
日 曜 未満児おやつ 昼食 午後おやつ 熱や力になるもの 血や肉になるもの 体の調子を整えるもの

1 金 おせんべい
冷やし中華　ゴマダレ エビシューマイ すいか🍉 　
牛乳

バナナケーキ 　　　　　　　
麦茶

せんべい 中華めんごまだれホットケー
キミックス  麦茶

ロースハム 錦糸卵 シューマイ 調整豆
乳  普通牛乳  きゅうり すいかバナナ トマト

2 土 おせんべい やきそば ミニゼリーオレンジ
せんべい 焼きそば麺  中濃ソース 調
合油 ミニゼリー にんじん りょくとうもやしキャベツ

4 月 えびせん
カレイのパン粉焼き 切干大根のゴママヨサラダ 　　
　なすのみそ汁 牛乳

マシュマロサンド　　　　　
 麦茶

えびせん 精白米 濃口しょうゆ カレー
粉 パン粉 オリーブ油 いりごま 淡色辛
みそ マヨネーズ 穀物酢   豆みそ にぼ
し かつおだし リッツ マシュマロ いちご
ジャム 麦茶

まがれい 油揚げ 普通牛乳
パセリ  切干しだいこん きゅうり にんじん 
スイートコーン　なす　たまねぎ

5 火 ゴマビスケット
鶏のマーマレード焼き ズッキーニのカレー炒め 　　
　トマトスープ 牛乳

チヂミ 　　　　　　　　　　　　　
　　麦茶

ビスケット 精白米  マーマレード 濃口
しょうゆ カレー粉 オリーブ油  コンソメ  
片栗粉 薄力粉 ポン酢 食塩 マヨネー
ズ 麦茶

鶏もも　ベーコン　普通牛乳
ズッキーニ トマト たまねぎ ブロッコリー パ
セリ　にんじん にら

6 水 ミニゼリーオレンジ
鮭の西京焼き ひじきの和風サラダ もずく汁 　　　　　　　
キャンディチーズ牛乳

あずきスティック 　　　　　
　麦茶

ミニゼリー 精白米 甘みそ 砂糖 料理酒 
みりん風調味料 すりごま マヨネーズ 
めんつゆ 穀物酢   かつおだし　濃口
しょうゆ 食塩パイ皮 こしあん ごま 麦茶

