
       
育みの家 カンガルー 

日 曜 献 立 名 おやつ 主な材料名 栄養成分 

１ 土 
ご飯、味噌汁、すき焼き風煮、ツ

ナポテト、みかん缶 

牛乳 

お菓子 

たまねぎ、かつおだし汁、米みそ、豚肉、たまねぎ、にんじん、焼き豆腐、春雨、油、砂糖、しょうゆ、みりん、じゃがいも、きゅうり、ツナ缶、食塩、

マヨネーズ、みかん缶 

エネルギー：５４５ 

たんぱく質：：２０．８ 

脂質：：２０．４ 

３ 月 
ご飯、味噌汁、豚肉の味噌焼き、

ポテトサラダ、チーズ 

牛乳 

焼きそば 

キャベツ、かつおだし汁、米みそ、豚肉、酒、水、菜種油、米みそ、砂糖、本みりん、水、ジャガイモ、にんじん、きゅう

り、食塩、酢、マヨネーズ、焼きそば、たまねぎ、にんじん 

エネルギー：４６７ 

たんぱく質：２０ 

脂質：１５．６ 

４ 火 
ご飯、味噌汁、鮭の塩焼き、そぼ

ろ煮 

牛乳 

ホットケーキ 

かぶ、かつおだし汁、米みそ、さけ、しょうが、しょうゆ、酒、本みりん、菜種油、鶏ひくにく、油、にんじん、じゃがい

も、かつおだし汁、しょうゆ、みりん、グリンピース、片栗粉、キャベツ、鰹節、しょうゆ、ホットケーキミックス、牛乳、

卵、油、バター、メープルシロップ 

エネルギー：５３７ 

たんぱく質：２４．９ 

脂質：１４．５ 

５ 水 
ご飯、カレーシチュー、ツナサラ

ダ、みかん缶 

牛乳 

おかかチーズお

にぎり 

豚肉、にんじん、たまねぎ、じゃがいも、菜種油、カレールウ、ケチャップ、中濃ソース、グリンピース、ツナ缶、キャベ

ツ、にんじん、マヨネーズ、みかん缶、鰹節、チーズ、しょうゆ 

エネルギー：５２２ 

たんぱく質：１９．６ 

脂質：１６．１ 

６ 木 
ご飯、味噌汁、ポテトコロッケ、ゆ

でブロッコリー、生揚げと人参の

甘煮 

牛乳 

マカロニ安倍川 

たまねぎ、かつおだし汁、米みそ、豚挽き肉、たまねぎ、油、食塩、じゃがいも、小麦粉、水、パン粉、油、中濃ソー

ス、ブロッコリー、マヨネーズ、生揚げ、にんじん、かつおだし汁、砂糖、本みりん、しょうゆ、マカロニ、黄な粉、砂糖、

食塩 

エネルギー：５６５ 

たんぱく質：１８．４ 

脂質：２１．３ 

７ 金 
ご飯、味噌汁、ハンバーグ、にん

じん甘煮、スナップエンドウ塩ゆ

で 

牛乳 

ジャムパン 

絹ごし豆腐、生わかめ、かつおだし汁、米みそ、豚挽き肉、たまねぎ、油、パン粉、水、食塩、ケチャップ、ウスターソ

ース、砂糖、にんじん、食塩、砂糖、スナップエンドウ、食塩、マヨネーズ 

エネルギー：４６６ 

たんぱく質：１９．２ 

脂質：１４．６ 

８ 土 
ご飯、味噌汁、照り焼きチキン、野

菜炒め 

牛乳 

おかし 

キャベツ、かつおだし汁、米みそ、鶏もも肉、酒、しょうゆ、しょうが、本みりん、油、キャベツ、にんじん、たまねぎ、ピ

ーマン、もやし、油、食塩、酒、鶏ガラだし 

エネルギー：４３０ 

たんぱく質：１７．９ 

脂質：１４．６ 

１０ 月 
ご飯、生姜焼き、もやしのナム

ル、味噌汁 

牛乳 

カステラ 

豚肉、しょうが、しょうゆ、酒、油、もやし、きゅうり、にんじん、鶏ガラだし、水、食塩、ごま油、たまねぎ、じゃがいも、

生わかめ、かつおだし汁、米みそ 

エネルギー：４７０ 

たんぱく質：１６．８ 

脂質：１７．３ 

１１ 火 
ご飯、味噌汁、魚のフライ、ひじき

の炒り煮、きゅうりの甘酢和え 

牛乳 

チーズ蒸しパン 

たまねぎ、かつおだし汁、米みそ、あじ、食塩、酒、小麦粉、水、パン粉、油、中濃ソース、ひじき、にんじん、油揚げ、

菜種油、鰹節、砂糖、しょうゆ、きゅうり、酢、砂糖、食塩、みかん缶 

エネルギー：５７８ 

たんぱく質：２０．８ 

脂質：２０ 

１２ 水 
食パン、クリームシチュー、ほう

