
西宮市 保育所事業課  
日

スパゲティ 40 米 50 米 50 米 50 米 50 米 50 うどん(冷) 95 米 50 ロールパン 1個 米 50 米 50 米 50 中華めん(冷) 70 米 50
鶏肉ミンチ 25 大豆(水煮) 18 鶏肉 35 卵 40 豚肉ミンチ 30
にんじん 15 からすかれい50g 1切 豚肉 35 かぼちゃ 45 ぶり50g 1切 牛肉ミンチ 12 にんじん 10 さわら50g 1切 鮭 30 木綿豆腐 60 あじ40g 1切 たまねぎ 40 たまねぎ 12 からすかれい50g 1切
たまねぎ 10 酒 1 たまねぎ 30 鶏肉ミンチ 20 しょうゆ（濃） 1.2 豚肉ミンチ 12 かまぼこ 8 酒 1 たまねぎ 30 豚肉ミンチ 25 しょうが 0.8 にんじん 10 にんじん 5 しょうゆ（濃） 1.5
しめじ 5 塩 0.1 にんじん 5 たまねぎ 30 酒 1.2 しょうが 0.1 ねぎ 2 トマトケチャップ 4 にんじん 20 たまねぎ 25 ウスターソース 2.7 かまぼこ 8 赤パプリカ 3 三温糖 1
ねぎ 4 しょうゆ（濃） 2 しょうが 0.5 にんじん 15 しょうが 1 油 1 干ししいたけ 1 みりん 3 ブロッコリー 20 にんじん 15 三温糖 2.7 干ししいたけ 1 黄パプリカ 3 みりん 1
しょうゆ（淡） 3 みりん 2 しょうゆ（濃） 3.6 さやいんげん 2 片栗粉 5 たまねぎ 35 塩 0.2 しょうゆ（淡） 2 クリームコーン缶 20 ねぎ 2 しょうゆ（濃） 2 みつば 2 ねぎ 3 酒 1
みりん 3 三温糖 1 三温糖 1.8 油 0.5 油 5 にんじん 15 しょうゆ（淡） 3.5 三温糖 1 パセリ(乾) 0.07 干ししいたけ 1 酒 1.8 しょうゆ（淡） 2 しょうが 0.5
油 0.5 みりん 1.8 しょうゆ（濃） 2 ピーマン 6 しょうゆ（濃） 0.5 しょうが 0.5 バター 1 油 0.5 しょうゆ（濃） 2 油 1 小松菜 35

ほうれん草 30 酒 0.45 三温糖 2 ブロッコリー 30 トマト(水煮) 15 みりん 0.1 牛乳 30 しょうが 0.1 チンゲン菜 42 三温糖 1 しょうゆ（濃） 5 にんじん 7
レタス 25 しめじ 5 油 1 片栗粉 1.5 花かつお 0.5 カレールウ 7 かつお・昆布だし 150 小松菜 38 ベシャメルソース 9 八丁味噌 3 しらす干し 5 みりん 1 みそ 2 白ごま 1
絹ごし豆腐 20 花かつお 0.5 かつお・昆布だし 30 しょうゆ（濃） 0.9 ウスターソース 1.5 ホールコーン缶 5 固形ブイヨン 0.5 しょうゆ（濃） 3 しょうゆ（濃） 0.5 酒 0.5 三温糖 2 しょうゆ（濃） 0.9
えのきたけ 5 しょうゆ（濃） 0.7 キャベツ 30 かつお・昆布だし 0.9 しょうゆ（濃） 1 かぼちゃ 45 三温糖 0.8 塩 0.1 三温糖 2 かつお・昆布だし 0.5 片栗粉 1.5 酒 1 ごま油 0.5
わかめ(乾) 0.5 かつお・昆布だし 0.7 しょうゆ（濃） 0.9 チンゲン菜 42 さやいんげん 2 しょうゆ（濃） 0.5 みりん 1 かつお・昆布だし 60 かつお・昆布だし 60 三温糖 0.1
固形ブイヨン 1 かつお・昆布だし 0.9 ごま油 0.5 絹ごし豆腐 25 キャベツ 20 しょうゆ（濃） 1 しょうゆ（淡） 0.5 きゅうり 15 片栗粉 2 かぼちゃ 20 片栗粉 1 鶏がらスープ 0.1
しょうゆ（淡） 0.3 絹ごし豆腐 25 厚揚げ 20 たまねぎ 20 きゅうり 20 三温糖 0.5 みりん 0.3 ハム 10 酒 0.5 白菜 15 はるさめ 3
塩 0.1 たまねぎ 20 じゃが芋 20 三温糖 0.8 ほうれん草 10 ホールコーン缶 5 みりん 0.5 油 0.9 切干大根 3 かつお・昆布だし 75 にんじん 7 きゅうり 20 じゃが芋 45 卵 20

にんじん 10 だいこん 20 しょうゆ（濃） 0.5 もずく（冷） 10 ツナ(水煮) 5 かつお・昆布だし 20 かつお・昆布だし 7 めかぶ（乾） 2 ねぎ 2 ツナ(水煮) 4.5 さやいんげん 2 たまねぎ 20
わかめ(乾) 0.5 白菜 10 しょうゆ（淡） 0.5 しょうが 0.05 油 1.5 白ごま 1 ほうれん草 38 わかめ(乾) 0.5 わかめ(乾) 0.5 しょうゆ（濃） 1 みずな 8
しょうゆ（淡） 3.5 油揚げ 3 みりん 0.3 しょうゆ（淡） 3.5 りんご酢 1 絹ごし豆腐 25 酢 2 かつお・昆布だし 0.65 みそ 6 三温糖 2 三温糖 0.5 えのきたけ 5
塩 0.1 ねぎ 2 かつお・昆布だし 7 塩 0.1 三温糖 1 だいこん 20 三温糖 2 しょうゆ（濃） 0.65 かつお・昆布だし 130 酢 2 みりん 0.5 しょうゆ（淡） 3.5
かつお・昆布だし 130 みそ 6 かつお・昆布だし 130 塩 0.2 にんじん 8 しょうゆ（淡） 0.9 卵 20 しょうゆ（淡） 0.2 かつお・昆布だし 20 塩 0.1

かつお・昆布だし 130 バナナ 50 みつば 3 塩 0.14 油 0.5 塩 0.1 片栗粉 0.5
りんご 1/4個 清美オレンジ 1/4個 しょうゆ（淡） 3.5 ごま油 0.6 三温糖 0.1 かつお・昆布だし 110

塩 0.1 塩 0.1 りんご 1/4個

かつお・昆布だし 130 かつお・昆布だし 2 カラマンダリン 1/2個

清美オレンジ 1/4個 いちご 2個

牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150

（☆）園でお知らせ 1人分 （☆）園でお知らせ 1人分 豆乳（調整） 65 ヨーグルト 1個 食パン・サンドイッチ用 2枚 （☆）園でお知らせ 1人分 （☆）園でお知らせ 1人分 （☆）園でお知らせ 1人分 米 25 国産りんごゼリー 1個 じゃが芋 70 （☆）園でお知らせ 1人分 （☆）園でお知らせ 1人分 （☆）園でお知らせ 1人分
ココア 1.2 （☆）園でお知らせ 0.5人分 いちごジャム 20 小豆(乾) 2 （☆）園でお知らせ 0.5人分 油 5
上白糖 6 さつま芋 15 青のり 0.05
アガー 1.3 塩 0.2 塩 0.1
（☆）園でお知らせ 0.5人分

E/P

日

米 50 米 50 米 50 米 50 うどん(冷) 95 米 50 米 50 ロールパン 1個 米 50 米 50
昆布だし 70 牛肉 35

鶏肉 60 さわら40g 1切 卵 40 しょうゆ（淡） 2 たまねぎ 30 卵 35 鯖40g 1切 豚肉 25 からすかれい50g 1切 牛肉 20
塩 0.1 酒 1 たまねぎ 10 たい 20 にんじん 10 キャベツ 20 しょうが 0.5 大豆(水煮) 18 生レモン果汁 1 たまねぎ 20
無糖ヨーグルト 20 塩 0.1 ベーコン 8 塩 0.1 ねぎ 3 豚肉 15 三温糖 2 じゃが芋 40 塩 0.1 白菜 20
トマトケチャップ 2.5 みりん 1 赤パプリカ 5 酒 1 しょうゆ（淡） 3.5 にんじん 10 みりん 1 たまねぎ 25 焼き豆腐 20
カレー粉 0.2 しょうゆ（濃） 2 エリンギ 5 しょうが 0.5 しょうゆ（濃） 0.5 ピーマン 8 しょうゆ（濃） 1.5 にんじん 20 ひじき(乾) 1.5 にんじん 20
ウスターソース 1.2 たまねぎ 15 牛乳 4 白ごま 1 みりん 0.1 ふ 1.2 油 1 にんじん 10 小松菜 15
しょうゆ（濃） 0.8 にんじん 10 生クリーム 6 さやいんげん 2 塩 0.2 花かつお 0.4 レタス 25 トマトケチャップ 3.5 ベーコン 3 糸こんにゃく 8

