
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 月 おせんべい ツナカレー かみかみ海藻サラダ すいか🍉 牛乳
パンケーキ 　　　　　　　　
麦茶

せんべい 精白米 カレールウ 調合油 
福神漬  和風ドレッシングタイプ  ホット
ケーキミックス メープルシロップ 麦茶

 まぐろ油漬缶詰 しらす普通牛乳
たまねぎ じゃがいも にんじん 切干しだい
こん えだまめ すいか カットわかめ

2 火 ゴマビスケット
鶏肉のバーベキューソース焼き 　　　　　　　　　　　　
　　アスパラサラダ ひよこ豆のスープ 牛乳

とうもろこし🌽 　　　　　　　　
　麦茶

ビスケット 精白米  おろししょうが 濃口
しょうゆ トマトケチャップ 中濃ソース 
砂糖  調合油 食塩 穀物酢  ブイヨン   
麦茶

鶏もも ロースハム普通牛乳

きゅうり キャベツ アスパラガス ス
イートコーン ひよこ豆 たまねぎ に
んじん パセリ コーン

3 水 えびせん
菜めし 鯖のみそに マロニーサラダ 　　　　　　　　　　
　ワカメと豆腐のスープ 牛乳

チーズ蒸しパン 　　　　　　
麦茶

えびせん 精白米 菜めし いごま ごま
油 みそ 砂糖 しょうが みりん しょうゆ 
マロニー  マヨネーズ  めんつゆ 鶏が
らだし ホットケーキミックス 麦茶

まぐろ油漬缶詰 さば 木綿豆腐 
普通牛乳 チーズ

きゅうり にんじん カットわかめ  えのきた
け

4 木 ミニゼリーりんご
夏野菜炒め 納豆 切干大根の味噌汁 　　　　　　　　
キャンディチーズ 牛乳

カルピスゼリー
ミニゼリー 精白米砂糖 濃口しょうゆ 
みりん風調味料 甘みそ かつおだし に
ぼし　カルピス原液

納豆 油揚げ プロセスチーズ 普通牛
乳ぶたかたロース

 なす 青ピーマン  赤ピーマン たまねぎ 
にんじん 切干しだいこん  あさつき 白桃
缶 パインアップル缶詰 寒天

5 金 クッキー サラダうどん 竹輪の磯部揚げ オレンジ🍊 ジョア
バナナケーキ 　　　　　　　
麦茶

クッキー うどん    めんつゆ あおのり 
天ぷら粉 調合油 濃口しょうゆ ジョア 
ホットケーキミックス  麦茶

まぐろ油漬缶詰 錦糸卵 しばえ
び 焼き竹輪 調整豆乳

きゅうりにんじん カットわかめオレン
ジバナナ

6 土 おせんべい やきそば ミニゼリーオレンジ しょうゆせんべい 中華めん  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

8 月 ゴマビスケット
ショーロンポー 中華ナムル マーボなす 　　　　　　　　　　　
　　キャンディチーズ 牛乳

イチゴパイ 　　　　　　　　　
麦茶

ビスケット 精白米 ショーロンポー 食塩 
いりごま ごま油 濃口しょうゆ マーボー
豆腐の素 調合油 パイ皮 いちごジャム 
グラニュー糖 麦茶

ぶたひき肉 充てん豆腐 プロセ
スチーズ 普通牛乳

 りょくとうもやし にんじんなす 長ね
ぎ  生しいたけ

9 火 おせんべい 焼き鳥丼 三色サラダ トマト オクラの味噌汁 麦茶 フル―チェ
せんべい 精白米    焼きのり 焼き鳥
のたれ 片栗粉  ごま油 食塩 甘みそ 
かつおだし 麦茶  フル―チェ