れん草とにんじんのごまマヨネー

ズ和え、みかん缶 

牛乳 

お豆腐ドーナツ 

鶏もも肉、にんじん、たまねぎ、じゃがいも、油、食塩、鶏ガラだし、バター、小麦粉、牛乳、グリンピース、ほうれん

草、にんじん、ちくわ、ごま、マヨネーズ、しょうゆ、みかん缶、米粉、豆腐、砂糖、油 

エネルギー：４５５ 

たんぱく質：１９．３ 

脂質：１４．７ 

１３ 木 
ご飯、味噌汁、鶏のから揚げ、お

かか和え、スパゲッティサラダ 

牛乳 

一口オムライス 

かぶ、かつおだし汁、米みそ、鶏もも肉、しょうが、しょうゆ、酒、片栗粉、油、ブロッコリー、鰹節、しょうゆ、スパゲッ

ティ、にんじん、きゅうり、ツナ缶、マヨネーズ、ご飯、卵、ケチャップ、ご飯、玉ねぎ 

エネルギー：４３１ 

たんぱく質：１９ 

脂質：１６．５ 

１４ 金 
ご飯、味噌汁、鮭の塩焼き、肉じゃ

が、おかか和え 

牛乳 

カレー餃子揚げ 

たまねぎ、かつおだし汁、米みそ、鮭、食塩、豚肉、にんじん、たまねぎ、じゃがいも、菜種油、鰹節、砂糖、しょうゆ、

本みりん、さやえんどう、キャベツ、鰹節、しょうゆ、餃子の皮、キーマカレー、チーズ、ポテトサラダ、油 

エネルギー：４３０ 

たんぱく質：１９．６ 

脂質：１１．２ 

１５ 土 
ご飯、味噌汁、チキンソテーケチ

ャップからめ、ツナポテ 

牛乳 

お菓子 

たまねぎ、かつおだし汁、米みそ、鶏もも肉、しょうが、しょうゆ、酒、油、ケチャップ、中濃ソース、水、じゃがいも、ツ

ナ缶、きゅうり、にんじん、食塩、マヨネーズ 

エネルギー：４５８ 

たんぱく質：１８．６ 

脂質：１６ 

１７ 月 
ご飯、味噌汁、鶏肉のマーマレー

ド焼き、含め煮、スパゲッティソテ

ー 

牛乳 

バナナケーキ 

たまねぎ、かつおだし汁、米みそ、鶏もも肉、しょうゆ、酒、マーマレード、油、じゃがいも、砂糖、しょうゆ、いんげん、

スパゲッティ、にんじん、たまねぎ、ツナ缶、菜種油、食塩、ケチャップ、バナナ、ホットケーキミックス、砂糖、牛乳、

卵 

エネルギー：４６７ 

たんぱく質：２１．４ 

脂質：１２ 

１８ 火 
ご飯、味噌汁、サバの味噌煮、お

かか和え、にんじん甘煮 

牛乳 

黄な粉揚げパン 

かぶ、かつおだし汁、米みそ、さば、しょうが、砂糖、米みそ、酒、本みりん、きゅうり、キャベツ、鰹節、しょうゆ、にん

じん、食塩、砂糖、パンのみみ、油、黄な粉、砂糖 

エネルギー：４７３ 

たんぱく質：２１．５ 

脂質：１３．３ 

１９ 水 
ご飯、麻婆豆腐、ゆで野菜のマヨ

しょうゆ和え、味噌汁 

牛乳 

たこ焼き 

豚挽き肉、しょうが、にんにく、ねぎ、たまねぎ、にんじん、油、米みそ、しょうゆ、砂糖、絹ごし豆腐、片栗粉、ごま油、

スナップエンドウ、にんじん、マヨネーズ、しょうゆ、キャベツ、生わかめ、えのきたけ、かつお節、米みそ、たこ焼き

粉、ベジタブルミックス、チーズ 

エネルギー：４４１ 

たんぱく質：１７．３ 

脂質：１３．４ 

２０ 木 
ご飯、味噌汁、シュウマイ、切り干

し大根の煮物、ゆでブロッコリー 

お茶 

チーズサンド 

たまねぎ、生わかめ、かつおだし汁、米みそ、豚挽き肉、たまねぎ、しょうが、砂糖、酒、しょうゆ、食塩、片栗粉、ごま

油、シュウマイの皮、切り干し大根、にんじん、油揚げ、菜種油、かつおだし汁、砂糖、しょうゆ、本みりん、ブロッコリ

ー、マヨネーズ、食パン、チーズ 

エネルギー：４９８ 

たんぱく質：１７．２ 

脂質：１６．１ 

２１ 金 
ご飯、味噌汁、カジキの照り焼き

魚あんかけ風、ジャーマンポテ

ト、梅和え 

牛乳 

ウインナーパン 

もやし、かつおだし汁、米みそ、かじき、しょうゆ、酒、本みりん、砂糖、菜種油、かつおだし汁、砂糖、しょうゆ、片栗