えのきたけ 5 油 0.5 かつお・昆布だし 150 油 0.4 きゅうり 20 トマト(水煮) 10 さやいんげん 1 ごぼう 2
キャベツ 15 油 0.5 トマトケチャップ 4 だいこん 20 しょうゆ（濃） 2.5 しらす干し 3 ウスターソース 1 三温糖 0.5 ふ 1.5
アスパラガス 10 大豆(水煮) 10 かぼちゃ 45 三温糖 1.5 酢 1.5 固形ブイヨン 0.5 しょうゆ（濃） 0.9 油 1
ベーコン 5 ブロッコリー 30 じゃが芋 40 にんじん 15 グリンピース(冷) 2 酒 0.8 三温糖 1.5 塩 0.1 みりん 0.8 しょうゆ（濃） 4
ホールコーン缶 5 りんご酢 1.5 塩 0.1 ちくわ 5 しょうゆ（濃） 1 しょうゆ（淡） 0.7 三温糖 1.5 油 0.5 みりん 1
しょうゆ（濃） 0.5 三温糖 1.5 しょうゆ（濃） 0.8 三温糖 0.5 だいこん 20 塩 0.1 酒 0.5 かつお・昆布だし 13 三温糖 2
塩 0.1 塩 0.1 絹ごし豆腐 25 しょうゆ（淡） 0.8 みりん 0.5 白菜 10 ごま油 0.8 酒 2
油 0.1 しょうゆ（淡） 0.3 もずく（冷） 10 三温糖 1 かつお・昆布だし 20 板こんにゃく 5 アスパラガス 15 さつま芋 20 かつお・昆布だし 60

にんじん 10 みりん 0.5 油揚げ 3 そうめん 3 キャベツ 20 たまねぎ 15
じゃが芋 25 だいこん 20 みずな 7 酒 0.3 ねぎ 2 ほうれん草 10 花かつお 0.5 ほうれん草 15 トマト 20
にんじん 15 なめこ 5 ねぎ 2 かつお・昆布だし 20 わかめ(乾) 0.5 にんじん 7 かつお・昆布だし 0.9 板こんにゃく 5 キャベツ 25
たまねぎ 15 油揚げ 3 しょうが 0.05 みそ 6 えのきたけ 5 しょうゆ（濃） 0.9 みそ 6 だいこん 10
大豆(水煮) 10 ねぎ 2 鶏がらスープ 1 鶏肉 20 かつお・昆布だし 130 かまぼこ 5 かつお・昆布だし 130 ホールコーン缶 5
パセリ(乾) 0.07 わかめ(乾) 0.5 しょうゆ（淡） 0.3 たまねぎ 15 しょうゆ（淡） 3 りんご 1/4個 花かつお 0.5
固形ブイヨン 1 みそ 6 塩 0.1 小松菜 10 清美オレンジ 1/4個 塩 0.1 油 1.5
しょうゆ（淡） 0.3 かつお・昆布だし 130 片栗粉 1 しめじ 5 かつお・昆布だし 130 酢 1
塩 0.1 ごぼう 5 三温糖 1

いちご 2個 みそ 5 しょうゆ（淡） 0.2
牛乳 40 塩 0.1
かつお・昆布だし 50

バナナ 50
バナナ 50

牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150

オレンジジュース 40 プリン 1個 ドッグパン 2/3個 （☆）園でお知らせ 1人分 （☆）園でお知らせ 1人分 （☆）園でお知らせ 1人分 無糖ヨーグルト 30 国産ももゼリー 1個 小麦粉 24 （☆）園でお知らせ 1人分
みかん缶 10 （☆）園でお知らせ 0.5人分 油 5.4 生クリーム 5 （☆）園でお知らせ 0.5人分 ベーキングパウダー 0.8
上白糖 4 きな粉 6 スキムミルク 3 上白糖 8
アガー 0.9 上白糖 5 ホットケーキミックス 20 野菜ジュース 20
（☆）園でお知らせ 0.5人分 塩 0.01 ねりごま 8 油 1.3

上白糖 8
白ごま 1

E/P

11日(火) 12日(水) 13日(木) 14日(金) 15日(土) 17日(月)

令和5年 4 月 献 立 表 （ 3 歳 以 上 児 ）
1日(土) 3日(月) 4日(火) 5日(水) 6日(木) 7日(金) 8日(土) 10日(月)

木の葉丼 じゃーじゃー麺 ごはん
レタスのスープ 白身魚の照り焼き 豚肉のしょうが焼き かぼちゃのそぼろ煮 ぶりのたつた揚げ 野菜サラダ かぼちゃの甘煮

大豆のキーマカレーライス かやくうどん ごはん パン ごはん ごはん和風スパゲティ ごはん ごはん ごはん ごはん
煮魚さわらのあかね焼き 鮭のシチュー

ほうれん草のおかか和え キャベツの割り醤油和え チンゲン菜の炒め煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え オレンジ 小松菜の炒め煮 めかぶのサラダ
マーボー豆腐 あじのソース煮 春雨の酢の物 じゃが芋の含め煮
なたね和え チンゲン菜のしらす和え りんご 小松菜のナムル

すまし汁 みそ汁 バナナ もずく入りすまし汁 かきたま汁
りんご

すまし汁 いちご みそ汁
春みかんオレンジ

材
料
名
・
数
量

(

g

)

お
や
つ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

昼
食

牛乳
（☆） （☆） 豆乳ココアゼリーと（☆） ヨーグルトと（☆） いちごジャムサンド （☆） （☆） （☆） さつま芋入り赤飯

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
国産りんごゼリーと（☆） 新じゃがのフライドポテト （☆） （☆） （☆）

材
料
名
・
数
量

(

g

)

428kcal/16.8g 490kcal/21.8g 522kcal/20.9g 574kcal/18.5g 704kcal/29.5g 554kcal/17.6g

27日(木) 28日(金)

418kcal/15.8g 501kcal/22.6g

18日(火) 19日(水) 20日(木) 21日(金) 22日(土) 24日(月) 25日(火) 26日(水)

392kcal/17.5g 527kcal/21.5g 570kcal/25.9g 551kcal/21.8g 473kcal/21.1g 517kcal/16.6g

ローストチキンカレーソース さわらのホイル焼き オムレツ ごもく煮豆 かぼちゃの甘煮 フーチャンプルー さばの照り煮
ごはん ごはん パン ごはん ごはんごはん ごはん ごはん たいめし 肉うどん

ポークビーンズ 白身魚の塩焼き
アスパラのソテー ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの甘酢和え 新じゃがの粉ふき芋 飛鳥汁 みそ汁 レタスとしらすのサラダ 春野菜のおかか和え ひじきの炒め煮

すきやき風煮
トマトサラダ

たっぷり野菜と大豆のスープ みそ汁 もずくスープ バナナ
いちご

オレンジ すまし汁 りんご みそ汁 バナナ

材
料
名
・
数
量

(

g

)

お
や
つ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

昼
食

オレンジゼリーと（☆） プリンと（☆） 揚げパン（きなこ又は砂糖がけ） （☆） （☆） （☆） ごまヨーグルトケーキ 国産ももゼリーと（☆） 野菜蒸しパン
牛乳 牛乳 牛乳

（☆）

材
料
名
・
数
量

(

g

)

513kcal/24.0g 564kcal/23.6g 633kcal/21.9g 560kcal/22.2g 455kcal/15.7g 507kcal/19.2g 614kcal/25.2g 522kcal/19.8g 520kcal/22.7g 571kcal/16.2g