さけ かにかまぼこ 蒸しかまぼこ　
 プロセスチーズ 普通牛乳

 乾ひじき きゅうり　 スイートコーン 
にんじん　もずく

7 木 おせんべい
☆七夕ちらし寿司　エビフライ　オクラのすまし汁　　　　　
トマト🍅　ジョア ふるーつポンチ

せんべい 精白米 すしのこ  調合油 中
濃ソース かつおだし にぼし 濃口しょう
ゆ ジョア カルピス　 砂糖

錦糸卵　 味付けいなり エビフライ　は
んぺん

れんこん　にんじん さやいんげん　オクラ  えのき
たけ   トマト　 粉寒天　みかん缶詰 バナナ ぶどう
缶詰

8 金 クッキー キーマカレー イカくんサラダ オレンジ🍊 麦茶 フル―チェ
クッキー　ナン　カレールウ 穀物酢 調
合油 塩コショウ  麦茶フル―チェ

大豆 ひよこ豆 ぶたひき肉 いかく
ん製 普通牛乳

たまねぎ じゃがいも コーン缶詰粒  
にんじん きゅうり  にんじん キャベ
ツ　オレンジ

9 土 おせんべい たぬきうどん ミニゼリーオレンジ
せんべい うどん 揚げ玉 めんつゆ ミニ
ゼリー

蒸しかまぼこ 乾わかめ　長ねぎ

11 月 マリービスケット
タラのチリソース 春雨ナムル チンゲン菜の中華スープ 
牛乳

スコーン 　　　　　　　　　　
麦茶

ハードビスケット 精白米  調合油 エビ
チリの素 天ぷら粉  濃口しょうゆ 砂糖 
穀物酢 ごま油 中華だし ホットケーキ
ミックス メープルシロップ 麦茶

すけとうだら　緑豆はるさめ ロー
スハム　 マーガリン　普通牛乳  
調整豆乳

だいずもやし きゅうり にんじん　チン
ゲンサイ えのきたけ

12 火 おせんべい
ケチャップライス チキンとコーンのドリア風 　　　　　　　　
レンコンサラダ オレンジ🍊 牛乳

羊羹 　　　　　　　　　　　　
麦茶

せんべい トマトケチャップ コンソメ　 ク
リームシチュールウ  砂糖 すりごま 濃
口しょうゆ ごま油 調合油 穀物酢こしあ
ん麦茶

ロースベーコン 調整豆乳 生クリーム　
鶏肉  普通牛乳

青ピーマン　 スイートコーン にんじん たま
ねぎ エリンギ パセリ　れんこん キャベツ 
きゅうり オレンジ  粉寒天

13 水 えびせん 鯖のゴマみそ焼き ゆかり和え 切干大根の味噌汁 牛乳 あじさいゼりー
えびせん 精白米 砂糖 濃口しょうゆ 甘
みそ いりごま かつおだし にぼし  ぶど
うジュース カルピスウォーター 麦茶

さば  油揚げ 普通牛乳

きゅうり にんじん ゆかり キャベツ 
切干しだいこん にんじん　あさつき  
粉寒天

14 木 ゴマビスケット
鶏のコーンフレーク焼き アップルサラダ 　　　　　　　
コンソメスープ　牛乳

パンケーキ 　　　　　　　　
　麦茶

ビスケット 精白米 しょうゆ 砂糖 マヨ
ネーズ コーンフレーク穀物酢 調合油 
食塩  コンソメ  ホットケーキミックス 
ピュアココア 粉糖 麦茶

鶏もも 普通牛乳
 にんにく りんご キャベツ にんじん 
きゅうり たまねぎ にんじんパセリ

15 金 ミニゼリー ミートソースパスタ ジャーマンポテト パイン🍍　ジョア
五平餅風 　　　　　　　　　
　麦茶

ミニゼリー スパゲティ   トマトケチャップ 
お好み焼きソース トマトソース ホール
トマト 調合油 塩コショウ 砂糖   食塩　
ジョア 精白米 いりごま 甘みそ 濃口
しょうゆ 麦茶

パルメザンチーズ　ウインナーソーセー
ジ

にんじん たまねぎ ぶなしめじ　じゃがいも パセリ　
 パイナップル　🍍

16 土 おせんべい きつねうどん ミニゼリーぶどう せんべい うどん  めんつゆ ミニゼリー 味付けいなり 長ねぎ にんじん ほうれんそう

19 火 おせんべい
チンジャオロース丼 かみかみサラダ 中華スープ　　　　
オレンジ🍊 牛乳

もちもちチーズパン 　　　　　
麦茶

せんべい 精白米  調合油   いりごま 
和風ドレッシングタイプ  緑豆はるさめ 
中華だし ごま ホットケーキミックス　 団
子粉  食塩 麦茶

豚肉　かにかまぼこ 普通牛乳 パルメ
ザンチーズ 調整豆乳　焼きするめいか

青ピーマン 赤ピーマン たけのこ水
煮缶詰 だいずもやし  切干しだいこ
ん きゅうり　えのきたけ長ねぎ　オレ
ンジ

20 水 クッキー とりのみそ焼き ワカメの酢の物 豆苗のスープ 麦茶 フルーツ牛乳寒天
クッキー 精白米  豆みそ 砂糖 みりん
風調味料 料理酒 食塩 穀物酢　コンソ
メ 麦茶

