
2022年

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
レトルトカレーライス 牛乳 ご飯 牛乳

お菓子 筑前煮 フライドポテト
みそ汁

ご飯 牛乳 ご飯 牛乳
サワラの照り焼き お菓子 鮭の竜田揚げ おにぎり
ひじきの炒め煮 小松菜の昆布和え
みそ汁 ふかし芋

みそ汁
ゆかりごはん お茶 ご飯 牛乳
ミンチカツ フルーツヨーグルト 松風焼き おにぎり
大豆サラダ 小松菜のお浸し
野菜スープ すまし汁

みかん
ご飯 牛乳 ロールパン 牛乳
大豆のハヤシシチュー お菓子 クリームシチュー おからケーキ
りんごのサラダ　 白菜の和風サラダ
バナナ バナナ

ご飯 牛乳 ごはん 牛乳
赤魚の照り煮 いちごの蒸しパン マーボー豆腐 おにぎり
じゃがいものごま酢和え なたね和え
さつま汁 りんご

ご飯 牛乳 ふりかけご飯 牛乳
すき焼き風煮 おにぎり 鮭の照り焼き 豆腐ドーナツ
わかめサラダ 大根のナムル
みそ汁 ブロッコリーのゆかり和え
青りんご みそ汁
ご飯 牛乳 冬野菜のカレーライス 牛乳
鮭の塩焼き ホットケーキ フレンチサラダ お菓子
きんぴらごぼう みかん
豚汁
みかん
ご飯 牛乳 他人丼 牛乳
八宝菜 お菓子 刻み昆布の胡麻和え おにぎり
春雨サラダ りんご
みかん

ふりかけごはん 牛乳
鮭のムニエルタルタルソースがけ おにぎり
三色和え
すまし汁
オレンジ
カレーライス お茶
ゆでブロッコリー バニラヨーグルト（市販）

プロセスチーズ

ご飯 牛乳
カレイの漬け焼き お菓子
五目炒り煮
みそ汁
みかん

18 火

精白米 鶏もも肉  たまねぎ じゃがいも にんじん　グリンピース　カレールゥ

牛乳　固形ブイヨン　ブロッコリー　プロセスチーズ

19 水

精白米 カラスガレイ しょうが 砂糖 濃口しょうゆ みりん 大豆 にんじん ご

ぼう こんにゃく いんげん サラダ油 だいこん 青葱 みそ 削り節 こんぶ みか

ん 牛乳

14 金

精白米　豚肉　白菜　玉ねぎ　人参　干し椎茸　もやし　チンゲン菜　鶏がら

スープ　塩　しょうゆ　酒　しょうが　ごま油　片栗粉　春雨　きゅうり　ツナ　わ

かめ　油　酢　砂糖　みかん 31 月

精白米　牛肉　玉ねぎ　人参　卵　みつば　しょうゆ　砂糖　みりん　酒　片栗粉

削り節　出汁昆布　大根　きゅうり　刻み昆布　ごま　ごま油　りんご　牛乳

17 月

精白米 ふりかけ さけ 食塩 黒こしょう 上新粉 オリーブ油 たまねぎ 黄パプ

リカ サラダ油 マヨドレ レモン汁 パセリ キャベツ にんじん コーン 砂糖 濃

口しょうゆ 削り節 木綿豆腐 青葱 薄口しょうゆ こんぶ オレンジ 牛乳

精白米 鶏もも肉  たまねぎ じゃがいも にんじん ごぼう　 だいこん カレール

ウ ウスターソース 濃口しょうゆ 鶏がらスープ キャベツ きゅうり コーン 食

塩 サラダ油 米酢 砂糖 みかん

12 水

精白米 豚肉 焼き豆腐 糸こんにゃく はくさい こまつな にんじん たまねぎ

長葱 サラダ油 砂糖 濃口しょうゆ わかめ ブロッコリー コーン 米酢 ごま油

なめこ 青葱 みそ 削り節 こんぶ オレンジ 27 木

精白米 ふりかけ 鮭 みりん 濃口しょうゆ だいこん にんじん こまつな 砂糖

米酢 ごま油 ブロッコリー ゆかり たまねぎ しめじ 青葱 みそ 削り節 こんぶ

13 木

精白米 さけ 食塩 ごぼう にんじん ピーマン 干ししいたけ 糸こんにゃく 砂

糖 濃口しょうゆ サラダ油 豚肉 はくさい だいこん 小松菜 こんぶ 削り節

みそ みかん 牛乳 28 金

精白米　木綿豆腐　豚肉ミンチ　たまねぎ　人参　ねぎ　干ししいたけ　油　八

丁味噌　しょうゆ　砂糖　みりん　削り節　出汁昆布　酒　ほうれんそう　りんご

牛乳

7 金

精白米　牛肉　大豆　玉ねぎ　じゃが芋　人参　油　ハヤシルゥ　トマトピューレ

ウスターソース　固形ブイヨン　りんご　大根　きゅうり　マヨドレ　塩　砂糖　り

んご酢　ごま　バナナ 25 火

ロールパン（超熟ロール）　鶏肉　玉ねぎ　じゃが芋　人参　舞茸　クリーム

コーン缶　パセリ　バター　牛乳　ペシャメルソース　固形ブイヨン　塩　白菜

キャベツ　きゅうり　花かつお　油　酢　砂糖　塩　しょうゆ　バナナ　牛乳

11 火

精白米　赤魚　しょうが　砂糖　みりん　しょうゆ　じゃがいも　きゅうり　ごま

酢　塩　鶏肉　玉ねぎ　大根　板こんにゃく　ねぎ　味噌　削り節　出し昆布

26 水

精白米　豚ミンチ　鶏ミンチ　玉ねぎ　人参　卵　油　しょうが　砂糖　みそ　片

栗粉　ごま　青のり　小松菜　しめじ　醤油　削り節　出汁昆布　白菜　大根

かまぼこ　三つ葉　わかめ　塩　みかん　牛乳

精白米　鶏肉　大根　人参　れんこん　ごぼう　きぬさや　干し椎茸　油　しょう

ゆ　さとう　みりん　酒　削り節　出汁昆布　かぶ　たまねぎ　かぶ葉　油揚げ

わかめ　味噌　牛乳

5 水

精白米　さわら　酒　塩　しょうゆ　みりん　砂糖　ひじき　大豆　油揚げ　板こ

んにゃく　人参　さやいんげん　油　削り節　出汁昆布　じゃが芋　大根　なめ

こ　ネギ　みそ　牛乳 21 金

精白米 さけ 砂糖 みりん 濃口しょうゆ 片栗粉 サラダ油 こまつな にんじん

えのき 米酢 さつまいも キャベツ 青葱 みそ 削り節 こんぶ

6 木

精白米 ゆかり 豚ミンチ 木綿豆腐 たまねぎ ピーマン パン粉 食塩 薄力粉

サラダ油 トマトケチャプ にんじん キャベツ 大豆 マヨドレ 砂糖 米酢 だいこ

ん コーン しめじ 鶏がらスープ 薄口しょうゆ パセリ   ヨーグルト　桃缶　み

かん缶　パイン缶
24 月

1月 献 立 表

4 火 20 木