＊（☆）マークで表している献立名及び内容は、各保育所からお知らせします。

「一人分」は100～200kcal相当のおやつを提供します。

＊不足しがちな栄養素（ビタミン、鉄等）を補うため、お米に、強化米を加えて

炊飯しています。

＊献立表は前月末に、西宮市のホームページに掲載しています。

＊天候等により食材の一部が変更になる場合があります。

＊給食に使用している食材の産地については、西宮市のホーム

ページ「公立保育所給食食材の産地情報」で確認できます。

3歳以上児 4月統一献立平均

エネルギー/528kcal、たんぱく質/20.8g、脂質/14.5g、ビタミンA/218μg

ビタミンB1/0.57mg、ビタミンB2/0.47mg、ビタミンC/37mg

食物繊維/4.0g、食塩相当量/1.6g、鉄/2.5mg、カルシウム/264ｍｇ

公立保育所の給食について

「給食を食べる」という体験を通して、将来にわたり健康的な食生活を営む力を培う

ことを願い、実施しています。

・よく噛んで食べる ・いろいろな食材や味を体験する

・食事のマナーを知る ・食べ物の旬や名前、栄養を知る

・友達と食事を楽しみあう ・食事を作ってくれた人への感謝の気持ちを育てる

などを目標に、衛生面に気を配りながら、安全・安心でおいしい給食の提供をこころ

がけています。

☆ 献立表について ☆

公立保育所では、子供の生活状況、栄養状況を把握・評価し、管理栄養士が給与

栄養目標量（※）を設定し、食事の計画を作成しています。

事前に献立表を配信しますので、ご家庭の献立や食事づくりの参考にご活用下さ

い。また、献立表の右下には公立保育所の給食に関する情報等を掲載しています。

（※）給与栄養目標量 保育所給食（昼食・おやつ）で摂りたい栄養量のこと

☆ 主食（ごはん・パン）について☆

米50ｇ…ごはん1１０ｇ程度 ロールパン1個…50g程度

↓西宮市HP↓



西宮市 保育所事業課  
日

スパゲティ 30 米 40 米 40 米 40 米 40 米 40 うどん(冷) 85 米 40 ロールパン 1個 米 40 米 40 米 40 中華めん(冷) 60 米 40
鶏肉ミンチ 22.5 大豆(水煮) 16.2 鶏肉 31.5 卵 36 豚肉ミンチ 27
にんじん 13.5 からすかれい40g 1切 豚肉 31.5 かぼちゃ 40.5 ぶり40g 1切 牛肉ミンチ 10.8 にんじん 9 さわら40g 1切 鮭 27 木綿豆腐 54 あじ40g 1切 たまねぎ 36 たまねぎ 10.8 からすかれい40g 1切
たまねぎ 9 酒 0.9 たまねぎ 27 鶏肉ミンチ 18 しょうゆ（濃） 1.08 豚肉ミンチ 10.8 かまぼこ 7.2 酒 0.9 たまねぎ 27 豚肉ミンチ 22.5 しょうが 0.72 にんじん 9 にんじん 4.5 しょうゆ（濃） 1.35
しめじ 4.5 塩 0.09 にんじん 4.5 たまねぎ 27 酒 1.08 しょうが 0.09 ねぎ 1.8 トマトケチャップ 3.6 にんじん 18 たまねぎ 22.5 ウスターソース 2.43 かまぼこ 7.2 赤パプリカ 2.7 三温糖 0.9
ねぎ 3.6 しょうゆ（濃） 1.8 しょうが 0.45 にんじん 13.5 しょうが 0.9 油 0.9 干ししいたけ 0.9 みりん 2.7 ブロッコリー 18 にんじん 13.5 三温糖 2.43 干ししいたけ 0.9 黄パプリカ 2.7 みりん 0.9
しょうゆ（淡） 2.7 みりん 1.8 しょうゆ（濃） 3.24 さやいんげん 1.8 片栗粉 4.5 たまねぎ 31.5 塩 0.18 しょうゆ（淡） 1.8 クリームコーン缶 18 ねぎ 1.8 しょうゆ（濃） 1.8 みつば 1.8 ねぎ 2.7 酒 0.9
みりん 2.7 三温糖 0.9 三温糖 1.62 油 0.45 油 4.5 にんじん 13.5 しょうゆ（淡） 3.15 三温糖 0.9 パセリ(乾) 0.06 干ししいたけ 0.9 酒 1.62 しょうゆ（淡） 1.8 しょうが 0.45
油 0.45 みりん 1.62 しょうゆ（濃） 1.8 ピーマン 5.4 しょうゆ（濃） 0.45 しょうが 0.45 バター 0.9 油 0.45 しょうゆ（濃） 1.8 油 0.9 小松菜 31.5

ほうれん草 27 酒 0.41 三温糖 1.8 ブロッコリー 27 トマト(水煮) 13.5 みりん 0.09 牛乳 27 しょうが 0.09 チンゲン菜 37.8 三温糖 0.9 しょうゆ（濃） 4.5 にんじん 6.3
レタス 22.5 しめじ 4.5 油 0.9 片栗粉 1.35 花かつお 0.5 カレールウ 6 かつお・昆布だし 135 小松菜 34.2 ベシャメルソース 8.1 八丁味噌 2.7 しらす干し 4.5 みりん 0.9 みそ 1.8 白ごま 0.9
絹ごし豆腐 18 花かつお 0.5 かつお・昆布だし 27 しょうゆ（濃） 0.81 ウスターソース 1.35 ホールコーン缶 4.5 固形ブイヨン 0.45 しょうゆ（濃） 2.7 しょうゆ（濃） 0.45 酒 0.45 三温糖 1.8 しょうゆ（濃） 0.81
えのきたけ 4.5 しょうゆ（濃） 0.63 キャベツ 27 かつお・昆布だし 0.81 しょうゆ（濃） 0.9 かぼちゃ 40.5 三温糖 0.72 塩 0.09 三温糖 1.8 かつお・昆布だし 0.45 片栗粉 1.35 酒 0.9 ごま油 0.45
わかめ(乾) 0.45 かつお・昆布だし 0.63 しょうゆ（濃） 0.81 チンゲン菜 37.8 さやいんげん 1.8 しょうゆ（濃） 0.45 みりん 0.9 かつお・昆布だし 54 かつお・昆布だし 54 三温糖 0.09
固形ブイヨン 0.9 かつお・昆布だし 0.81 ごま油 0.45 絹ごし豆腐 22.5 キャベツ 18 しょうゆ（濃） 0.9 しょうゆ（淡） 0.45 きゅうり 13.5 片栗粉 1.8 かぼちゃ 18 片栗粉 0.9 鶏がらスープ 0.09
しょうゆ（淡） 0.27 絹ごし豆腐 22.5 厚揚げ 18 たまねぎ 18 きゅうり 18 三温糖 0.45 みりん 0.27 ハム 9 酒 0.45 白菜 13.5 はるさめ 2.7
塩 0.09 たまねぎ 18 じゃが芋 18 三温糖 0.72 ほうれん草 9 ホールコーン缶 4.5 みりん 0.45 油 0.81 切干大根 2.7 かつお・昆布だし 67.5 にんじん 6.3 きゅうり 18 じゃが芋 40.5 卵 18

にんじん 9 だいこん 18 しょうゆ（濃） 0.45 もずく（冷） 9 ツナ(水煮) 4.5 かつお・昆布だし 18 かつお・昆布だし 6.3 めかぶ（乾） 1.8 ねぎ 1.8 ツナ(水煮) 4.1 さやいんげん 1.8 たまねぎ 18
わかめ(乾) 0.45 白菜 9 しょうゆ（淡） 0.45 しょうが 0.05 油 1.35 白ごま 0.9 ほうれん草 34.2 わかめ(乾) 0.45 わかめ(乾) 0.45 しょうゆ（濃） 0.9 みずな 7.2
しょうゆ（淡） 3.15 油揚げ 2.7 みりん 0.27 しょうゆ（淡） 3.15 りんご酢 0.9 絹ごし豆腐 22.5 酢 1.8 かつお・昆布だし 0.59 みそ 5.4 三温糖 1.8 三温糖 0.45 えのきたけ 4.5
塩 0.09 ねぎ 1.8 かつお・昆布だし 6.3 塩 0.09 三温糖 0.9 だいこん 18 三温糖 1.8 しょうゆ（濃） 0.59 かつお・昆布だし 117 酢 1.8 みりん 0.45 しょうゆ（淡） 3.15
かつお・昆布だし 117 みそ 5.4 かつお・昆布だし 117 塩 0.18 にんじん 7.2 しょうゆ（淡） 0.81 卵 18 しょうゆ（淡） 0.18 かつお・昆布だし 18 塩 0.09

