
2021年度　　

うめはなキッズYPC保育園
武庫之荘駅前

給食 おやつ 材料 給食 おやつ 材料
ロールパン 牛乳 ごはん 牛乳
クリームシチュー おにぎり 白身魚のごま天ぷら お好み焼き
レタスとじゃこのサラダ ブロッコリーのおかか和え

オレンジ すまし汁

おにさんライス 牛乳 ごはん 牛乳
豚肉と野菜の炒め物 鬼まんじゅう 焼き鳥風ソテー おかし
えのきとトマトの和風サラダ 白和え
キャンディチーズ 昆布のおかか煮
みそ汁 みそ汁
木の葉丼 牛乳 ごはん 牛乳
切り昆布のごま和え おかし カレイの照り焼き 米粉のケークサレ
みそ汁 ごぼうサラダ
りんご みそ汁

バナナ
ごはん 牛乳 ごはん 牛乳

サケのヨーグルト味噌焼き 米粉のにんじんきな粉クッキー 豚肉の梅干し煮 おじや

さつまいもの塩金平 枝豆サラダ
キャベツの浅漬け ふかし芋
すまし汁 みそ汁
ごはん 牛乳 ごはん 牛乳
牛肉のしぐれ煮 おじや たまごのオーブン焼き おにぎり
呉汁 チンゲン菜のお浸し
みかん 野菜スープ

かやくうどん 牛乳 ごはん 牛乳

大根と厚揚げの含め煮 おにぎり 鯛のたつた揚げ おかし

オレンジ 大阪しろなのお浸し
すまし汁

ごはん 牛乳 大豆のキーマカレー 牛乳
白身魚のてりやき 米粉のココアパウンドケーキ ハムサラダ ホットケーキ
ひじきのいため煮 いよかん
みそ汁
みかん
ごはん 牛乳 ごはん 牛乳
とりつくねの甘辛煮 おかし サケの南蛮漬け おじや
野菜の酢の物 大豆サラダ
ブロッコリーのかつお和え かぼちゃのソテー
みそ汁 みそ汁
ごはん 牛乳
たらのホイル焼き おじや
ほうれん草のお浸し
さつま汁

ごはん 牛乳
麻婆豆腐 おにぎり
めかぶのサラダ
いよかん

２月 献 立 表

1 月

ロールパン 鶏モモ肉 たまねぎ じゃが芋 にんじん コーン（ク
リーム缶） パセリ（乾） バター 牛乳 ベシャメルソース 固形
ブイヨン 塩 レタス きゅうり しらす干し 酢 砂糖 しょうゆ
（淡） ごま油 オレンジ 精白米

16 火

精白米 ふりかけ カラスカレイ みりん 濃口しょうゆ ごぼう 米
酢 食塩 砂糖 シーチキン きゅうり にんじん ひじき マヨドレ
白ごま ごま油 かぼちゃ しめじ 青葱 みそ 削り節 こんぶ バナ
ナ 牛乳 ホットケーキミックス ベーキングパウダー 豆乳 ウイ
ンナー たまねぎ ピーマン オリーブ油 カレー粉

精白米 カラスカレイ 料理酒 塩 小麦粉 片栗粉 卵 ごま サラダ
油 ブロッコリー 濃口しょうゆ 花かつお 削り節 こんぶ 豆腐
たまねぎ にんじん みつば しょうゆ（淡） 塩 豚肉 キャベツ
ねぎ 長いも 小麦粉 お好みソース マヨドレ 青のり 牛乳

2 火

精白米 グリーンピース 豚肉 にんじん キャベツ もやし ピーマ
ン サラダ油 食塩 こしょう 砂糖 濃口しょうゆ トマト きゅう
り えのき わかめ 米酢 キャンディチーズ 木綿豆腐 青葱 みそ
削り節 こんぶ 牛乳 さつま芋 蒸しパンミックス

17 水

精白米 鶏もも肉 料理酒 砂糖 みりん 濃口しょうゆ しめじ に
んじん ほうれん草 木綿豆腐 白ごま 食塩 こんぶ 削り節 たま
ねぎ かぼちゃ 青葱 みそ 牛乳

