆ・みりん・砂糖

もやしとほうれん草の
和え物

もやし・ほうれん草・コーン・しょうゆ
酢・砂糖

ポテトぎょうざ
ぎょうざの皮・じゃがいも・コーン缶

ツナ缶・ケチャップ

たぬきおにぎり
米・天かす・青のり・しょうゆ

麸のラスク
麸・バター・きなこ・砂糖

おしゃぶり昆布

大学いも
さつまいも・しょうゆ・砂糖・みりん

黒いりごま

五平もち
米・もち米・みそ・みりん・砂糖

スイートポテト
さつまいも・砂糖・バター・牛乳

24 25 26 27 28　　誕生日会 29　　わくわく弁当
ねぎ塩豚丼

米・豚こま肉・ねぎ・ガラスープ・食塩
ごま油

野菜の煮物
れんこん・人参・ごぼう・しょうゆ

みりん・だし

具だくさんみそ汁
大根・じゃがいも・玉ねぎ・わかめ

みそ・だし

豚汁うどん
ゆでうどん・豚こま肉・大根・人参・ねぎ

ごぼう・みそ・みりん・だし

じゃがいものきんぴら
じゃがいも・人参・ピーマン・しょうゆ

砂糖・みりん

麸のすまし汁
麸・わかめ・しょうゆ・だし

ごはん
かれいの照り焼き

かれい・しょうゆ・みりん

かぼちゃとひじきの煮物
かぼちゃ・ひじき・いんげん・しょうゆ

みりん・砂糖・だし

豆腐のみそ汁
豆腐・ほうれん草・みそ・だし

ごはん
鶏肉のチンジャオロース
鶏もも肉・ピーマン・玉ねぎ・にんにく

しょうゆ・砂糖・ごま油

キャベツの塩ナムル
キャベツ・人参・ガラスープ・ごま油

もやしのスープ
もやし・小ねぎ・ガラスープ

おたのしみパン
（卵アレルギー児：食パン）

クリームミートボール
豚ひき肉・玉ねぎ・片栗粉・食塩・牛乳

コンソメ・米粉

ブロッコリーのコンソメ煮
ブロッコリー・人参・コーン缶・コンソメ

白菜のスープ
白菜・玉ねぎ・かぶ・コンソメ

りんごジュース

ひじきごはん
米・ひじき・人参・枝豆・しょうゆ・砂糖

豚肉とピーマンの
みそ炒め

豚こま肉・ピーマン・人参・みそ
みりん・砂糖

じゃがいものごま和え
じゃがいも・人参・しょうゆ・砂糖

しらすスパゲティー
スパゲティー・しらす干し・玉ねぎ・人参

小ねぎ・しょうゆ・食塩

チャーハン
米・豚ひき肉・玉ねぎ・人参・小ねぎ

しょうゆ・ガラスープ・ごま油

卵サンド
食パン・（卵・マヨネーズ→さつまいも・

砂糖・バター）

二色クッキー
小麦粉・バター・砂糖・きなこ・ココア

フルーツショートケーキ
ホットケーキミックス・バター・砂糖
（卵→牛乳）・生クリーム・いちご
オレンジ・パイナップル缶・りんご

バナナパン
ホットケーキミックス・バナナ・牛乳

31
ドライカレー

米・豚ひき肉・玉ねぎ・人参・ピーマン
カレールー

白菜のサラダ
白菜・人参・砂糖・酢・しょうゆ

かぶのスープ
かぶ・かぶの葉・コーン缶・コンソメ

ポテトぎょうざ
ぎょうざの皮・じゃがいも・コーン缶

ツナ缶・ケチャップ

予定献立表

※  都合により献立が変更する場合もございます。ご了承ください。

※  献立は、月２回の繰り返し献立になっています。１度目は食べられなくても、２度目は味を覚えてもらえるようになっています。