かつお・昆布だし 117 バナナ 40 みつば 2.7 塩 0.126 油 0.45 塩 0.09 片栗粉 0.45
りんご 1/6個 清美オレンジ 1/4個 しょうゆ（淡） 3.15 ごま油 0.54 三温糖 0.09 かつお・昆布だし 99

塩 0.09 塩 0.09 りんご 1/6個

かつお・昆布だし 117 かつお・昆布だし 1.8 カラマンダリン 1/4個

清美オレンジ 1/4個 いちご 2個

牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150

（☆）園でお知らせ 0.9人分 （☆）園でお知らせ 0.9人分 豆乳（調整） 58.5 ヨーグルト 1個 食パン・サンドイッチ用 1.5枚 （☆）園でお知らせ 0.9人分 （☆）園でお知らせ 0.9人分 （☆）園でお知らせ 0.9人分 米 22.5 国産りんごゼリー 1個 じゃが芋 63 （☆）園でお知らせ 0.9人分 （☆）園でお知らせ 0.9人分 （☆）園でお知らせ 0.9人分

ココア 1.1 （☆）園でお知らせ 0.45人分 いちごジャム 15 小豆(乾) 1.8 （☆）園でお知らせ 0.45人分 油 4.5
上白糖 5.4 さつま芋 13.5 青のり 0.05
アガー 1.2 塩 0.18 塩 0.09

E/P

日

米 40 米 40 米 40 米 40 うどん(冷) 85 米 40 米 40 ロールパン 1個 米 40 米 40
昆布だし 63 牛肉 31.5

鶏肉 54 さわら40g 1切 卵 36 しょうゆ（淡） 1.8 たまねぎ 27 卵 31.5 赤魚40g 1切 豚肉 22.5 からすかれい40g 1切 牛肉 18
塩 0.09 酒 0.9 たまねぎ 9 たい 18 にんじん 9 キャベツ 18 しょうが 0.45 大豆(水煮) 16.2 生レモン果汁 0.9 たまねぎ 18
無糖ヨーグルト 18 塩 0.09 ベーコン 7.2 塩 0.09 ねぎ 2.7 豚肉 13.5 三温糖 1.8 じゃが芋 36 塩 0.09 白菜 18
トマトケチャップ 2.3 みりん 0.9 赤パプリカ 4.5 酒 0.9 しょうゆ（淡） 3.15 にんじん 9 みりん 0.9 たまねぎ 22.5 焼き豆腐 18
カレー粉 0.18 しょうゆ（濃） 1.8 エリンギ 4.5 しょうが 0.45 しょうゆ（濃） 0.45 ピーマン 7.2 しょうゆ（濃） 1.35 にんじん 18 ひじき(乾) 1.35 にんじん 18
ウスターソース 1.08 たまねぎ 13.5 牛乳 3.6 白ごま 0.9 みりん 0.09 ふ 1.1 油 0.9 にんじん 9 小松菜 13.5
しょうゆ（濃） 0.72 にんじん 9 生クリーム 5.4 さやいんげん 1.8 塩 0.18 花かつお 0.4 レタス 22.5 トマトケチャップ 3.2 ベーコン 2.7 糸こんにゃく 7.2

えのきたけ 4.5 油 0.45 かつお・昆布だし 135 油 0.36 きゅうり 18 トマト(水煮) 9 さやいんげん 0.9 ごぼう 1.8
キャベツ 13.5 油 0.45 トマトケチャップ 3.6 だいこん 18 しょうゆ（濃） 2.25 しらす干し 2.7 ウスターソース 0.9 三温糖 0.45 ふ 1.4
アスパラガス 9 大豆(水煮) 9 かぼちゃ 40.5 三温糖 1.35 酢 1.35 固形ブイヨン 0.45 しょうゆ（濃） 0.81 油 0.9
ベーコン 4.5 ブロッコリー 27 じゃが芋 36 にんじん 13.5 グリンピース(冷) 1.8 酒 0.72 三温糖 1.35 塩 0.09 みりん 0.72 しょうゆ（濃） 3.6
ホールコーン缶 4.5 りんご酢 1.35 塩 0.09 ちくわ 4.5 しょうゆ（濃） 0.9 しょうゆ（淡） 0.63 三温糖 1.35 油 0.45 みりん 0.9
しょうゆ（濃） 0.45 三温糖 1.35 しょうゆ（濃） 0.72 三温糖 0.45 だいこん 18 塩 0.09 酒 0.45 かつお・昆布だし 11.7 三温糖 1.8
塩 0.09 塩 0.09 絹ごし豆腐 22.5 しょうゆ（淡） 0.72 みりん 0.45 白菜 9 ごま油 0.72 酒 1.8
油 0.09 しょうゆ（淡） 0.27 もずく（冷） 9 三温糖 0.9 かつお・昆布だし 18 板こんにゃく 4.5 アスパラガス 13.5 さつま芋 18 かつお・昆布だし 54

にんじん 9 みりん 0.45 油揚げ 2.7 そうめん 2.7 キャベツ 18 たまねぎ 13.5
じゃが芋 22.5 だいこん 18 みずな 6.3 酒 0.27 ねぎ 1.8 ほうれん草 9 花かつお 0.5 ほうれん草 13.5 トマト 18
にんじん 13.5 なめこ 4.5 ねぎ 1.8 かつお・昆布だし 18 わかめ(乾) 0.45 にんじん 6.3 かつお・昆布だし 0.81 板こんにゃく 4.5 キャベツ 22.5
たまねぎ 13.5 油揚げ 2.7 しょうが 0.05 みそ 5.4 えのきたけ 4.5 しょうゆ（濃） 0.81 みそ 5.4 だいこん 9
大豆(水煮) 9 ねぎ 1.8 鶏がらスープ 0.9 鶏肉 18 かつお・昆布だし 117 かまぼこ 4.5 かつお・昆布だし 117 ホールコーン缶 4.5
パセリ(乾) 0.06 わかめ(乾) 0.45 しょうゆ（淡） 0.27 たまねぎ 13.5 しょうゆ（淡） 2.7 りんご 1/6個 花かつお 0.5
固形ブイヨン 0.9 みそ 5.4 塩 0.09 小松菜 9 清美オレンジ 1/4個 塩 0.09 油 1.35
しょうゆ（淡） 0.27 かつお・昆布だし 117 片栗粉 0.9 しめじ 4.5 かつお・昆布だし 117 酢 0.9
塩 0.09 ごぼう 4.5 三温糖 0.9

いちご 2個 みそ 4.5 しょうゆ（淡） 0.18
牛乳 36 塩 0.09
かつお・昆布だし 45

バナナ 40
バナナ 40

牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150 牛乳 150

オレンジジュース 36 プリン 1個 ドッグパン 2/3個 （☆）園でお知らせ 0.9人分 （☆）園でお知らせ 0.9人分 （☆）園でお知らせ 0.9人分 無糖ヨーグルト 27 国産ももゼリー 1個 小麦粉 21.6 （☆）園でお知らせ 0.9人分

みかん缶 9 （☆）園でお知らせ 0.45人分 油 4.9 生クリーム 4.5 （☆）園でお知らせ 0.45人分 ベーキングパウダー 0.7
上白糖 3.6 きな粉 5.4 スキムミルク 2.7 上白糖 7.2
アガー 0.8 上白糖 4.5 ホットケーキミックス 18 野菜ジュース 18
（☆）園でお知らせ 0.45人分 塩 0.01 ねりごま 7.2 油 1.17

上白糖 7.2
白ごま 0.9

E/P

材
料
名
・
数
量

(

g

)

454kcal/21.6g 518kcal/22.4g 571kcal/20.0g 492kcal/19.9g 418kcal/14.6g 449kcal/17.4g 509kcal/23.3g 460kcal/17.7g 454kcal/19.4g 502kcal/14.6g

