
幼児食【ランチ＆おやつ】献立表 コンビプラザ南千住保育園

１・２歳児 ３・４・５歳児 １・２歳児 ３・４・５歳児

1 火 ご飯 味噌汁 カリカリチキンのねぎソース ポテトサラダ 味噌焼きおにぎり 牛乳 米キャベツ ワカメ 鶏肉 ネギ じゃがいも きゅうり 人参 /豚肉 牛乳 441 498 16.8 19.0 ひじきとキャベツのチャーハン 味噌汁 コロコロサ
ラダ

2 水 ご飯 味噌汁 厚揚げのそぼろ煮 スティックサラダ ピラフおにぎり 牛乳 米 なめこ 油揚げ 厚揚げ 玉葱 しいたけ　人参 えのき 小松菜 きゅうり 大根
/コーン グリーンピース ツナ 牛乳 468 529 18.2 20.6 豚汁うどん キャベツサラダ

3 木 菱形ご飯 すまし汁 鰆の味噌焼き  磯和え 果物 桜餅 牛乳 米 鮭 あおのり 人参 鰆 もやし ほうれんそう のり  いちご /道明寺粉 こしあん 牛乳 415 469 17.8 20.1 五目チャーハン スープ コールスローサラダ

4 金 けんちんうどん 　鶏の照り焼き もやしのさっぱりサラダ 青菜おにぎり 牛乳 うどん 鶏肉 ごぼう 大根 人参 ねぎ 里芋 こんにゃく しいたけ もやし きゅう
り  ワカメ /小松菜 牛乳 432 488 18.3 20.7 きんぴら丼 味噌汁 ワカメサラダ

5 土 タコライス スープ かぼちゃサラダ 黒糖ケーキ 牛乳 米 豚肉 玉葱 キャベツ 大根 かぼちゃ 人参 /ホットケーキミックス  黒糖 牛乳 452 511 14.3 16.2 ジャンバラヤ スープ 大根サラダ

7 月 ご飯 味噌汁 豚肉の生姜焼き マカロニサラダ ゼリー 牛乳 米 白菜 えのき 豚肉 玉葱 チンゲン菜 きゅうり 人参 /オレンジジュース リンゴ
ジュース 牛乳 390 441 16.4 18.5 あんかけ丼 味噌汁 中華きゅうり

8 火 ご飯 味噌汁 餃子 中華きゅうり ゆかりおにぎり 牛乳 米 大根 豆腐 ネギ 餃子の皮 豚肉 キャベツ にら 白菜 きゅうり / ゆかり 　牛乳 472 533 19.7 22.3 カレーライス スープ 野菜のおかか和え

9 水 ご飯 味噌汁 和風ポークビーンズ 野菜のおかか和え コーンおにぎり 牛乳 米 玉葱 えのき 豚肉 大豆 春雨 人参 小松菜 キャベツ きゅうり  かつおぶし /コーン
鶏肉 牛乳 436 492.68 14.6 16.5 豚味噌丼 スープ かぼちゃサラダ

10 木 ビビンバ丼 すまし汁 五目野菜の煮物 きなこおにぎり 牛乳 米 豚肉 もやし 人参 ほうれん草 豆腐 なめこ 大根 ごぼう 里芋 しいたけ /　きなこ
牛乳 450 508.5 15.8 17.9 ドライカレーライス スープ ナムル

11 金 カレーライス スープ ツナサラダ 果物 ひじきおにぎり  牛乳 米 豚肉 玉葱 人参 じゃがいも ワカメ チンゲン菜 キャベツ きゅうり  ツナ /
ひじき 鶏肉 牛乳 458 517.54 16.1 18.2 チキンライス 味噌汁 グリーンサラダ

12 土 すき煮丼 味噌汁 野菜のお浸し シュガーラスク  牛乳 米 豚肉 人参 えのき ねぎ 豆腐 キャベツ 玉葱 きゅうり 大根 /食パン バター 牛乳 436 514 14.8 16.7 キャベツパスタ スープ ポテトサラダ

14 月 ご飯 味噌汁 鶏肉のバーベキューソース焼き  豆腐サラダ きんぴらおにぎり  牛乳 米 油揚げ キャベツ 鶏肉 豆腐 きゅうり 人参 ワカメ / ごぼう 牛乳 415 468.95 17.5 19.8 中華丼 スープ 和風サラダ

15 火 食パン スープ キャベツいりミートローフ
さつまいもサラダ チキンライスおにぎり 牛乳 米 玉葱 人参 じゃがいも 豚肉 キャベツ 豆腐 さつまいも きゅうり コーン /

鶏肉 ピーマン 牛乳 450 509 17.6 19.9 ひじきとキャベツのチャーハン 味噌汁 コロコロサ
ラダ

16 水 ご飯 味噌汁 肉じゃが  野菜の磯和え 鮭おにぎり  牛乳 米 えのき じゃがいも 豚肉 にんじん しらたき 厚揚げ キャベツ きゅうり の
り /　鮭 牛乳 451 510 17.6 19.9 豚汁うどん キャベツサラダ

