
１～２歳児 １～５歳児 １～５歳児

午前おやつ 昼食 午後おやつ

牛乳 ごはん・オレンジ 牛乳 牛乳・グレープフルーツ・オレンジ・精白米 醤油・塩・サラダ油

グレープフルーツ すまし汁（そうめん・ほうれん草） フライドパンプキン そうめん・ほうれん草・鶏肉・米粉・きゅうり・トマト カレー粉

鶏肉のカレー焼き 南瓜 （だし汁）かつお節・昆布

スティック野菜（きゅうり・トマト)

牛乳 ごはん・バナナ 麦茶 牛乳・りんご・バナナ・精白米・麦茶・鉄分入りチーズ 鉄強化味噌・醤油

りんご 味噌汁（小松菜・玉葱） 鉄強化チーズ 小松菜・玉葱・豚肉・生姜・さつまいも・小麦粉 酒・砂糖

豚肉の生姜焼き ごまクッキー すりごま・ベーキングパウダー・バター・いりごま

さつま芋の含め煮

牛乳 ごはん・ルビーグレープフルーツ 牛乳 牛乳・オレンジ・ルビーグレープフルーツ・精白米 鉄強化味噌・塩

オレンジ 味噌汁（南瓜） レーズンパン 南瓜・かれい・米粉・キャベツ・きゅうり・レーズンパン サラダ油・醤油

カレイのムニエル風 昆布 昆布 砂糖・酢

キャベツと胡瓜の甘酢和え

牛乳 バターロール・グレープフルーツ 牛乳 牛乳・バナナ・グレープフルーツ 醤油・塩・砂糖

バナナ スープ（じゃが芋・わかめ） せんべい ロールパン・じゃが芋・わかめ・なす・豚挽肉・玉葱 サラダ油・ケチャップ

なすミートグラタン風 ゆでとうきび トマトピューレ・パン粉・粉チーズ・パセリ・人参 （だし汁）かつお節・昆布

人参甘煮 せんべい・とうもろこし

牛乳 七夕そうめん 牛乳 牛乳・りんご・スイカ・干しそうめん サラダ油・醤油・塩

りんご ほうれん草とコーンのソテー ホットケーキ 鶏肉・人参・きゅうり・オクラ・卵・ほうれん草 砂糖・みりん・酒

スイカ 　（七夕バージョン） ホールコーン・小麦粉・ベーキングパウダー・バター （だし用）かつお節・昆布

フォローアップミルク

牛乳 ごはん・バナナ 牛乳 牛乳・オレンジ・バナナ・精白米 鉄強化味噌・醤油

オレンジ 味噌汁（油揚げ・小松菜） クラッカー 油揚げ・小松菜・豚肉・南瓜・クラッカー みりん・酒・砂糖

豚肉味噌焼き

南瓜の含め煮

牛乳 ごはん・りんご ヨーグルト 牛乳・オレンジ・りんご・精白米 鉄強化味噌・塩

オレンジ 味噌汁（キャベツ・麩） 鉄強化クラッカー キャベツ・麩・豚肉・小麦粉・パン粉・白菜・納豆 サラダ油・ケチャップ

ヒレカツ かえり煮干 ヨーグルト・鉄強化クラッカー・かえり煮干し 中濃ソース・醤油

白菜納豆和え

牛乳 ぶっかけうどん 牛乳 牛乳・バナナ・スイカ・干しうどん 醤油・みりん・砂糖

バナナ 大根豚肉煮 白桃ゼリー 鶏肉・人参・玉葱・ほうれん草・長葱・干椎茸・大根 酒・砂糖

スイカ 豚肉・白桃缶・粉寒天 （だし用）かつお節・昆布

牛乳 ごはん・バナナ 牛乳 牛乳・グレープフルーツ・バナナ・精白米 鉄強化味噌・醤油

グレープフルーツ 味噌汁（大根・わかめ） 人参ジャムサンド 大根・わかめ・焼き豆腐・ツナ缶・玉葱・ほしひじき サラダ油・砂糖・酢

豆腐のツナ揚げ 卵・片栗粉・パン粉・トマト・きゅうり・食パン

トマトと胡瓜のサラダ りんご・人参・レモン・バター

牛乳 ごはん・オレンジ 牛乳 牛乳・りんご・オレンジ・精白米 鉄強化味噌・塩

りんご 味噌汁（豆腐・切干大根） ジャージャーめん 木綿豆腐・切干大根・たら・小麦粉・ベーキングパウダー サラダ油・醤油

たらの磯辺揚げ 卵・青のり・ほうれん草・人参・いりごま・干しうどん ごま油・砂糖・酒

ほうれん草と人参ナムル もやし・豚挽肉・長葱・生姜

　牛乳 ごはん・ルビーグレープフルーツ 牛乳 牛乳・バナナ・ルビーグレープフルーツ・精白米・せんべい 鉄強化味噌・醤油

　バナナ 味噌汁（油揚げ・人参） せんべい 油揚げ・人参・豚肉・生姜・たけのこ水煮・玉葱・ツナ缶 砂糖・酒・ごま油

チンジャオロース―・ブロッコリーツナ和え ピーマン・黄ピーマン・赤ピーマン・片栗粉・ブロッコリー サラダ油

牛乳 トマトスープスパゲッティ 牛乳 牛乳・バナナ・ルビーグレープフルーツ・スパゲティ サラダ油・ケチャップ

バナナ じゃが芋のみそ煮 せんべい 豚肉・玉葱・人参・キャベツ・えのき・カットトマト缶 醤油・塩・砂糖

ルビーグレープフルーツ にんにく・パセリ・バター・じゃが芋・せんべい 鉄強化味噌

（だし用）かつお節・昆布
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献立は、都合により変更することがあります。
だし汁には、煮干し・かつお節・昆布・鶏ガラ・豚骨など、料理に合わせて使用します。
７日は行事食の七夕そうめんになっています。【全国グルメツアー】とうい食育の一環で、9日は岡山県のメニューになって