国産ももゼリーと（☆） 野菜蒸しパン （☆）
牛乳 牛乳 牛乳

プリンと（☆） 揚げパン（きなこ又は砂糖がけ） （☆） （☆） （☆） ごまヨーグルトケーキオレンジゼリーと（☆）

たっぷり野菜と大豆のスープ みそ汁 みそ汁 バナナ

牛乳 牛乳 牛乳

もずくスープ バナナ

材
料
名
・
数
量

(

g

)

お
や
つ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

昼
食

いちご

ごはん ごはん ごはん たいめし 肉うどん ごはん ごはん パン

ひじきの炒め煮 トマトサラダみそ汁 レタスとしらすのサラダ 春野菜のおかか和え
オレンジ すまし汁 りんご

アスパラのソテー ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの甘酢和え 新じゃがの粉ふき芋 飛鳥汁

ごはん ごはん
ローストチキンカレーソース さわらのホイル焼き オムレツ ごもく煮豆 かぼちゃの甘煮 フーチャンプルー 白身魚の照り煮 ポークビーンズ 白身魚の塩焼き すきやき風煮

504kcal/23.3g 491kcal/19.9g 421kcal/19.8g 450kcal/15.2g 380kcal/14.5g 433kcal/19.5g

18日(火) 19日(水) 20日(木) 21日(金) 22日(土) 24日(月) 25日(火) 26日(水) 27日(木) 28日(金)

材
料
名
・
数
量

(

g

)

372kcal/14.8g 420kcal/18.6g 417kcal/18.9g 511kcal/16.8g 582kcal/24.9g 492kcal/15.7g 362kcal/16.2g 461kcal/18.5g

（☆） （☆）ヨーグルトと（☆） いちごジャムサンド （☆） （☆） （☆） さつま芋入り赤飯 国産りんごゼリーと（☆） 新じゃがのフライドポテト （☆）

春みかん

材
料
名
・
数
量

(

g

)

お
や
つ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
（☆） （☆） 豆乳ココアゼリー

りんご オレンジ

なたね和え チンゲン菜のしらす和え りんご 小松菜のナムル
すまし汁 みそ汁 バナナ もずく入りすまし汁 すまし汁 いちご みそ汁 かきたま汁
ほうれん草のおかか和え キャベツの割り醤油和え チンゲン菜の炒め煮

13日(木) 14日(金) 15日(土) 17日(月)

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和え オレンジ 小松菜の炒め煮 めかぶのサラダ
野菜サラダ かぼちゃの甘煮 さわらのあかね焼き 鮭のシチュー

パン ごはん ごはん 木の葉丼 じゃーじゃー麺 ごはん
マーボー豆腐 あじのソース煮 春雨の酢の物 じゃが芋の含め煮 煮魚

昼
食

和風スパゲティ ごはん ごはん ごはん ごはん 大豆のキーマカレーライス かやくうどん ごはん
レタスのスープ 白身魚の照り焼き 豚肉のしょうが焼き かぼちゃのそぼろ煮 ぶりのたつた揚げ

令和5年 4 月 献 立 表 （ 未 満 児 ）
1日(土) 3日(月) 4日(火) 5日(水) 6日(木) 7日(金) 8日(土) 10日(月) 11日(火) 12日(水)

＊（☆）マークで表している献立名および内容は、各保育所からお知らせします。
「1人分」は100～200kcal相当のおやつを提供します。
＊不足しがちな栄養素（ビタミン、鉄等）を補うため、お米に、強化米を加えて

炊飯しています
＊献立表は前月末に、西宮市のホームページに掲載しています。
＊天候等により食材の一部が変更になる場合があります。
＊給食に使用している食材の産地については、西宮市のホームページ

「公立保育所給食食材の産地情報」で確認できます。

【3歳未満児 4月統一献立平均】

エネルギー/463kcal、たんぱく質/18.6g、脂質/13.3g、ビタミンA/201μg

ビタミンB1/0.48mg、ビタミンB2/0.44mg、ビタミンC/33mg

食物繊維/3.5g、食塩相当量/1.5g、鉄/2.０mg、カルシウム/255ｍｇ

公立保育所の給食について

☆ 牛乳の提供について ☆

未満児は、牛乳を2回に分けて飲んでいます（午前50ml、おやつ時100ml）

☆主食（ごはん・パン）について☆

米40g…ごはん90g程度 ロールパン1個…40g程度

「給食を食べる」という体験を通して、将来にわたり健康的な食生活を営む力を培う

ことを願い、実施しています。

・よく噛んで食べる ・いろいろな食材や味を体験する

・食事のマナーを知る ・食べ物の旬や名前、栄養を知る

・友達と食事を楽しみあう ・食事を作ってくれた人への感謝の気持ちを育てる

などを目標に、衛生面に気を配りながら、安全・安心でおいしい給食の提供をここ

ろがけています。

☆ 献立表について ☆

公立保育所では、子供の生活状況、栄養状況を把握・評価し、管理栄養士が給与

栄養目標量（※）を設定し、食事の計画を作成しています。

事前に献立表を配信しますので、ご家庭の献立や食事づくりの参考にご活用下さ

い。また、献立表の右下には公立保育所の給食に関する情報等を掲載しています。

（※）給与栄養目標量 保育所給食（昼食・おやつ）で摂りたい栄養量のこと

↓西宮市HP↓



西宮市 保育所事業課

日 1日(土) 3日(月) 4日(火) 5日(水) 6日(木) 7日(金) 8日(土) 10日(月) 11日(火) 12日(水) 13日(木) 14日(金) 15日(土) 17日(月)

野菜入りすりつぶし粥 おかゆ おかゆ おかゆ おかゆ おかゆ しらすうどんのトロトロ煮 おかゆ おかゆ おかゆ おかゆ おかゆ しらすのすりつぶし粥 おかゆ

豆腐とレタスのトロトロ煮 かれいのつぶし煮 しらすと野菜のつぶし煮 豆腐とかぼちゃのつぶし煮 たいのつぶし煮 豆腐と野菜のトロトロ煮 かぼちゃのつぶし煮 たらのつぶし煮 鮭と野菜のミルク煮 豆腐と野菜のトロトロ煮 たいのつぶし煮 豆腐と野菜のトロトロ煮 じゃが芋のつぶし煮 かれいのつぶし煮

ほうれん草のつぶし煮 キャベツのつぶし煮 チンゲン菜のつぶし煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのつぶし煮 キャベツときゅうりのおろし煮 小松菜のつぶし煮 きゅうりのおろし煮 ほうれん草のつぶし煮 チンゲン菜としらすのつぶし煮 きゅうりのおろし煮 小松菜と人参のつぶし煮

豆腐と野菜のトロトロ煮 野菜のだし汁 つぶしバナナ 豆腐と野菜のトロトロ煮 オレンジ 豆腐と野菜のトロトロ煮 いちごの果汁 野菜のだし汁 すりおろしりんご 野菜のだし汁

すりおろしりんご オレンジ 春みかんの果汁

米 米 米 米 米 米 うどん(冷) 米 米 米 米 米 米 米

にんじん しらす干し しらす干し

たまねぎ からすかれい しらす干し 絹ごし豆腐 たい 絹ごし豆腐 にんじん たら 鮭 木綿豆腐 たい 絹ごし豆腐 たまねぎ からすかれい

かつお・昆布だし かつお・昆布だし たまねぎ かぼちゃ かつお・昆布だし たまねぎ かつお・昆布だし かつお・昆布だし たまねぎ たまねぎ かつお・昆布だし たまねぎ にんじん かつお・昆布だし

にんじん たまねぎ にんじん にんじん にんじん にんじん かつお・昆布だし

レタス ほうれん草 かつお・昆布だし にんじん ブロッコリー かつお・昆布だし かぼちゃ 小松菜 ブロッコリー かつお・昆布だし チンゲン菜 かつお・昆布だし 小松菜