粉、じゃがいも、ピーマン、たまねぎ、ベーコン、油、食塩、きゅうり、キャベツ、梅干し、鰹節、しょうゆ、かつおだし

汁、ウインナー、パンの粉、水 

エネルギー：４７７ 

たんぱく質：１７．９ 

脂質：１６．３ 

２２ 土 
ご飯、味噌汁、豚肉のみそ焼き、

マカロニソテー、もも缶 

牛乳 

お菓子 

たまねぎ、かつおだし汁、米みそ、豚肉、菜種油、砂糖、本みりん、酒、マカロニ、たまねぎ、ピーマン、にんじん、菜

種油、食塩、ケチャップ、もも缶 

エネルギー：４５８ 

たんぱく質：１６．４ 

脂質：１４．５ 

２４ 月 
ご飯、豚肉のから揚げ、切昆布の

煮物味噌汁 

牛乳 

ロッククッキー 

豚肉、しょうが、しょうゆ、小麦粉、片栗粉、油、刻み昆布、にんじん、さつま揚げ、大豆の水煮缶、菜種油、砂糖、しょ

うゆ、本みりん、さやえんどう、生わかめ、キャベツ、かつおだし汁、米みそ、ホットケーキミックス、卵、牛乳、グラノ

ーラ、油 

エネルギー：４８９ 

たんぱく質：１９．４ 

脂質：１８．３ 

２５ 火 
ご飯、味噌汁、魚の西京焼き、含

め煮、おかか和え 

牛乳 

黄な粉サンド 

生わかめ、焼ふ、かつおだし汁、米みそ、さわら、米みそ、砂糖、本みりん、菜種油、じゃがいも、にんじん、かつお

だし汁、砂糖、しょうゆ、みりん、きゅうり、もやし、鰹節、しょうゆ、ロールパン、黄な粉、砂糖、バター 

エネルギー：４８９ 

たんぱく質：１９．４ 

脂質：１８．３ 

２６ 水 
ご飯、カレーシチュー、キャベツ

の甘酢和え、チーズ 

牛乳 

アメリカンドック 

豚肉、にんじん、たまねぎ、じゃがいも、菜種油、カレールウ、ケチャップ、中濃ソース、グリンピース、キャベツ、きゅ

うり、酢、砂糖、食塩、みかん缶、干しブドウ、チーズ、ウインナー、ホットケーキミックス、牛乳、卵 

エネルギー：５２９ 

たんぱく質：１９ 

脂質：１６．２ 

２７ 木 
ご飯、味噌汁、チキンソテーのケ

チャップからめ、粉ふき芋、キャベ

ツの胡麻和え 

牛乳 

みそ饅頭 

たまねぎ、かつおだし汁、米みそ、鶏もも肉、食塩、酒、油、ケチャップ、中濃ソース、砂糖、じゃがいも、食塩、あおの

り、キャベツ、にんじん、ちくわ、ごま、マヨネーズ、しょうゆ、小麦粉、重曹、米みそ、水、砂糖 

エネルギー：５０５ 

たんぱく質：１８．６ 

脂質：１３．２ 

２８ 金 
ご飯、味噌汁、魚のから揚げ、ス

パゲッティソテー野菜、スナップエ

ンドウ 

牛乳 

みそおにぎり 

たまねぎ、かつおだし汁、米みそ、かじき、しょうゆ、しょうが、酒、小麦粉、片栗粉、油、スパゲッティ、にんじん、玉

ねぎ、ピーマン、菜種油、食塩、ケチャップ、ご飯、みそ、砂糖、みりん、めんつゆ 

エネルギー：４６７ 

たんぱく質：１６．４ 

脂質：１６ 

      

 

午前中のおやつ・・・・土曜日は基本軽いお菓子と牛乳が中心になります。 
日 曜  日 曜  日 曜  
３ 月 おせんべいと牛乳 １２ 水 プリンとクラッカー ２１ 金 ゼリーとウエハース 

４ 火 ヨーグルトとせんべい １３ 木 ヨーグルトとせんべい ２４ 月 おせんべいと牛乳 

５ 水 プリンとクラッカー １４ 金 ゼリーとウエハース ２５ 火 ヨーグルトとせんべい 

６ 木 ヨーグルトとせんべい １７ 月 おせんべいと牛乳 ２６ 水 プリンとクラッカー 

７ 金 ゼリーとウエハース １８ 火 ヨーグルトとせんべい ２７ 木 ヨーグルトとせんべい 

１０ 月 おせんべいと牛乳 １９ 水 プリンとクラッカー ２８ 金 ゼリーとウエハース 

１１ 火 ヨーグルトとせんべい ２０ 木 ヨーグルトとせんべい    

 

4月の献立表 
  

 

土曜日以外の 

午後のおやつは 

軽食になります。 