います。【世界の料理を知ろう】という食育で、30日はインド料理となっています。幼児のみサフランライスの夏野菜カレー

になっています。おやつのサモサは、じゃが芋をつぶし香辛料で味付けし、小麦の皮で包み揚げたものになります。

全国グルメツアー

岡山県

七夕



１～２歳児 １～５歳児 １～５歳児

午前おやつ 昼食 午後おやつ

牛乳 ごはん・パイン 牛乳 牛乳・グレープフルーツ・パイン・精白米 サラダ油・ケチャップ

グレープフルーツ 麦茶 ミルクパン 麦茶・ツナ缶・玉葱・人参・じゃが芋・バター 塩・醤油・砂糖

ツナカレー 小麦粉・Ca鉄入牛乳・大根・わかめ・米粉 中濃ソース・カレー粉

大根わかめ和え ベーキングパウダー・フォローアップミルク

牛乳 ごはん・スイカ 牛乳 牛乳・オレンジ・スイカ・精白米 鉄強化味噌・塩

オレンジ 豆乳味噌汁（じゃが芋・白菜） きなこマカロニ じゃが芋・白菜・無調整豆乳・えび・ほたて・玉葱 サラダ油・醤油

シーフードかき揚げ 人参・小麦粉・片栗粉・卵・キャベツ・ホールコーン 砂糖

キャベツのコーン和え ペンネマカロニ・きな粉

牛乳 バターロール・グレープフルーツ 牛乳 牛乳・バナナ・グレープフルーツ 醤油・塩・砂糖

バナナ スープ（じゃが芋・わかめ） せんべい ロールパン・じゃが芋・わかめ・なす・豚挽肉・玉葱 サラダ油・ケチャップ

なすミートグラタン風 ゆでとうきび トマトピューレ・パン粉・粉チーズ・パセリ・人参 （だし汁）かつお節・昆布

人参甘煮 せんべい・とうもろこし

牛乳 ごはん・りんご ヨーグルト 牛乳・オレンジ・りんご・精白米 鉄強化味噌・塩

オレンジ 味噌汁（キャベツ・麩） 鉄強化クラッカー キャベツ・麩・豚肉・小麦粉・パン粉・白菜・納豆 サラダ油・ケチャップ

ヒレカツ かえり煮干 ヨーグルト・鉄強化クラッカー・かえり煮干し 中濃ソース・醤油

白菜納豆和え

牛乳 ごはん・バナナ 牛乳 牛乳・オレンジ・バナナ・精白米 鉄強化味噌・醤油

オレンジ 味噌汁（油揚げ・小松菜） クラッカー 油揚げ・小松菜・豚肉・南瓜・クラッカー みりん・酒・砂糖

豚肉味噌焼き

南瓜の含め煮

牛乳 味噌うどん 牛乳 牛乳・グレープフルーツ・オレンジ・干しうどん 鉄強化味噌・醤油

グレープフルーツ 小松菜しめじ炒め ホットケーキ 鶏肉・油揚げ・玉葱・人参・ほうれん草・小松菜 サラダ油・砂糖

オレンジ 鉄強化チーズ しめじ・小麦粉・ベーキングパウダー・卵・バター （だし汁）かつお節・昆布

フォローアップミルク・鉄分入りチーズ

牛乳 ごはん・りんご 牛乳 牛乳・バナナ・りんご・精白米 鉄強化味噌・醤油

バナナ 味噌汁（豆腐・チンゲン菜） グレープゼリー 木綿豆腐・チンゲン菜・鮭・米粉・片栗粉・すりごま 酒・みりん・塩

鮭のごま焼き せんべい ほうれん草・ホールコーン・ぶどうジュース（果汁１００％） サラダ油・砂糖

ほうれん草とコーンのソテー 粉寒天・せんべい

牛乳 ごはん・バナナ 牛乳 牛乳・グレープフルーツ・バナナ・精白米 鉄強化味噌・醤油

グレープフルーツ 味噌汁（大根・わかめ） 人参ジャムサンド 大根・わかめ・焼き豆腐・ツナ缶・玉葱・ほしひじき サラダ油・砂糖・酢

豆腐のツナ揚げ 卵・片栗粉・パン粉・トマト・きゅうり・食パン

トマトと胡瓜のサラダ りんご・人参・レモン・バター