絹ごし豆腐 かつお・昆布だし かつお・昆布だし かつお・昆布だし かつお・昆布だし かつお・昆布だし 育児用ミルク しらす干し じゃが芋 にんじん

かつお・昆布だし キャベツ キャベツ ほうれん草 かつお・昆布だし きゅうり かつお・昆布だし かつお・昆布だし

絹ごし豆腐 かつお・昆布だし チンゲン菜 絹ごし豆腐 きゅうり 絹ごし豆腐 きゅうり かつお・昆布だし かつお・昆布だし

たまねぎ かつお・昆布だし たまねぎ かつお・昆布だし だいこん かつお・昆布だし かぼちゃ たまねぎ

にんじん じゃが芋 ほうれん草 にんじん いちご 白菜 りんご かつお・昆布だし

かつお・昆布だし だいこん バナナ かつお・昆布だし 清美オレンジ かつお・昆布だし にんじん

白菜 かつお・昆布だし カラマンダリン

りんご かつお・昆布だし 清美オレンジ

ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク

育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク

日 18日(火) 19日(水) 20日(木) 21日(金) 22日(土) 24日(月) 25日(火) 26日(水) 27日(木) 28日(金)

おかゆ おかゆ おかゆ たいのすりつぶし粥 しらすうどんのトロトロ煮 おかゆ おかゆ おかゆ おかゆ おかゆ

豆腐のトロトロ煮 たらのつぶし煮 玉ねぎのつぶし煮 大根と人参のつぶし煮 かぼちゃのつぶし煮 豆腐と野菜のトロトロ煮 たらのつぶし煮 豆腐と野菜のトロトロ煮 かれいのつぶし煮 豆腐と野菜のトロトロ煮

キャベツのつぶし煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのつぶし煮 新じゃが芋のつぶし煮 野菜のだし汁 野菜のだし汁 レタスときゅうりのおろし煮 キャベツのつぶし煮 人参のつぶし煮 キャベツと大根のつぶし煮

野菜のだし汁 野菜のだし汁 豆腐と野菜のトロトロ煮 つぶしバナナ オレンジ そうめんと野菜のトロトロ煮 すりおろしりんご 野菜のだし汁 つぶしバナナ

いちごの果汁

米 米 米 米 うどん(冷) 米 米 米 米 米

たい しらす干し

絹ごし豆腐 たら たまねぎ 昆布だし たまねぎ 絹ごし豆腐 たら 絹ごし豆腐 からすかれい 焼き豆腐

かつお・昆布だし かつお・昆布だし かつお・昆布だし にんじん キャベツ かつお・昆布だし じゃが芋 かつお・昆布だし たまねぎ

だいこん かつお・昆布だし にんじん たまねぎ 白菜

キャベツ ブロッコリー じゃが芋 にんじん かつお・昆布だし レタス にんじん にんじん にんじん

かつお・昆布だし かつお・昆布だし かつお・昆布だし かつお・昆布だし かぼちゃ きゅうり かつお・昆布だし かつお・昆布だし 小松菜

かつお・昆布だし だいこん しらす干し かつお・昆布だし

じゃが芋 だいこん 絹ごし豆腐 たまねぎ 白菜 かつお・昆布だし キャベツ さつま芋

にんじん かつお・昆布だし にんじん 小松菜 かつお・昆布だし かつお・昆布だし たまねぎ キャベツ

たまねぎ かつお・昆布だし かつお・昆布だし そうめん ほうれん草 だいこん

かつお・昆布だし いちご 清美オレンジ ほうれん草 りんご かつお・昆布だし かつお・昆布だし

バナナ にんじん

かつお・昆布だし バナナ

ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク

育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク
材
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名
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令和5年 4 月 献 立 表 （ 離 乳 初 期 ）

◇離乳食の開始時期

生後5～6ヶ月頃が適当とされています。

◇離乳食開始時期の発達の目安

①首のすわりがしっかりして寝返りができ、5秒以上座れる。

②スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる。

③食べ物に興味を示す、などです。

◇保育園でよく使う食材

※この時期は離乳食の舌触りや味に慣れさせることが主な目的です。

主にエネルギーとなるもの…米、うどん、じゃがいも

主に体をつくるもととなるもの…からすかれい、鮭、豆腐、しらす

主に体の調子を整えるもの

…にんじん、たまねぎ、ほうれん草、小松菜、チンゲン菜、

白菜、しろな、キャベツ、かぼちゃ、ブロッコリー、

きゅうり、りんご、バナナ、オレンジ、みかん

◇食材の使い方 ペースト状にしましょう。

最初はポタージュくらい、慣れてきたらジャムくらいのかたさ

にしましょう。

根菜…すりおろしたり、軟らかくしてつぶしたりしましょう。

葉物…葉先の軟らかい部分を小さく刻んで軟らかく煮ましょう。

果物…すりおろしたり、つぶして軟らかく煮るなどしましょう。

♪電子レンジで下ゆでしたり、圧力鍋を使うと時間短縮できます♪

＊献立表は前月末に、西宮市のホームページに掲載しています。

＊天候等により食材の一部が変更になる場合があります。

＊給食に使用している食材の産地については、西宮市のホーム

ページ「公立保育所給食食材の産地情報」で確認できます。

↓西宮市HP↓



西宮市 保育所事業課
日 1日(土) 3日(月) 4日(火) 5日(水) 6日(木) 7日(金) 8日(土) 10日(月) 11日(火) 12日(水) 13日(木) 14日(金) 15日(土) 17日(月)

鶏そぼろ粥 おかゆ おかゆ おかゆ おかゆ おかゆ かやくうどんのやわらか煮 おかゆ パン粥 おかゆ おかゆ おかゆ おじや おかゆ

レタスのスープ 煮魚 しらすと野菜のうま煮 かぼちゃのそぼろ煮 煮魚 豆腐と野菜のトマト煮 かぼちゃの甘煮 煮魚 鮭と野菜のミルク煮 豆腐と野菜のみそ炒め煮 煮魚 卵とじ じゃが芋の含め煮 煮魚
ほうれん草のおかか煮 キャベツの割り醤油和え チンゲン菜の炒め煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか煮 野菜サラダ 小松菜の炒め煮 きゅうりのサラダ なたね和え チンゲン菜のしらす煮 春雨の酢の物 小松菜のナムル

すまし汁 みそ汁 バナナ すまし汁 オレンジ すまし汁 いちご みそ汁 りんご かきたま汁

りんご オレンジ 春みかん

米 米 米 米 米 米 うどん(冷) 米 ロールパン 米 米 米 米 米

鶏肉ミンチ 鶏肉ミンチ 育児用ミルク しらす干し

にんじん からすかれい しらす干し かぼちゃ たい 絹ごし豆腐 にんじん たら 木綿豆腐 たい 卵　＊ たまねぎ からすかれい

たまねぎ しょうゆ（濃） たまねぎ 鶏肉ミンチ しょうゆ（濃） たまねぎ ねぎ しょうゆ（濃） 鮭 たまねぎ しょうゆ（濃） たまねぎ にんじん しょうゆ（濃）

ねぎ 三温糖 にんじん たまねぎ 三温糖 にんじん しょうゆ（淡） 三温糖 たまねぎ にんじん 三温糖 にんじん 赤パプリカ 三温糖

しょうゆ（淡） かつお・昆布だし しょうゆ（濃） にんじん かつお・昆布だし ピーマン しょうゆ（濃） かつお・昆布だし にんじん ねぎ かつお・昆布だし みつば 黄パプリカ かつお・昆布だし

三温糖 三温糖 しょうゆ（濃） トマト(水煮) かつお・昆布だし ブロッコリー 油 しょうゆ（濃） ねぎ

かつお・昆布だし ほうれん草 かつお・昆布だし 三温糖 ブロッコリー 三温糖 小松菜 育児用ミルク しょうゆ（濃） チンゲン菜 三温糖 しょうゆ（濃） 小松菜

花かつお 片栗粉 花かつお アレルギー用ブイヨン かぼちゃ 三温糖 アレルギー用ブイヨン 三温糖 しらす干し 片栗粉 かつお・昆布だし にんじん

レタス しょうゆ（濃） キャベツ かつお・昆布だし しょうゆ（濃） しょうゆ（濃） しょうゆ（濃） 片栗粉 みそ しょうゆ（濃） かつお・昆布だし 白ごま

絹ごし豆腐 かつお・昆布だし しょうゆ（濃） かつお・昆布だし キャベツ 三温糖 かつお・昆布だし かつお・昆布だし かつお・昆布だし じゃが芋 しょうゆ（濃）

わかめ(乾) かつお・昆布だし チンゲン菜 きゅうり かつお・昆布だし 油 きゅうり 片栗粉 はるさめ しょうゆ（濃） ごま油
アレルギー用ブイヨン 絹ごし豆腐 しょうゆ（濃） 絹ごし豆腐 ツナ(水煮) 白ごま かぼちゃ きゅうり 三温糖 三温糖

