
ねつとちからになるもの ちやにくやほねになるもの からだのちょうしをととのえるもの

ごはん こーんまよとーすと こめ、あぶら、かたくりこ とりももにく あおのり、れんこん、にんじん しお、しょうゆ
とりにくのいそべやき ぎゅうにゅう さとう、ごま、ごまあぶら しろみそ たまねぎ、りんご だし、す、しお
れんこんきんぴら じゃがいも ぎゅうにゅう こーん
みそしる（じゃがいも・たまねぎ） しょくぱん
りんご えっぐけあまよねーず
はやしらいす いしがきまんじゅう こめ、こむぎこ、あぶら ぶたばらにく たまねぎ、にんじん りょうりしゅ
しるばーさらだ ぎゅうにゅう さとう、はるさめ、ばたー とうにゅう まっしゅるーむ、とまとかん ちゅうのうそーす、けちゃっぷ

ぽんかん えっぐけあまよねーず ぎゅうにゅう きゅうり、ぽんかん しょうゆ、こんそめ
さつまいも、ごま しお、す

べーきんぐぱうだー
まぜこみいなり あかおにぜりー こめ、さとう、かたくりこ、あぶら あぶらあげ、ぶたひきにく ほししいたけ、たけのこ みりん、だし、しょうゆ
ちーずはんばーぐ　ぶろっこりー ぎゅうにゅう いちごじゃむ だいすちーず にんじん、きぬさや、きざみのり す、しお、けちゃっぷ
ごもくにまめ さつまいも だいずみずに、とうにゅう たまねぎ、こんにゃく、ごぼう かんてん
みそしる（なめこ・とうふ） もめんとうふ、しろみそ だいこん、なめこ、ぽんかん
ぽんかん 【せつぶんぎょうじしょく】 ぎゅうにゅう、あずき ぶろっこりー
ごはん かれーすぱげてぃ こめ、さとう さば、しろみそ しょうが、はくさい、にんじん りょうりしゅ、しょうゆ
さばのみそに ぎゅうにゅう ごま、すぱげてぃ もめんとうふ わかめ、りんご とりがら、しお、かれーこ

はくさいのごまあえ ぶたひきにく たまねぎ、ぱせり す、しょうゆ
わかめすーぷ ぎゅうにゅう こんそめ、だし
りんご
ろーるぱん じゃこごはん ばたーろーる とりこまにく たまねぎ、ぱせり、にんじん しょうゆ、す、みりん
まかろにぐらたん ぎゅうにゅう まかろに、あぶら こなちーず、とうにゅう きりぼしだいこん、きゅうり、もやし だし、こんそめ
きりぼしさらだ こむぎこ、ぱんこ ちりめん、はなかつお こまつな、りんご しお
こんそめすーぷ さとう、ごまあぶら、こめ ぎゅうにゅう
りんご ごま
ごはん こくとうむしぱん こめ、あぶら、さとう あつあげ、ぶたこまにく にんじん、たまねぎ、ぴーまん しょうゆ、だし
あつあげのみそいため ぎゅうにゅう じゃがいも、かたくりこ しろみそ、とりひきにく ぐりんぴーす、わかめ、りんご しお
じゃがいものそぼろに ほっとけーきみっくす ちくわ
すましじる（ちくわ・わかめ） こくとう とうにゅう
りんご ぎゅうにゅう