牛乳 ごはん・メロン アイスクリーム 牛乳・オレンジ・メロン・精白米 鉄強化味噌・塩

オレンジ 味噌汁（ほうれん草・えのき） クラッカー ほうれん草・えのき・豚挽肉・玉葱・パン粉 サラダ油・ケチャップ

ハンバーグ ほしひじき・人参・油揚げ・アイスクリーム 中濃ソース・醤油

ひじきの煮物 クラッカー みりん・砂糖

牛乳 ごはん・オレンジ 牛乳 牛乳・りんご・オレンジ・精白米 鉄強化味噌・塩

りんご 味噌汁（豆腐・切干大根） ジャージャーめん 木綿豆腐・切干大根・たら・小麦粉・ベーキングパウダー サラダ油・醤油

たらの磯辺揚げ 卵・青のり・ほうれん草・人参・いりごま・干しうどん ごま油・砂糖・酒

ほうれん草と人参ナムル もやし・豚挽肉・長葱・生姜

牛乳 ごはん・ルビーグレープフルーツ 牛乳 牛乳・バナナ・ルビーグレープフルーツ・精白米 鉄強化味噌・醤油

バナナ 味噌汁（油揚げ・人参） せんべい 油揚げ・人参・豚肉・生姜・たけのこ水煮・玉葱 砂糖・酒・ごま油

チンジャオロース― ピーマン・黄ピーマン・赤ピーマン・片栗粉 サラダ油

ブロッコリーツナ和え ブロッコリー・ツナ缶・せんべい

牛乳 トマトスープスパゲッティ 牛乳 牛乳・バナナ・ルビーグレープフルーツ・スパゲティ サラダ油・醤油

バナナ じゃが芋のみそ煮 アップルケーキ 豚肉・玉葱・人参・キャベツ・えのき・カットトマト缶 ケチャップ・塩

ルビーグレープフルーツ にんにく・パセリ・バター・じゃが芋・小麦粉・卵 砂糖・鉄強化味噌

ベーキングパウダー・りんご・レーズン （だし汁）かつお節・昆布

牛乳 ごはん（乳児）・サフランライス（幼児） 牛乳 牛乳・りんご・パイン・精白米・サフラン（幼児のみ） サラダ油・ケチャップ

りんご 麦茶・パイン サモサ 麦茶・豚肉・玉葱・なす・ズッキーニ・人参・黄ピーマン 中濃ソース・醤油

夏野菜のカレー バター・小麦粉・Ca鉄入牛乳・大根・わかめ・じゃが芋 カレー粉・塩

大根わかめ和え ぎょうざの皮・豚挽肉

牛乳 ごはん・スイカ 牛乳 牛乳・オレンジ・スイカ・精白米 鉄強化味噌・塩

オレンジ 豆乳味噌汁（じゃが芋・白菜） きなこマカロニ じゃが芋・白菜・無調整豆乳・えび・ほたて・玉葱 サラダ油・醤油

シーフードかき揚げ 人参・小麦粉・片栗粉・卵・キャベツ・ホールコーン 砂糖

キャベツのコーン和え ペンネマカロニ・きな粉
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【全国グルメツアー】 岡山県 【ぶっかけうどん】

倉敷市で、食事を早く済ませれるように、ざるうどんをど

んぶりに入れ、たれをその上にかけ具もその上にのせて

出したところ、美味しいと評判になり、お店を開き、名物

倉敷うどんのぶっかけうどんが広まったそうです。

今では改良と研究を重ね、市民に愛されるソールフード

になったそうです。

【世界の料理を知ろう】 インド 【夏野菜カレー】

インド料理に共通する特徴としては、スパイス・油・精製バター、

牛乳と乳製品を多用すること、野菜が主体のシンプルな料理が多

いこと（豆料理など）、料理にはヨーグルトを添えることなどがあげ

られます。また主食は、北インドが小麦粉、南インドが米です。

今回の夏野菜カレーは少しインド風にします。サモサとは、じゃが

芋をつぶし香辛料で味付けし小麦の皮で包み揚げたものです。

インド

世界の料理を知ろう


