
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 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

3 月 おせんべい
タラのチリソース もやしときゅうりのゴマ酢和え             
中華スープ 牛乳 羊羹

せんべい 精白米 調合油 エビチリの
素 天ぷら粉   砂糖 穀物酢 濃口しょう
ゆ すりごま コンソメ   食塩

すけとうだらロースハム普通牛乳 こし
あん

たまねぎ りょくとうもやし きゅうり にんじ
んカットわかめ粉寒天

4 火 ミニゼリー 秋野菜カレー 切干大根のカラフル漬け 梨 牛乳
マシュマロサンド 　　　　　　 
  麦茶

ミニゼリー 精白米   カレールウ  砂糖 
穀物酢 食塩    リッツ マシュマロ いち
ごジャム 麦茶

若鶏もも普通牛乳

ぶなしめじ エリンギ さつまいも たま
ねぎ にんじん切干しだいこん きゅう
りレモン果汁なし

5 水 えびせん
さつまいもごはん 鮭のゴマ焼き 大豆の五目煮                        
大根の味噌汁 牛乳

ブルーベリーケーキ 　　　
麦茶

えびせん 精白米  食塩  ごま みりん 
砂糖 しょうゆ  和風だし  甘みそ にぼ
し  かつおだし  ホットケーキミックス ブ
ルーべりージャム 麦茶

さけ さつま揚げ油揚げ普通牛乳
さつまいも大豆 さやえんどう にんじんご
ぼうだいこん糸みつばブルーベリー

6 木 クッキー エビシューマイ ひじきと枝豆のサラダ はんぺんのすまし汁麦茶 フル―チェ
クッキー 精白米マヨネーズ めんつゆ 
ごま油 ごま はんぺん  濃口しょうゆ 和
風だし 食塩 麦茶フル―チェ

えびしゅーまい まぐろ油漬缶詰  普通
牛乳

 乾ひじき 冷凍えだまめ コーン缶詰粒ぶ
なしめじ 切りみつば カットわかめ

7 金 ゴマビスケット
コロッケパン スパゲティサラダ オニオンスープ バナナ 牛
乳

カリカリピザ 　　　　　　   
 麦茶

ビスケット ロールパン  中濃ソース 調
合油 サラスパ  マヨネーズ コンソメ  食
塩 ぎょうざの皮   トマトケチャップ  麦
茶

ポテトコロッケ ロースハム普通
牛乳プロセスチーズ ベーコン

きゅうり にんじん たまねぎパセリ バ
ナナ青ピーマンコーン缶詰粒

8 土 おせんべい きつねうどん ミニゼリーりんご 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

10 月 　　　　　　　　　　　　　スポーツの日

11 火 クラッカー 焼き鳥丼 マロニーサラダ すまし汁 みかん 牛乳 たこやき 麦茶

クラッカ－ 精白米   焼きのり 焼き鳥の
たれ マロニー マヨネーズ めんつゆ  
かつおだし 濃口しょうゆ にぼし 食塩 
たこ焼き 濃厚ソース かつお節 あおの
り 麦茶

若鶏ももまぐろ油漬缶詰 釜焼きふ 普
通牛乳

たまねぎ 長ねぎきゅうりにんじん糸みつば えの
きたけ みかん

12 水 おせんべい さば塩焼 かぼちゃのそぼろ煮 なめこ味噌汁 麦茶
のりしおポテト 　　　　 
麦茶

せんべい 精白米   濃口しょうゆ みり
ん風調味料 砂糖 料理酒   かつおだし 
甘みそ にぼし 麦茶 フライドポテト 食
塩 あおのり 調合油

さば塩焼鶏ひき肉充てん豆腐 かぼちゃなめこ にんじん 長ねぎ

13 木 ゴマビスケット 焼肉 キャベツサラダ 高野豆腐の味噌汁 ジョア フルーツゼリー

ビスケット 精白米  やきにくのたれ 調
合油  濃口しょうゆ 穀物酢 砂糖 食塩 
こうや豆腐 生しいたけ 長ねぎ 甘みそ 
にぼし 顆粒和風だし ジョア 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 たまねぎにんじん キャベツ

14 金 ゼリー ほうれん草のクリームパスタ 豆サラダ りんご 牛乳
オレンジケーキ 　　　　　　
麦茶

ゼリー スパゲティ  コンソメ  食塩  シ
チュールゥホットケーキミックス オレン
ジジュースマーマレードジャム  麦茶

調整豆乳生クリームパルメザン
チーズミックスビーンズ 大豆普
通牛乳さけ

ぶなしめじ ほうれんそう たまねぎ
きゅうり にんじん スイートコーンりん
ご

15 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  蒸しかまぼこ 
めんつゆ ミニゼリー 乾わかめ長ねぎ

17 月 クッキー 白身魚フライ ゆかり和え2 切干大根の味噌汁 牛乳 フルーツヨーグルト
クッキー 精白米  調合油 中濃ソース  
ゆかり  油揚げ  甘みそ かつおだし に
ぼし 麦茶