たまねぎ じゃが芋 三温糖 たまねぎ 油 絹ごし豆腐 酢 ほうれん草 白菜 ツナ(水煮) かつお・昆布だし

にんじん だいこん かつお・昆布だし ほうれん草 りんご酢 だいこん 三温糖 かつお・昆布だし にんじん わかめ(乾) 卵　＊

わかめ(乾) 白菜 ごま油 しょうゆ（淡） 三温糖 にんじん しょうゆ（淡） しょうゆ（濃） ねぎ 三温糖 たまねぎ

しょうゆ（淡） ねぎ かつお・昆布だし みつば ごま油 卵　＊ わかめ(乾) 酢 みずな

かつお・昆布だし みそ バナナ 清美オレンジ しょうゆ（淡） 油 みそ しょうゆ（淡） しょうゆ（淡）

かつお・昆布だし かつお・昆布だし 三温糖 かつお・昆布だし 片栗粉

りんご 塩 りんご かつお・昆布だし

清美オレンジ かつお・昆布だし

カラマンダリン

いちご

ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク

育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク

日 18日(火) 19日(水) 20日(木) 21日(金) 22日(土) 24日(月) 25日(火) 26日(水) 27日(木) 28日(金)

おかゆ おかゆ おかゆ たいのおかゆ しらすうどんのやわらか煮 おかゆ おかゆ パン粥 おかゆ おかゆ

鶏肉のうま煮 煮魚 卵とじ 人参と大根のうま煮 かぼちゃの甘煮 フーチャンプルー 煮魚 野菜のトマト煮 煮魚 豆腐と野菜のうま煮

ｱｽﾊﾟﾗのやわらか煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの甘酢和え 新じゃが芋のつぶし煮 飛鳥汁 みそ汁 レタスとしらすのサラダ ｱｽﾊﾟﾗのおかか煮 人参の炒め煮 トマトサラダ

野菜スープ みそ汁 豆腐と野菜のスープ バナナ オレンジ すまし汁 りんご みそ汁 バナナ

いちご

米 米 米 米 うどん(冷) 米 米 ロールパン 米 米

たい しらす干し 育児用ミルク

鶏肉 たら 卵　＊ しょうゆ（淡） たまねぎ 卵　＊ たら からすかれい 焼き豆腐

三温糖 しょうゆ（濃） たまねぎ 昆布だし にんじん キャベツ しょうゆ（濃） 絹ごし豆腐 しょうゆ（濃） たまねぎ

しょうゆ（濃） 三温糖 赤パプリカ 白ごま ねぎ にんじん 三温糖 じゃが芋 三温糖 白菜

片栗粉 かつお・昆布だし しょうゆ（濃） しょうゆ（淡） ピーマン かつお・昆布だし たまねぎ かつお・昆布だし にんじん

かつお・昆布だし 三温糖 だいこん しょうゆ（濃） ふ にんじん 小松菜

ブロッコリー 片栗粉 にんじん かつお・昆布だし 花かつお レタス トマト(水煮) にんじん ふ

キャベツ りんご酢 かつお・昆布だし しょうゆ（濃） しょうゆ（濃） きゅうり 三温糖 しょうゆ（濃） しょうゆ（濃）

アスパラガス 三温糖 三温糖 かぼちゃ 三温糖 しらす干し アレルギー用ブイヨン 三温糖 三温糖

しょうゆ（濃） しょうゆ（淡） じゃが芋 かつお・昆布だし しょうゆ（濃） かつお・昆布だし 酢 油 かつお・昆布だし

かつお・昆布だし かつお・昆布だし 三温糖 油 三温糖 アスパラガス かつお・昆布だし

だいこん 鶏肉 かつお・昆布だし しょうゆ（淡） キャベツ トマト

じゃが芋 ねぎ 絹ごし豆腐 たまねぎ だいこん ごま油 花かつお さつま芋 キャベツ

にんじん わかめ(乾) にんじん 小松菜 白菜 しょうゆ（濃） たまねぎ だいこん

たまねぎ みそ みずな みそ ねぎ そうめん かつお・昆布だし ほうれん草 花かつお
アレルギー用ブイヨン かつお・昆布だし ねぎ 牛乳 わかめ(乾) ほうれん草 みそ 油

アレルギー用ブイヨン かつお・昆布だし みそ にんじん りんご かつお・昆布だし 酢

いちご かつお・昆布だし しょうゆ（淡） 三温糖

バナナ かつお・昆布だし しょうゆ（淡）

清美オレンジ

バナナ

ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク

育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク
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令和5年 4 月 献 立 表 （ 離 乳 中 期 ）
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・中期食の子供について、公立保育所では、午前に食事を1回提供します。

・離乳食は、子供の月齢や成長の様子に合わせて保育所で切り方や

味付けを調節して作っています。

◦子供それぞれのリズムに合わせて、適宜ミルクを飲みます。

◦おかゆは、7倍がゆ ～ 5倍がゆ（全がゆ）を目安としています。

◦わかめやねぎは、軟らかくなるまで煮ます。

◦たまごについて、中期食は卵黄を使います。

（✽印をつけています）

＊献立表は前月末に、西宮市のホームページに掲載しています。

＊天候等により食材の一部が変更になる場合があります。

＊給食に使用している食材の産地については、西宮市のホーム

ページ「公立保育所給食食材の産地情報」で確認できます。

↓西宮市HP↓



西宮市 保育所事業課
日 1日(土) 3日(月) 4日(火) 5日(水) 6日(木) 7日(金) 8日(土) 10日(月) 11日(火) 12日(水) 13日(木) 14日(金) 15日(土) 17日(月)

和風スパゲティ おかゆ おかゆ おかゆ おかゆ おかゆ かやくうどんのやわらか煮 おかゆ パン（パン粥） おかゆ おかゆ おかゆ おじや おかゆ
レタスのスープ 煮魚 豚肉と野菜のうま煮 かぼちゃのそぼろ煮 煮魚 豆腐と野菜のトマト煮 かぼちゃの甘煮 煮魚 鮭と野菜のミルク煮 豆腐と野菜のみそ炒め煮 煮魚 卵とじ じゃが芋の含め煮 煮魚

ほうれん草のおかか煮 キャベツの割り醤油和え チンゲン菜の炒め煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか煮 野菜サラダ 小松菜の炒め煮 きゅうりのサラダ なたね和え チンゲン菜のしらす和え 春雨の酢の物 小松菜のナムル
すまし汁 みそ汁 バナナ すまし汁 オレンジ すまし汁 いちご みそ汁 りんご かきたま汁
りんご オレンジ 春みかん

スパゲティ 米 米 米 米 米 うどん(冷) 米 ロールパン 米 米 米 米 米
鶏肉ミンチ 鶏肉ミンチ 育児用ミルク しらす干し
にんじん からすかれい 豚肉 かぼちゃ たい 絹ごし豆腐 にんじん たら 木綿豆腐 たい 卵　＊ たまねぎ からすかれい
たまねぎ しょうゆ（濃） しらす干し 鶏肉ミンチ しょうゆ（濃） 牛肉ミンチ ねぎ しょうゆ（濃） 鮭 豚肉ミンチ しょうゆ（濃） たまねぎ にんじん しょうゆ（濃）
ねぎ 三温糖 たまねぎ たまねぎ 三温糖 豚肉ミンチ しょうゆ（淡） 三温糖 たまねぎ たまねぎ 三温糖 にんじん 赤パプリカ 三温糖
しょうゆ（淡） かつお・昆布だし にんじん にんじん かつお・昆布だし たまねぎ しょうゆ（濃） かつお・昆布だし にんじん にんじん かつお・昆布だし みつば 黄パプリカ かつお・昆布だし
かつお・昆布だし しょうゆ（濃） さやいんげん にんじん かつお・昆布だし ブロッコリー ねぎ しょうゆ（濃） ねぎ