ごはん あんかけうどん こめ、かぼちゃ ぶたばらにく、しろみそ にんじん、はくさい、ねぎ だし、しょうゆ
さけのしおやき ぎゅうにゅう えっぐけあまよねーず さけ ごぼう、もやし、きゅうり みりん、しお
ささみともやしのまよねーずあえ うどん、あぶら ささみ りんご、たまねぎ りょうりしゅ
みそしる（かぼちゃ・たまねぎ） つなかん
りんご ぎゅうにゅう
りんごじゃむさんど さけちゃづけ しょくぱん、りんごじゃむ ぶたこまにく にんじん、たまねぎ こんそめ、けちゃっぷ
じゃがいものかんとりーに ぎゅうにゅう じゃがいも、あぶら とうにゅう きゃべつ、きゅうり、わかめ うすたーそーす
こーんさらだ さとう、こめ さけふれーく こーん、ぽんかん す、しょうゆ
とうにゅうすーぷ せんべい ぎゅうにゅう きざみのり だし
ぽんかん
ごはん わふうすいーとぽてと こめ、かたくりこ、あぶら ぶたればー だいこん、もやし、ひじき、にんじん だし、りょうりしゅ
ぶたればーのこうみあげ ぎゅうにゅう さとう、くろごま あぶらあげ、しろみそ はくさい、りんご、しょうが、ねぎ しょうゆ
ひじきのごまあえ さつまいも とうにゅう
みそしる（はくさい・あぶらあげ） ぎゅうにゅう
りんご

だいずのどらいかれー まーぶるくっきー こめ、こむぎこ だいずみずに、ぶたひきにく たまねぎ、にんじん、 うすたーそーす
つなさらだ ぎゅうにゅう あぶら、さとう つなかん あかぴーまん、きぴーまん けちゃっぷ、かれーこな

こんそめすーぷ こーんすたーち ぎゅうにゅう とまとかん、きゃべつ、きゅうり こんそめ、す、しお
いちご こーん、いちご しょうゆ、ここあ

ごはん ふらいどぽてと こめ、あぶら、さとう ぶたこまにく ぴーまん、もやし、たまねぎ しょうゆ、みりん
やきにく ぎゅうにゅう ごまあぶら、かたくりこ はなかつお にんじん、きゅうり、わかめ だし、しお
あおなのおひたし じゃがいも しろみそ りんご、ぱせり、ほうれんそう
みそしる（たまねぎ・わかめ） ぎゅうにゅう しょうが
りんご
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・こんげつのくだものは
「りんご、ぽんかん、いよかん、いちご」です。

・ ３にち（すい）はせつぶんのぎょうじしょくで
す。
・１８にち（もく）はたぶんかおやつです。
・２４にち（すい）はおたんじょうびかいです。
※のうひんのかんけいにより、へんこうするこ
とがあります。そのばあいはけいじしおしらせ
します。

にゅうじのあさのおやつは

まいにちぎゅうにゅうです

【こんねんど、はじめてでるしょくざい】
・いよかん（16にち）
・まいたけ（22にち）
・くりーむちーず（24にち）
●しようしょくざいにつきましては、あれるぎーなどにはいりょしぐたいてき
にめいきをしています。えんではじめてたべるしょくざいがないように、こんだ



ねつとちからになるもの ちやにくやほねになるもの からだのちょうしをととのえるもの

ごはん きつねうどん こめ、さとう ぶたこまにく たまねぎ、しらたき しょうゆ、みりん
ぶたすきやきふう ぎゅうにゅう はるさめ、ごまあぶら やきとうふ きゅうり、にんじん、こーん だし、す、しお
はるさめさらだ うどん あぶらあげ もやし、わかめ、りんご とりがら
ちゅうかすーぷ（わかめ・もやし） ぎゅうにゅう ねぎ
りんご
ろーるぱん ちゃーはん ばたーろーる とりこまにく にんじん、たまねぎ こんそめ、しお
くりーむしちゅー ぎゅうにゅう じゃがいも、あぶら とうにゅう ぶろっこりー、ひじき、きゅうり す、しょうゆ
ひじきさらだ こむぎこ、さとう ぶたひきにく、しらす いよかん、ねぎ
いよかん こめ、ごま ぎゅうにゅう