3 水

精白米 卵 たまねぎ にんじん かまぼこ 干ししいたけ みつば
しょうゆ（淡） 濃口しょうゆ 砂糖 みりん 料理酒 片栗粉 削り
節 こんぶ だいこん きゅうり 刻みこんぶ ごま ごま油 みそ 麩
わかめ りんご 牛乳

18 木

精白米 卵 削り節 こんぶ しょうゆ（淡） みりん たまねぎ ツ
ナ（水煮） にんじん みつば 塩 サラダ油 チンゲン菜 濃口しょ
うゆ じゃが芋 キャベツ しめじ 固形ブイヨン 牛乳

4 木

精白米 ふりかけ さけ 豆乳ヨーグルト みそ 濃口しょうゆ 砂糖
しょうが レモン汁 しらす さつまいも にんじん ごま油 みりん
食塩 キャベツ 米酢 えのき みつば 薄口しょうゆ 削り節 こん
ぶ 牛乳  上新粉 きな粉 片栗粉 サラダ油

19 金

精白米 豚肉 たまねぎ サラダ油 梅干 濃口しょうゆ 砂糖 みり
ん えだまめ わかめ キャベツ ごま油 米酢 食塩 さつまいも 小
松菜 うす揚げ みそ こんぶ 削り節 牛乳

5 金

精白米 牛肉 たまねぎ 糸こんにゃく にんじん ごぼう さやいん
げん サラダ油 しょうが 濃口しょうゆ 砂糖 酒 削り節 こんぶ
大豆（水煮） じゃが芋 しめじ 油揚げ ねぎ みそ みかん 牛乳 22 月

精白米 大豆（水煮） 牛肉ミンチ 豚肉ミンチ しょうが サラダ
油 たまねぎ にんじん ピーマン トマト（水煮）カレールウ ウ
スターソース 濃口しょうゆ ハム きゃべつ きゅうり コーン
（ホール） りんご酢 砂糖 塩 いよかん 牛乳 ホットケーキミッ
クス 卵

8 月

うどん 鶏モモ肉 にんじん かまぼこ ねぎ 干ししいたけ 塩
しょうゆ（淡） 濃口しょうゆ みりん 削り節 こんぶ だいこん
厚揚げ 砂糖 オレンジ 精白米 牛乳 24 水

精白米 鯛 料理酒 塩 濃口しょうゆ 片栗粉 サラダ油 大阪しろ
な しめじ 削り節 こんぶ たまねぎ にんじん えのき みつば
しょうゆ（淡） 牛乳

9 火

精白米 カラスカレイ 料理酒 塩 濃口しょうゆ みりん 砂糖 ひ
じき 大豆（水煮） 油揚げ にんじん さやいんげん サラダ油 削
り節 みかん 牛乳 25 木

10 水

精白米 鶏ミンチ 青葱 しょうが 料理酒 濃口しょうゆ 片栗粉
みりん 砂糖 きゅうり にんじん キャベツ 米酢 食塩 白ごま ブ
ロッコリー だいこん みそ 削り節 こんぶ 牛乳 26 金

精白米 サケ 食塩 こしょう 片栗粉 サラダ油 しょうが 濃口
しょうゆ 砂糖 米酢 にんじん キャベツ 大豆 マヨドレ かぼ
ちゃ もやし 青葱 みそ 削り節 こんぶ 牛乳 ホットケーキミッ
クス ベーキングパウダー ココア 絹越豆腐 豆乳

12 金

精白米 タラ 料理酒 塩 みりん 濃口しょうゆ たまねぎ にんじ
ん えのき サラダ油 ほうれん草 しめじ 濃口しょうゆ 削り節
こんぶ さつま芋 白菜 こんにゃく ねぎ みそ 牛乳

15 月

精白米 豆腐 豚肉ミンチ たまねぎ にんじん ねぎ 干ししいたけ
サラダ油 しょうが 八丁味噌 濃口しょうゆ 砂糖 みりん 削り節
こんぶ 片栗粉 料理酒 きゅうり ハム 切干大根 めかぶ（乾）
ごま 酢 しょうゆ（淡） 塩 ごま油 いよかん 牛乳