白身魚フライプレーンヨーグルト
りょくとうもやし きゅうり にんじん切干しだいこん 
にんじんあさつきみかん缶詰 バナナ白桃缶

18 火 おせんべい
鶏のマーマレード焼き わかめサラダ キノコスープ 
牛乳

カレーポップコーン 　　　　　　
　麦茶

せんべい 精白米 マーマレード 濃口
しょうゆ  マヨネーズ  めんつゆ  コンソ
メ  ポップコーン 調合油 食塩 カレー粉 
麦茶

 鶏ももまぐろ油漬缶詰普通牛乳
だいこん きゅうり乾わかめえのきた
け ぶなしめじ 糸みつば パセリ

19 水 ゴマビスケット カレイのパン粉焼き アップルサラダ コンソメスープ 牛乳
さつまいもパイ🍠 　　　　　 
麦茶

ビスケット 精白米  濃口しょうゆ カレー
粉 パン粉 パセリ オリーブ油  穀物酢 
調合油 食塩  コンソメ  パイ皮  麦茶

まがれい普通牛乳

りんご キャベツ にんじん きゅうり
レーズン たまねぎ にんじんさつまい
も ごま

20 木 ミニゼリーりんご しょうが焼き マカロニサラダ 豆苗のスープ ジョア カスタードプリン
ミニゼリー 精白米   調合油 濃口しょう
ゆ 砂糖 みりん風調味料 マカロニ  マ
ヨネーズ 食塩 ブイヨン  プリン

ぶたかたロース まぐろ油漬缶詰ジョア
たまねぎ おろししょうがブロッコリー 
にんじんきゅうり にんじんトウミョウ

21 金 えびせん
ロールパン チキンナゲット ブロッコリーの三色サラダ     
かぼちゃシチュー りんご 牛乳

五平餅風 　　　　　　　　　　　
麦茶

えびせん パン 調合油 ケチャップ  フレ
ンチドレッシング   コンソメ シチュール
ウ かぼちゃスープ   精白米 ごま みそ 
砂糖 しょうゆ 麦茶

ベーコン 豆乳ナゲット 普通牛乳
スイートコーン くりかぼちゃ たまね
ぎ

22 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

24 月 おせんべい 鯖のゴマみそ焼き 海苔和え もずく汁 牛乳 カルピス🍇ゼリー

せんべい 精白米  砂糖 しょうゆ みそ 
ごま  のり めんつゆ   かつおだし 食塩 
 カルピスウォーター ぶどうジュース  
粉寒天

さば蒸しかまぼこ普通牛乳
こまつな りょくとうもやし にんじんも
ずくぶどう缶詰

25 火 クッキー 中華チキン もやしの中華和え 中華スープ 牛乳
ふかし芋 　　　　　　　　　 
麦茶

クッキー 精白米   みりん しょうゆ いり
ごま ごま油   砂糖 穀物酢 食塩  はる
さめ 中華だし 麦茶

鶏もも ロースハム かにかまぼこ 
普通牛乳

たまねぎ おろしにんにくりょくとうもやし
きゅうりえのきたけ長ねぎ さつまいも

26 水 季節の野菜 栗ごはん 鮭の塩焼き 大根サラダ きのこの味噌汁 　　　　　　　
キャンディチーズ 牛乳

冷やし豆腐団子🍡 　　　　　
麦茶

 精白米 食塩    和風ドレッシングタイ
プ  みそ にぼし だし だんご粉  砂糖 
しょうゆ 片栗粉 麦茶

 さけまぐろ油漬缶詰プロセスチーズ 
普通牛乳 木綿豆腐

くりだいこん きゅうりにんじんぶなし
めじ えのきたけ 生しいたけ 長ねぎ

27 木 ゴマビスケット
ソースカツ丼 ツナキャベツコールスローワカメと豆腐の味噌汁 　
リンゴ 牛乳

かぼちゃプリン
ビスケット 精白米    砂糖 食塩 マヨ
ネーズ 穀物酢 塩わかめ  かつおだし 
甘みそ にぼし   かぼちゃプリン

チキンカツ充てん豆腐 普通牛乳 普通
牛乳 ホイップクリーム

キャベツ にんじん きゅうりえのきた
けかき

🐎28 金 おせんべい おっきりこみ風うどん かみかみサラダ 柿 牛乳
焼きまんじゅう 　　　　　　
麦茶

せんべい うどん だし みりん 料理酒 
しょうゆ 甘みそ ごま油 ごま 和風ドレッ
シングタイプ  ホットケーキミックス 砂
糖 麦茶

豚肉  焼きするめいか普通牛乳
だいこん にんじん 生しいたけ まいたけ 
長ねぎ 切干しだいこん きゅうり かき

29 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

🎃31 月 クッキー
パセリご飯 パンプキンミートローフ 彩サラダ ハロウィンスープ 　
牛乳

プリンアラモード 🍮✨

クッキー 精白米  片栗粉 パン粉 ケ
チャップ ソース 砂糖   フレンチドレッシ
ング  マカロニ コンソメ 食塩  プリン 
ハードビスケットチョコスプレー

ぶたひき肉充てん豆腐 チーズ普通牛
乳 ホイップクリーム まぐろ油漬缶詰

パセリ  たまねぎ くりかぼちゃカリフ
ラワー ブロッコリー スイートコーン 
にんじん きゅうりトマトみかん缶詰
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