ごはん らーめん こめ、あぶら とりひきにく たまねぎ、にんじん、ごぼう しお、しょうゆ
こんさいはんばーぐ ぎゅうにゅう かたくりこ、さとう ちくわ、しろみそ れんこん、きゅうり、だいこん みりん、だし
きゅうりとちくわのさらだ えっぐけあまよねーず あぶらあげ ぽんかん、わかめ とりがら
みそしる（あぶらあげ・だいこん） ごま、やきそばめん ぶたこまにく ねぎ、こーん
ぽんかん ぎゅうにゅう
ごはん ばばろあ こめ たら こまつな、たまねぎ、りんご うすたーそーす
たらのまよちーずやき ぎゅうにゅう えっぐけあまよねーず ぴざようちーず しょうゆ、しお
さつまいものあまに さつまいも、さとう しろみそ、なまくりーむ だし、ばにらえっせんす
みそしる（たまねぎ・こまつな） ぎゅうにゅう おれんじじゅーす
りんご 【たぶんかおやつ】 ぜらちん
ちきんかれー やきそば こめ、じゃがいも とりこまにく にんじん、たまねぎ かれーこな、こんそめ
ひじきのつなさらだ ぎゅうにゅう こむぎこ、ばたー、あぶら つなかん ひじき、きゅうり、りんご けちゃっぷ、ちゅうのうそーす

りんご えっぐけあまよねーず ぶたひきにく もやし、あおのり しお、しょうゆ
ごま、やきそばめん ぎゅうにゅう

ごはん ぜりー こめ、さとう、ふ とりこまにく にんじん、だいこん りょうりしゅ、みりん
とりにくとだいずのうまに くらっかー ごまあぶら だいずみずに もやし、きゅうり、わかめ しょうゆ、だし、す
もやしなむる ぎゅうにゅう くらっかー しろみそ さやえんどう、りんご かんてん、おれんじじゅーす

みそしる（ふ・ねぎ） ぎゅうにゅう
りんご

きのこうどん まぜごはん うどん、じゃがいも とりこまにく わかめ、まいたけ だし、みりん
ぶりのてりやき ぎゅうにゅう あぶら、こめ、さとう ぶり、つなかん しめじ、にんじん、ねぎ しょうゆ、しお
じゃがいものかれーそてー ぎゅうにゅう ぴーまん、いよかん かれーこ
いよかん

ごはん ちーずけーき こめ、こむぎこ、ぱんこ とりももにく、ぶたばらにく きゃべつ、にんじん しお、とりがら
ちきんかつ ぎゅうにゅう あぶら、ごまあぶら もめんとうふ、しろみそ きざみのり、ごぼう、だいこん しょうゆ、だし
きゃべつなむる さといも、こーんすたーち くりーむちーず こんにゃく、ねぎ、いちご れもんじる
とんじる なまくりーむ べーきんぐぱうだー
いちご 【おたんじょうびかい】 ぎゅうにゅう
ごはん にくまん こめ、さとう、あぶら あつあげ、とりひきにく にんじん、たまねぎ しょうゆ、だし
あつあげのそぼろに ぎゅうにゅう きょうりきこ、こむぎこ しらす、ちくわ きゅうり、わかめ、みかんかん す、しお、りょうりしゅ
きゅうりとわかめのすのもの ごまあぶら、かたくりこ ぶたひきにく えのき、ぽんかん、ほししいたけ べーきんぐぱうだー
すましじる（ちくわ・えのき） ぎゅうにゅう しょうが どらいいーすと
ぽんかん
いちごじゃむさんど ごまみそやきおにぎり しょくぱん、いちごじゃむ ぶたこまにく たまねぎ、にんじん けちゃっぷ、こんそめ
ぽーくびーんず ぎゅうにゅう えっぐけあまよねーず だいずみずに ぴーまん、とまとかん うすたーそーす
やさいすてぃっく こめ、さとう、ごま しろみそ きゅうり、はくさい、いよかん しお、みりん、しょうゆ
はくさいすーぷ あぶら ぎゅうにゅう
いよかん
ごはん さつまいもふらい こめ、じゃがいも とりももにく いんげん、にんじん、こーん りょうりしゅ、しょうゆ
とりにくのまーまれーどやき ぎゅうにゅう まーまれーどじゃむ しろみそ きりぼしだいこん、こまつな、りんご こんそめ、しお
みっくすべじたぶるそてー あぶら、さつまいも、さとう ぎゅうにゅう だし
みそしる(きりぼし・こまつな）
りんご
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