若鶏もも　錦糸卵　普通牛乳　木綿豆
腐

たまねぎきゅうり にんじん コーン缶詰粒トマト オ
クラ

10 水 ミニゼリー
ワカメごはん 鮭の塩焼き ひじきの和風サラダ 　　　　　　　
　　　あさつきのみそ汁 牛乳

コンソメポテト🥔 　　　　　
麦茶

ミニゼリー 精白米 ごま 食塩 乾ひじき 
 すりごま マヨネーズ めんつゆ 穀物酢 
 豆みそ にぼし かつおだし フライドポ
テト ブイヨン 調合油 麦茶

さけ かにかまぼこ　絹ごし豆腐 
普通牛乳

きゅうり スイートコーン にんじんあ
さつき えのきたけ

12 金 クッキー
コロッケパン イカくんサラダ トマトスープ オレンジ🍊 牛
乳

豆乳プリンココア🍮
クッキー ロールパン ポテトコロッケ 中
濃ソース 調合油    穀物酢 ブイヨン 
砂糖  ピュアココア

いかくん製 ベーコン 普通牛乳 調整豆
乳  生クリーム

きゅうり　にんじん キャベツ　トマト たまね
ぎ ブロッコリー オレンジ 寒天

13 土 おせんべい きつねうどん ミニゼリーオレンジ せんべい うどん 味付けいなり めんつ
ゆ ミニゼリー

長ねぎ にんじん ほうれんそう

15 月 おせんべい
白身魚フライ もやしの和えもの 　　　　　　　　　　　　
　　かぼちゃの味噌汁 キャンディチーズ 牛乳

ぶどうゼりー🍇
せんべい 精白米 白身魚フライ 調合
油 中濃ソース 濃口しょうゆ 砂糖  甘
みそ 顆粒和風だし

かにかまぼこ　プロセスチーズ 
普通牛乳

りょくとうもやし きゅうり くりかぼちゃ 
たまねぎぶどう缶詰  粉寒天

16 火 クッキー
とりのゴマ焼き マカロニサラダ 豆腐とねぎの味噌汁 牛
乳

マシュマロサンド 　　　　　
麦茶

クッキー 精白米 調合油 しょうゆ 砂糖 
おろししょうが ごま みりん マカロニ  マ
ヨネーズ 食塩  甘みそ だし リッツ マ
シュマロ いちごジャム 麦茶