※　今年度から郷土料理と世界の料理を取り入れていきます。今月はスコットランドです。

※　卵アレルギー児のお子様は（　　　）が代替品となります。

※　月～木、おやつ時、金、昼食時に牛乳を提供しています。

※　今年度から土曜日は先生たちによる手作り弁当となりました。

元日



2022年 1　月
月 火 水 木 金

3 4 5 6 7

休日

ツナトマトスパゲティー
スパゲティー・ツナ缶・トマト缶

玉ねぎ・ケチャップ・コンソメ・砂糖

じゃがいものソテー
じゃがいも・コーン缶・コンソメ

玉ねぎと人参のスープ
玉ねぎ・人参・コンソメ

ごはん
ツナと大根の煮物
ツナ缶・大根・人参・小ねぎ

しょうゆ・砂糖・だし

春雨の和え物
春雨・わかめ・しょうゆ・砂糖

かぼちゃのみそ汁
かぼちゃ・玉ねぎ・みそ・だし

ごはん
豚肉とブロッコリーの

炒め物
豚こま肉・ブロッコリー・人参

しめじ・玉ねぎ・しょうゆ

チンゲン菜の和え物
チンゲン菜・もやし・コーン缶

砂糖・しょうゆ

大根のスープ
大根・わかめ・しょうゆ・だし

食パン
照り焼きチキン

鶏もも肉・しょうゆ・みりん・砂糖

千切り野菜の和え物
キャベツ・人参・きゅうり・食塩

砂糖

ほうれん草のスープ
ほうれん草・玉ねぎ・コンソメ

青のりおにぎり
米・青のり・しょうゆ

蒸しパン
小麦粉・ベーキングパウダー

砂糖・牛乳・サラダ油

さつまいも煮
さつまいも・しょうゆ・砂糖

みそおにぎり
米・みそ・みりん・砂糖

10 11 12 13 14

成人の日

豚汁うどん
ゆでうどん・豚こま肉・大根・人参
ねぎ・ごぼう・みそ・みりん・だし

じゃがいものきんぴら
じゃがいも・人参・ピーマン

しょうゆ・砂糖・みりん

麸のすまし汁
麸・わかめ・しょうゆ・だし

ごはん
かれいの照り焼き

かれい・しょうゆ・みりん

かぼちゃとひじきの煮物
かぼちゃ・ひじき・いんげん
しょうゆ・みりん・砂糖・だし

豆腐のみそ汁
豆腐・ほうれん草・みそ・だし

ごはん
鶏肉とピーマン炒め

鶏もも肉・ピーマン・玉ねぎ
しょうゆ・砂糖

キャベツの和え物
キャベツ・人参・しょうゆ

もやしのスープ
もやし・小ねぎ・食塩・だし

食パン
コテージパイ

豚ひき肉・玉ねぎ・人参・じゃがいも
ブロッコリー・牛乳・バター・食塩

チーズ

大根の和え物
大根・人参・コーン缶

しょうゆ・砂糖

ポトフ
鶏もも肉・玉ねぎ・かぶ・人参・コンソメ

チャーハン
米・豚ひき肉・玉ねぎ・人参

小ねぎ・しょうゆ

卵サンド
食パン・卵・マヨネーズ

きなこケーキ
小麦粉・ベーキングパウダー
きなこ・牛乳・砂糖・サラダ油

バターケーキ
小麦粉・ベーキングパウダー

バター・牛乳・砂糖

17 18 19 20 21
野菜ひき肉丼

米・豚ひき肉・玉ねぎ・人参
ピーマン・しょうゆ・砂糖

白菜の和え物
白菜・人参・しょうゆ・砂糖

かぶのスープ
かぶ・かぶの葉・コーン缶・コンソメ

ツナトマトスパゲティー
スパゲティー・ツナ缶・トマト缶

玉ねぎ・ケチャップ・コンソメ・砂糖

じゃがいものソテー
じゃがいも・コーン缶・コンソメ

玉ねぎと人参のスープ
