
エネルギー 432kcal 炭水化物 68.4g エネルギー 490kcal 炭水化物 63.0g エネルギー 424kcal 炭水化物 65.8g エネルギー 494kcal 炭水化物 58.2g エネルギー 422kcal 炭水化物 61.7g

蛋白質 14.2g カルシウム 68.5mg 蛋白質 17.8g カルシウム 154.7mg 蛋白質 12.0g カルシウム 39.4mg 蛋白質 20.9g カルシウム 82.4mg 蛋白質 11.8g カルシウム 60.2mg

脂  質 7.8g 食塩相当量 1.0g 脂  質 17.4g 食塩相当量 2.1g 脂  質 11.5g 食塩相当量 0.8g 脂  質 18.6g 食塩相当量 1.4g 脂  質 13.3g 食塩相当量 0.7g

エネルギー 436kcal 炭水化物 62.3g エネルギー 421kcal 炭水化物 64.9g エネルギー 465kcal 炭水化物 59.3g エネルギー 420kcal 炭水化物 58.6g

蛋白質 10.5g カルシウム 47.1mg 蛋白質 11.6g カルシウム 106.6mg 蛋白質 17.9g カルシウム 75.6mg 蛋白質 16.6g カルシウム 81.3mg

脂  質 14.9g 食塩相当量 1.0g 脂  質 11.7g 食塩相当量 0.9g 脂  質 16.3g 食塩相当量 1.3g 脂  質 12.7g 食塩相当量 1.1g

エネルギー 398kcal 炭水化物 65.0g エネルギー 410kcal 炭水化物 60.2g エネルギー 442kcal 炭水化物 60.6g エネルギー 532kcal 炭水化物 61.4g エネルギー 496kcal 炭水化物 68.6g

蛋白質 11.9g カルシウム 63.9mg 蛋白質 12.2g カルシウム 124.7mg 蛋白質 17.4g カルシウム 68.2mg 蛋白質 13.7g カルシウム 89.9mg 蛋白質 14.9g カルシウム 36.8mg

脂  質 8.9g 食塩相当量 0.9g 脂  質 12.7g 食塩相当量 1.8g 脂  質 13.3g 食塩相当量 0.9g 脂  質 24.6g 食塩相当量 1.2g 脂  質 16.7g 食塩相当量 1.4g

エネルギー 404kcal 炭水化物 62.0g エネルギー 439kcal 炭水化物 64.9g エネルギー 409kcal 炭水化物 66.8g エネルギー 469kcal 炭水化物 61.8g

蛋白質 16.1g カルシウム 43.8mg 蛋白質 14.2g カルシウム 85.3mg 蛋白質 14.1g カルシウム 110.3mg 蛋白質 12.3g カルシウム 77.7mg

脂  質 8.9g 食塩相当量 0.8g 脂  質 13.1g 食塩相当量 1.0g 脂  質 8.6g 食塩相当量 1.3g 脂  質 17.6g 食塩相当量 1.4g

 明石市立幼稚園  おひるごはん
げつようび かようび すいようび もくようび きんようび

第
1
週

1日 2日 3日 4日

ミートソースマカロニ

5日

おさかなのナゲット ぎゅうにくのみそいため あじのメンチカツ とりにくのチーズやき ぶりのてりやき
白菜のごま油炒め

玉子焼き ほうれん草の小魚和え

ちくわの天ぷら 焼きそば風スパ 小松菜の炒め物

里芋の煮物 煮豆 さつま芋の煮物

ブロッコリーボイル ウィンナーソテー チキンナゲット

フルーツ(みかん) わかめの中華和え

豚大根 牛肉と蓮根の炒め物

ごはん(ふりかけ) ごはんごはん ごはん(ふりかけ) ごはん

スクランブルエッグ コーンサラダ フルーツ(りんご)

12日

ホイコーロー とうふのフライ とりにくのケチャップソース さわらのパンこやき

8日 9日 10日 11日

ほうれん草の和え物

コーン焼売 肉団子

スパソテー ちくわの炒め物ブロッコリーナムル

切干大根煮 肉じゃが 高野豆腐とひじきの煮物

星ポテト 南瓜の炒め物

ポークビーンズ

フルーツ(黄桃) 小松菜のごま和え

ごはん ごはん(ふりかけ) ごはん

白菜のツナ和え フルーツ(みかん)

えびフライ とうふハンバーグ たらのからあげ ぶたにくのちゅうかいため ミートボールケチャップ

第
3
週

15日 16日 17日 18日 19日

ごはん

第
2
週

小松菜の和え物 ブロッコリーサラダ ほうれん草の中華和え シューマイ

スパサラダ ジャーマンポテト スナッキーフライナポリタンスパ コンソメポテト

チーズ風味かにかま

れんこんの炒め物 ひじき煮

フルーツ(黄桃) 白菜の甘辛煮 ４種豆のチーズ和え

南瓜と鶏の甘辛炒め

小松菜のツナ和え フルーツ(洋ナシ)

豆腐の味噌炒め ちくわのバター炒め

第
4
週

22日 23日 24日 25日 26日

ごはん ごはん(ふりかけ) ごはんごはん ごはん(ふりかけ)

スパソテー ブロッコリーの炒め物 玉子焼き

とりのからあげ コロッケ さわらのやさいあんかけ ポークチャップ
小松菜の和え物

ほうれん草のツナ和え

筑前煮 ひじき豆 白菜と鶏のうま煮

肉団子 さつま芋のチーズがらめ ちくわの炒め物

マーボー豆腐

フルーツ(みかん)

ごはん ごはん

スクランブルエッグ アメリカンドッグ フルーツ（黄桃）

ごはん(ふりかけ) ごはん

※食材の入荷により献立を一部変更することがあります。