鶏もも かにかまぼこ 普通牛乳
おろししょうが カットわかめ きゅうり  トウミョウ た
まねぎ にんじん 寒天 みかん缶詰

21 木 ミニゼリー
さば塩焼 茄子とピーマンの味噌炒め 　　　　　　　　　　　
高野豆腐の味噌汁 キャンディチーズ 牛乳

チュロス 　　　　　　　　　　　　
麦茶

ミニゼリー 精白米  甘みそ 砂糖 料理
酒 調合油 にぼし 顆粒和風だし 薄力
粉 グラニュー糖 麦茶

さば塩焼 ぶたひき肉　こうや豆腐 プロ
セスチーズ 普通牛乳　絹ごし豆腐 なす 青ピーマン  生しいたけ 長ねぎ

22 金 ビスケット

23 土 おせんべい やきそば ミニゼリーりんご せんべい 焼きそば麺　中濃ソース 調
合油  ミニゼリー

 にんじん りょくとうもやし キャベツ

25 月 クッキー
ハヤシライス 野菜ミックスチーズ トマト🍅 　　　　　　　　
オレンジ 牛乳

サーターアンダギー 　　　　
　麦茶

クッキー 精白米ハヤシルウ 調合油か
つお節 めんつゆ ホットケーキミックス 
薄力粉 黒砂糖  麦茶

ぶたかたロース　チーズ 　普通牛乳　
調整豆乳

たまねぎ マッシュルーム水煮缶 にんじん スイー
トコーン　 さやいんげん   トマト オレンジ

26 火 えびせん
鮭のゴマ焼き 切干大根のカラフル漬け 　　　　　　　　　
のっぺい汁 牛乳

カリカリピザB　　　　　　　　　
麦茶

えびせん 精白米 いりごま みりん風調
味料 砂糖 濃口しょうゆ 穀物酢 食塩ご
ま油 かつおだし にぼし マヨネーズ トマ
トケチャップ 麦茶

さけ  木綿豆腐 普通牛乳 ぎょうざの皮 
 プロセスチーズ

切干しだいこん にんじん きゅうり レ
モン果汁 だいこん 長ねぎ えのきた
け　冷凍えだまめ スイートコーン

27 水 季節の野菜
しょうが焼き チップスサラダ もやしのみそ汁 トマト🍅　
麦茶

ヨーグルトフルーツ
精白米  調合油 濃口しょうゆ 砂糖 み
りん風調味料 ポテトチップス 穀物酢 
食塩  豆みそ にぼし かつおだし 麦茶

ぶたかたロース　 ロースハム　 油揚げ　
プレーンヨーグルト

 キャベツ きゅうり スイートコーン　
りょくとうもやし にんじん　トマト  パ
イン缶詰 アロエ 黄桃缶 バナナ

28 木 ゴマビスケット
手作りふりかけ あじの竜田揚げ ひじきの五目煮　　　　
沢煮椀 牛乳

冷やし豆腐団子 　　　　　　　
麦茶

ビスケット 精白米 ごま かつお節 濃口
しょうゆ ごま油 料理酒  調合油 しらた
き 砂糖 かつおだしみりん風調味料 食
塩 団子粉 片栗粉 麦茶

しらす干し 油揚げ　竜田揚げ　ぶたもも 
普通牛乳 木綿豆腐

 あおのり 乾ひじき さやいんげん 大
豆水煮 にんじん にんじん ごぼう え
のきたけ たけのこ水煮缶詰

29 金 ミニゼリー
わかめごはん チーズミートローフ マカロニサラダ 　　　
オニオンスープ 牛乳

プリンアラモード🍮！！ 　　
麦茶

ミニゼリー  精白米 いりごま  片栗粉 
パン粉  塩コショウ トマトケチャップ お
好み焼きソース マカロニ  マヨネーズ 
食塩 コンソメ  プリン  ハードビスケット 
麦茶

ぶたひき肉 チーズ　充てん豆腐 ロース
ハム普通牛乳ホイップクリーム

炊き込みわかめ たまねぎ ミックスベジタブルきゅ
うり にんじんレモン果汁 パセリ　ミックスドフルー
ツ ブルーベリー

　 ◎献立は園の都合により変更することがあります。３時のおやつは手作りで提供しています。

令和4年度 　　　　　                       　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡町第四保育園

夏祭りメニュー

未満児　エネルギー：490Kcal　タンパク質：18.6ｇ　脂質：16.8ｇ　カルシウム：225ｍｇ　鉄：2.3ｍｇ　塩分：1.7ｇ

以上児　エネルギー：587Kcal　タンパク質：23.8ｇ　脂質：20.7ｇ　カルシウム：269ｍｇ　鉄：2.8ｍｇ　塩分：2.2ｇ
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