ほうれん草 三温糖 しょうゆ（濃） ブロッコリー ピーマン 小松菜 育児用ミルク 油 チンゲン菜 三温糖 しょうゆ（濃） 小松菜
レタス 花かつお かつお・昆布だし 三温糖 花かつお トマト(水煮) かぼちゃ 三温糖 アレルギー用ブイヨン しょうゆ（濃） しらす干し 片栗粉 かつお・昆布だし にんじん
絹ごし豆腐 しょうゆ（濃） 片栗粉 しょうゆ（濃） 三温糖 さやいんげん しょうゆ（濃） 片栗粉 三温糖 しょうゆ（濃） かつお・昆布だし 白ごま
わかめ(乾) かつお・昆布だし キャベツ かつお・昆布だし かつお・昆布だし アレルギー用ブイヨン しょうゆ（濃） かつお・昆布だし みそ かつお・昆布だし じゃが芋 しょうゆ（濃）
アレルギー用ブイヨン しょうゆ（濃） 三温糖 油 きゅうり かつお・昆布だし はるさめ さやいんげん ごま油

絹ごし豆腐 かつお・昆布だし チンゲン菜 絹ごし豆腐 キャベツ かつお・昆布だし 白ごま 片栗粉 かぼちゃ きゅうり しょうゆ（濃） 三温糖
たまねぎ しょうゆ（濃） たまねぎ きゅうり 絹ごし豆腐 酢 白菜 ツナ(水煮) 三温糖
にんじん じゃが芋 三温糖 ほうれん草 ツナ(水煮) だいこん 三温糖 ほうれん草 にんじん わかめ(乾) かつお・昆布だし 卵　＊
わかめ(乾) だいこん かつお・昆布だし しょうゆ（淡） 油 にんじん しょうゆ（淡） かつお・昆布だし ねぎ 三温糖 たまねぎ
しょうゆ（淡） 白菜 ごま油 かつお・昆布だし りんご酢 みつば ごま油 しょうゆ（濃） わかめ(乾) 酢 みずな
かつお・昆布だし ねぎ 三温糖 しょうゆ（淡） 卵　＊ みそ しょうゆ（淡） しょうゆ（淡）

みそ バナナ かつお・昆布だし 油 かつお・昆布だし 片栗粉
りんご かつお・昆布だし 清美オレンジ 三温糖 りんご かつお・昆布だし

清美オレンジ 塩
かつお・昆布だし カラマンダリン

いちご

ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク
（☆） （☆） （☆） ヨーグルト いちごジャムサンド(パン粥) （☆） （☆） （☆） いも粥 （☆） スティックポテト （☆） （☆） （☆）

育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク

（☆）園でお知らせ （☆）園でお知らせ （☆）園でお知らせ ヨーグルト 食パン・サンドイッチ用 （☆）園でお知らせ （☆）園でお知らせ （☆）園でお知らせ 米 （☆）園でお知らせ じゃが芋 （☆）園でお知らせ （☆）園でお知らせ （☆）園でお知らせ
いちごジャム さつま芋 油
育児用ミルク 昆布だし 青のり

塩

日 18日(火) 19日(水) 20日(木) 21日(金) 22日(土) 24日(月) 25日(火) 26日(水) 27日(木) 28日(金)

おかゆ おかゆ おかゆ たいのおかゆ 肉うどんのやわらか煮 おかゆ おかゆ パン（パン粥） おかゆ おかゆ
鶏肉のうま煮 煮魚 卵とじ 人参と大根のうま煮 かぼちゃの甘煮 フーチャンプルー 煮魚 豚肉と野菜のトマト煮 煮魚 すきやき風煮
ｱｽﾊﾟﾗのやわらか煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの甘酢和え 新じゃがの粉ふき芋 飛鳥汁 みそ汁 レタスとしらすのサラダ ｱｽﾊﾟﾗのおかか煮 ひじきと人参の炒め煮 トマトサラダ
野菜スープ みそ汁 豆腐と野菜のスープ バナナ オレンジ すまし汁 りんご みそ汁 バナナ

いちご
米 米 米 米 うどん(冷) 米 米 ロールパン 米 米

たい 牛肉 育児用ミルク
鶏肉 たら 卵　＊ さやいんげん しらす干し 卵　＊ たら からすかれい 牛肉
三温糖 しょうゆ（濃） たまねぎ しょうゆ（淡） たまねぎ 豚肉 しょうゆ（濃） 豚肉 しょうゆ（濃） 焼き豆腐
しょうゆ（濃） 三温糖 赤パプリカ 昆布だし にんじん キャベツ 三温糖 絹ごし豆腐 三温糖 たまねぎ
片栗粉 かつお・昆布だし しょうゆ（濃） 白ごま ねぎ にんじん かつお・昆布だし じゃが芋 かつお・昆布だし 白菜
かつお・昆布だし 三温糖 しょうゆ（淡） ピーマン たまねぎ にんじん

ブロッコリー 片栗粉 だいこん しょうゆ（濃） ふ レタス にんじん ひじき(乾) 小松菜
キャベツ りんご酢 かつお・昆布だし にんじん かつお・昆布だし 花かつお きゅうり トマト(水煮) にんじん ふ
アスパラガス 三温糖 しょうゆ（濃） しょうゆ（濃） しらす干し 三温糖 さやいんげん しょうゆ（濃）
しょうゆ（濃） しょうゆ（淡） じゃが芋 三温糖 かぼちゃ 三温糖 酢 アレルギー用ブイヨン しょうゆ（濃） 三温糖
かつお・昆布だし 塩 かつお・昆布だし しょうゆ（濃） かつお・昆布だし 三温糖 三温糖 かつお・昆布だし

だいこん 三温糖 油 しょうゆ（淡） アスパラガス 油
じゃが芋 ねぎ 絹ごし豆腐 鶏肉 かつお・昆布だし ごま油 キャベツ かつお・昆布だし トマト
にんじん わかめ(乾) にんじん たまねぎ だいこん 花かつお キャベツ
たまねぎ みそ みずな 小松菜 白菜 そうめん しょうゆ（濃） さつま芋 だいこん
アレルギー用ブイヨン かつお・昆布だし ねぎ みそ ねぎ ほうれん草 かつお・昆布だし たまねぎ 花かつお

アレルギー用ブイヨン 牛乳 わかめ(乾) にんじん ほうれん草 油
いちご かつお・昆布だし みそ しょうゆ（淡） りんご みそ 酢

かつお・昆布だし かつお・昆布だし かつお・昆布だし 三温糖
バナナ しょうゆ（淡）

清美オレンジ
バナナ

ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク
（☆） （☆） パン粥 （☆） （☆） （☆） （☆） （☆） 野菜蒸しパン （☆）

育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク 育児用ミルク

（☆）園でお知らせ （☆）園でお知らせ ドッグパン （☆）園でお知らせ （☆）園でお知らせ （☆）園でお知らせ （☆）園でお知らせ （☆）園でお知らせ 小麦粉 （☆）園でお知らせ
育児用ミルク ベーキングパウダー

上白糖
野菜ジュース
油

材
料
名

材
料
名

午
後

午
前

材
料
名

令和5年 4 月 献 立 表 （ 離 乳 後 期 ）

午
前

材
料
名

午
後

・後期食の子供について、公立保育所では、午前・午後に各1回食事を

提供します。食事の他に、適宜ミルクを飲みます。

・離乳食は、子供の月齢や成長の様子に合わせて保育所で切り方や

味付けを調節して作っています。

◦おかゆは、5倍がゆ（全がゆ）～ 軟飯を目安としています。

◦『パン（パン粥）』の日は、どちらかを提供します。

◦たまごについて、後期食は全卵を使います。（✽印をつけています）

・（☆）マークで表している献立名および内容は、各保育所から

お知らせします。

＊献立表は前月末に、西宮市のホームページに掲載しています。

＊天候等により食材の一部が変更になる場合があります。

＊給食に使用している食材の産地については、西宮市のホーム

ページ「公立保育所給食食材の産地情報」で確認できます。

↓西宮市HP↓

●食材

ごはんは全がゆから軟飯へ進みます。卵や植物油も使えます。
●味
薄味を心がけましょう。
●形状
歯ぐきでつぶせる硬さ（バナナくらい）にします。
●量
一日3回食。母乳・ミルクの回数は徐々に減らしていきます。
●与え方

自分で食べたい意欲をのばします。手づかみ食べしやすい大きさ
やスティック状のものをメニューに取り入れてもよいですね。

コップで飲む練習も始めます。