鶏ももロースハム木綿豆腐　油揚げ 
普通牛乳

きゅうり にんじん 長ねぎ  えのきたけ

17 水 ゴマビスケット
ひじきごはん あじの竜田揚げ もやしときゅうりのゴマ酢
和え 　あさつきのみそ汁 麦茶

アイスクリーム🍧

ビスケット 精白米 ごまひじき 竜田揚
げ 調合油 砂糖 穀物酢 濃口しょうゆ 
すりごま   豆みそ かつおだし 麦茶 ア
イスクリーム

絹ごし豆腐ロースハム
 りょくとうもやし きゅうり にんじんあ
さつき えのきたけ

18 木 おせんべい
ポークケチャップ ツナキャベツコールスロー 　　　　　　　　
　　　わかめスープ 牛乳

フルーツゼリー

せんべい 精白米 トマトケチャップ 調
合油   砂糖 食塩 マヨネーズ レモン果
汁 穀物酢ブイヨン りんごジュース 寒
天 ミックスドフルーツ

ぶたかたロースまぐろ油漬缶詰普通牛
乳

ぶなしめじ たまねぎ 生しいたけ　
キャベツ にんじん きゅうり わかめ 
コーンえのきたけ 糸みつば

19 金 ミニゼリー 冷しラーメン 中華ナムル エビシューマイ りんご🍏 牛乳
メープルチーズパン 　　　　　
麦茶

ミニゼリー 中華めん  ラーメンスープ 
食塩 いりごま ごま油 濃口しょうゆ  り
んご 食パン メープルシロップ 麦茶

ロースハム えびしゅーまい普通牛乳と
ろけるチーズ

ほうれんそう コーン缶詰粒りょくとうもやし にんじ
ん

20 土 おせんべい たぬきうどん ミニゼリーぶどう 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

22 月 ゴマビスケット
タラの磯辺揚げ 大根サラダ えのきとわかめのすまし汁 
麦茶

牛乳寒天🐄

ビスケット 精白米 天ぷら粉 あおのり 
調合油  和風ドレッシングタイプ  顆粒
和風だし 食塩 濃口しょうゆ 麦茶  砂
糖

すけとうだら まぐろ油漬缶詰蒸しかま
ぼこ普通牛乳

だいこん きゅうり にんじんえのきた
け カットわかめ みかん缶詰 寒天

23 火 季節の野菜 チキンカレー 豆サラダ バナナ🍌 ジョア
トウモロコシとチーズの蒸しパ

ン 麦茶

精白米 たまねぎ カレールウ 調合油 
福神漬 マヨネーズ  ジョア ホットケー
キミックス  麦茶

 鶏ももチーズ
にんじん じゃがいも ビーンズ 大豆 きゅう
り スイートコーンバナナコーントマト

24 水 おせんべい 鮭の西京焼き ワカメの酢の物 なめこ味噌汁 牛乳
黒糖ふかりんとう　　　　　　　
麦茶

しょうゆせんべい 精白米  甘みそ 砂
糖 料理酒 みりん風調味料   食塩 穀
物酢  かつおだし にぼし  釜焼きふ 有
塩マーガリン 黒砂糖 麦茶

さけかにかまぼこ充てん豆腐 普通牛
乳

カットわかめ きゅうりキャベツ トマト  にんじん 長
ねぎなめこ

25 木 クッキー
タコライス 竹輪ときゅうり きのこと豆腐のスープ 　　　　　　
　　　オレンジ🍊 牛乳

かぼちゃコロッケ 　　　　　　　
麦茶

クッキー ご飯 調合油 トマトケチャップ 
料理酒 濃口しょうゆ 食塩 カレー粉  
マヨネーズ   ブイヨン   かぼちゃコロッ
ケ 中濃ソース 麦茶

びき肉 チーズ木綿豆腐焼き竹輪 普通
牛乳

たまねぎきゅうり長ねぎ 生しいたけ 
ほんしめじ えのきたけオレンジ

26 金 ミニゼリー
ツナトマトスパゲティ キャベツチーズサラダ りんご🍏 牛
乳

オレンジケーキ 　　　　　　　
　麦茶

ミニゼリー スパゲティ  ホールトマト ケ
チャップ調合油 パセリ  食塩 チーズ 
穀物酢  ホットケーキミックス オレンジ
ジュース マーマレード 麦茶

まぐろ油漬缶詰 普通牛乳パルメザン
チーズ ロースハム

 たまねぎ ぶなしめじ ほうれんそう 
キャベツ きゅうりコーン缶詰粒 りん
ご

29 月 おせんべい 焼肉 海苔和え 冬瓜スープ キャンディチーズ 牛乳
たこやき 　　　　　　　　　　　　
麦茶

しょうゆせんべい 精白米   やきにくの
たれ 調合油   ほしのり 濃口しょうゆ 
顆粒和風だし  ブイヨン 食塩  たこ焼き 
濃厚ソース かつお節 麦茶

ぶたかたロースベーコンプロセスチー
ズ 普通牛乳

たまねぎこまつなりょくとうもやし と
うがんにんじん

30 火 ゴマビスケット
じゃこチーズごはん 鶏のからあげ パンプキンサラダ コン
ソメスープ 牛乳

ロールケーキ🍰 　　　　　　
　麦茶

ビスケット 精白米  濃口しょうゆ 調合
油 薄口しょうゆ おろししょうが 片栗粉  
食塩 マヨネーズ  ブイヨン  スポンジ
ケーキ ホイップクリーム カラースプ
レー　シロップ 麦茶

チーズ しらす干し 若鶏もも普通牛乳
くりかぼちゃ きゅうり レーズンたまねぎ にんじん
パセリ

31 水 クッキー
カレイのパン粉焼き キャベツサラダ オニオンスープ 麦
茶

ヨーグルトフルーツ
クッキー 精白米 濃口しょうゆ カレー
粉 パン粉 オリーブ油 穀物酢 砂糖 食
塩 ブイヨン 麦茶

まがれい まぐろ油漬缶詰 プレーン
ヨーグルト

パセリキャベツ にんじん たまねぎ パインアップ
ル缶詰 アロエ 黄桃缶 バナナ

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
　　　　 ◎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。
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