玉ねぎ・人参・コンソメ

ごはん
ツナと大根の煮物
ツナ缶・大根・人参・小ねぎ

しょうゆ・砂糖・だし

春雨の和え物
春雨・わかめ・しょうゆ・砂糖

かぼちゃのみそ汁
かぼちゃ・玉ねぎ・みそ・だし

ごはん
豚肉とブロッコリーの

炒め物
豚こま肉・ブロッコリー・人参

しめじ・玉ねぎ・しょうゆ

チンゲン菜の和え物
チンゲン菜・もやし・コーン缶

砂糖・しょうゆ

大根のスープ
大根・わかめ・しょうゆ・だし

食パン
照り焼きチキン

鶏もも肉・しょうゆ・みりん・砂糖

千切り野菜の和え物
キャベツ・人参・きゅうり・食塩

砂糖

ほうれん草のスープ
ほうれん草・玉ねぎ・コンソメ

ツナポテト
じゃがいも・ツナ缶・コーン缶

ケチャップ

青のりおにぎり
米・青のり・しょうゆ

蒸しパン
小麦粉・ベーキングパウダー

砂糖・牛乳・サラダ油

さつまいも煮
さつまいも・しょうゆ・砂糖

みそおにぎり
米・みそ・みりん・砂糖

24 25 26 27 28　　誕生日会
ねぎ塩豚丼

米・豚こま肉・ねぎ・食塩

野菜の煮物
れんこん・人参・ごぼう・しょうゆ

みりん・だし

具だくさんみそ汁
大根・じゃがいも・玉ねぎ・わかめ

みそ・だし

豚汁うどん
ゆでうどん・豚こま肉・大根・人参
ねぎ・ごぼう・みそ・みりん・だし

じゃがいものきんぴら
じゃがいも・人参・ピーマン

しょうゆ・砂糖・みりん

麸のすまし汁
麸・わかめ・しょうゆ・だし

ごはん
かれいの照り焼き

かれい・しょうゆ・みりん

かぼちゃとひじきの煮物
かぼちゃ・ひじき・いんげん・しょうゆ

みりん・砂糖・だし

豆腐のみそ汁
豆腐・ほうれん草・みそ・だし

ごはん
鶏肉とピーマン炒め

鶏もも肉・ピーマン・玉ねぎ
しょうゆ・砂糖

キャベツの和え物
キャベツ・人参・しょうゆ

もやしのスープ
もやし・小ねぎ・食塩・だし

食パン
クリームミートボール
豚ひき肉・玉ねぎ・片栗粉・食塩

牛乳・コンソメ・米粉

ブロッコリーのコンソメ煮
ブロッコリー・人参・コーン缶・コンソメ

白菜のスープ
白菜・玉ねぎ・かぶ・コンソメ

りんごジュース

しらすスパゲティー
スパゲティー・しらす干し・玉ねぎ

人参・小ねぎ・しょうゆ・食塩

チャーハン
米・豚ひき肉・玉ねぎ・人参

小ねぎ・しょうゆ

卵サンド
食パン・卵・マヨネーズ

きなこケーキ
小麦粉・ベーキングパウダー
きなこ・牛乳・砂糖・サラダ油

フルーツケーキ
ホットケーキミックス・バター・砂糖

卵・いちご・オレンジ・りんご
パイナップル缶

31
野菜ひき肉丼

米・豚ひき肉・玉ねぎ・人参
ピーマン・しょうゆ・砂糖

白菜の和え物
白菜・人参・しょうゆ・砂糖

かぶのスープ
かぶ・かぶの葉・コーン缶・コンソメ

ツナポテト
じゃがいも・ツナ缶・コーン缶

ケチャップ

※  都合により献立が変更する場合もございます。ご了承ください。

※  献立は、月２回の繰り返し献立になっています。１度目は食べられなくても、２度目は味を覚えてもらえるようになっています。

※　土曜日ご家庭でご用意し。お持ち下さい。

離乳食予定献立表