17 木 ご飯 味噌汁 タラのカレー風味焼き  野菜ナムル お誕生日ケーキ 牛乳 米 さつまいも 玉葱 タラ ブロッコリー キャベツ きゅうり 人参 /ホットケーキミッ
クス 牛乳 383 433 16.1 18.2 五目チャーハン スープ コールスローサラダ

18 金 味噌ラーメン  鶏肉の照り焼き いとこ煮 果物 そぼろおにぎり  牛乳 中華麺 キャベツ 玉葱 人参 チンゲン菜 もやし 豚肉 にら 鶏肉 大根 じゃが芋
鶏肉 /米 牛乳 452 511 20.4 23.1 きんぴら丼 味噌汁 ワカメサラダ

19 土 中華丼 味噌汁 中華サラダ ジャムトースト 牛乳 米 豚肉 玉葱 白菜 ねぎ 豆腐 きゅうり 大根 /　食パン イチゴジャム 牛乳 436 493 17 19.2 ジャンバラヤ スープ 大根サラダ

21 月

22 火 ご飯 豚汁 焼き魚 白和え 果物 あおのりおにぎり  牛乳 米 豚肉 人参 大根 油揚げ ねぎ じゃがいも いわし 豆腐 きゅうり  ほうれん草 /　あ
おのり  鶏肉 牛乳 493 557 21.3 24.1 あんかけ丼 味噌汁 中華きゅうり

23 水 ご飯 味噌汁 つくね焼き  五色きんぴら 大学芋 牛乳 米 キャベツ ワカメ 鶏肉 たまねぎ れんこん 豆腐 ごぼう ピーマン しいたけ 豚肉 /
さつまいも 牛乳 437 494 17.2 19.4 カレーライス スープ 野菜のおかか和え

24 木 ご飯 味噌汁 根菜味噌汁 鶏肉のオーロラソース焼き
切干大根の煮物 炊き込みおにぎり  牛乳 米  しめじ じゃがいも 玉葱 人参 油揚げ 大根 鶏肉 切干大根 ひじき / 牛乳 471 532 16.9 19.1 豚味噌丼 スープ かぼちゃサラダ

25 金 ご飯 味噌汁 鮭のポテト焼き キャベツサラダ ジャムパン 牛乳 米 大根 えのき 鮭 じゃがいも 人参 ピーマン キャベツ ツナ /食パン イチゴジャム
牛乳 491 555 21.1 23.8 ドライカレーライス スープ ナムル

26 土 ご飯 味噌汁 豚肉と野菜の炒め物 きゅうりの和え物 きなこトースト 牛乳 米 豆腐 玉葱 豚肉 人参 キャベツ ピーマン にんにく 春雨 きゅうり /　食パン きな
こ バター 牛乳 434 490 14.5 16.4 チキンライス 味噌汁 グリーンサラダ

28 土 人参チャーハン スープ かぼちゃの胡麻和え 黒糖ラスク 牛乳 米 人参 玉ねぎ ツナ ワカメ シイタケ ねぎ かぼちゃ きゅうり ごま 食パン 黒砂糖
牛乳 しょうゆ 砂糖 392 451 13.5 15.5 キャベツパスタ スープ ポテトサラダ

28 月 和風カレーあんかけ丼 味噌汁 ジャガイモ煮物 ツナマヨおにぎり  牛乳 米 豚肉 もやし  小松菜 人参 しいたけ 豆腐 しめじ 油揚げ じゃがいも れんこん ご
ぼう / ツナ たまねぎ 牛乳 445 503 15.6 17.6 中華丼 スープ 和風サラダ

29 火 ご飯　味噌汁 から揚げ きのこのおひたし ワカメおにぎり  牛乳 米 キャベツ えのき 鶏肉 えのき しめじ 人参 ほうれんそう /ワカメ 鮭 牛乳 387 437 16.6 18.8 あっさりチャーハン スープ フレンチサラダ

30 水 ご飯 コーンスープ 小松菜バーグ スティックサラダ 小魚おにぎり  牛乳 米 鶏肉 スイートコーン 人参 玉葱 チンゲン菜 豚肉 小松菜 じゃが芋 きゅう
り　/小女子 牛乳 474 536 18.7 21.1 焼きそば スープ 中華きゅうり

31 木 ご飯 味噌汁 カリカリチキンのねぎソース ポテトサラダ 味噌焼きおにぎり 牛乳 米キャベツ ワカメ 鶏肉 ネギ じゃがいも きゅうり 人参 /豚肉 牛乳 441 498 16.8 19.0 そぼろご飯 スープ コロコロサラダ

　＊エネルギーとたんぱく質は、お昼・おやつの合計です。＊太字はお昼とおやつの兼用食材です。

　＊献立は、食材の仕入れの都合により変更する場合があります。

午 後 お や つ 主な食材

振替休日

エネルギー(kcal) たんぱく質〔ｇ〕 夕食日 曜 献　　立




