
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 木 クラッカー
塩昆布ごはん あじの竜田揚げ ひじきと枝豆のサラダ
わかめスープ 牛乳

ラスク
麦茶

クラッカ－ 精白米 塩昆布 ごま ごま油
調合油 マヨネーズ めんつゆ コンソメ
食パン マーガリン グラニュー糖 麦茶

普通牛乳竜田揚げ乾ひじきまぐろ油漬
缶詰

 冷凍えだまめ コーン缶詰粒 乾わかめ え
のきたけ にんじん 糸みつば

2 金 おせんべい あんかけ焼きそば もやしナムル オレンジ 牛乳
きなこおにぎり
麦茶

せんべい 中華めん しょうゆ 砂糖 ごま
油 中濃ソース 鶏がらだし 片栗粉食塩
いりごま精白米 きな粉 麦茶

ぶたロースうずら卵 しばえび普通牛乳
はくさい にんじん 長ねぎ 生しいた
け  だいずもやし きゅうり  オレンジ

3 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

5 月 おせんべい
鶏の甘酢ダレ ほうれん草ごま和え 大根の味噌汁
ジョア

チーズ蒸しパン
麦茶

せんべい 精白米 片栗粉 調合油 しょう
ゆ 砂糖 穀物酢   すりごま  甘みそ に
ぼし  かつおだし ホットケーキミックス
麦茶

若鶏むね こんにゃく油揚げ ジョアパル
メザンチーズ チーズ

ほうれんそう にんじんえのきたけ だいこ
ん 糸みつば

6 火 おせんべい 鮭のチーズ焼き かみかみサラダ 豆入りスープ 牛乳 オレンジゼリー
せんべい 精白米 いりごま 和風ドレッ
シングタイプ  コンソメ オレンジジュース
砂糖

さけとろけるチーズ 大豆水煮
ベーコンミックスビーンズ 普通牛
乳焼きするめいか

えのきたけ ぶなしめじ コーン缶詰粒
切干しだいこん きゅうりキャベツ た
まねぎ にんじん 寒天 みかん缶詰

7 水 ビスケット 焼肉 バンサンスー にらスープ 牛乳 バナナ
ココア揚げパン
麦茶

ビスケット 精白米 やきにくのたれ 調合
油 穀物酢 砂糖 しょうゆ ごま油  コンソ
メロールパン ピュアココア 麦茶

豚肉 普通牛乳
たまねぎ きゅうり にんじん 福神漬 にら えのきた
けバナナ

8 木 ミニゼリーりんご
コーンごはん 白身魚フライ きゅうりと小松菜の和え物
かぶの味噌汁 麦茶 フル―チェ

ミニゼリー 精白米  白身フライ 調合油
中濃ソース まぐろ油漬缶詰 いりごま
ごま油 穀物酢 しょうゆ  麦茶 フル―
チェ

油揚げ 充てん豆腐　かつおだし
豆みそ にぼし　普通牛乳

コーン缶詰粒 きゅうり にんじん こま
つなかぶ

9 金 おせんべい ツナカレー レンコンサラダ 梨 牛乳
豆腐団子
麦茶

せんべい 精白米 カレールウ 調合油
福神漬  マヨネーズ  麦茶 だんご粉 砂
糖 濃口しょうゆ 片栗粉

 まぐろ油漬缶詰 ロースハム普通牛乳
充てん豆腐

 たまねぎ じゃがいも にんじんれんこん ブロッコ
リー なし

10 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   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

12 月 おせんべい 酢豚 切干し大根の中華ｻﾗﾀﾞ 中華スープB ジョア
カリカリピザ
麦茶

せんべい 精白米 片栗粉 トマトケチャッ
プ 調合油 砂糖  穀物酢 しょうゆ   ごま
ごま油  コンソメ   ぎょうざの皮  麦茶

ぶたかたロースまぐろ油漬缶詰ジョアプ
ロセスチーズベーコン

たけのこ水煮缶詰 たまねぎ にんじん 青
ピーマン ほんしめじ切干しだいこん きゅう
り長ねぎカットわかめ

13 火 おせんべい
ひじきごはん さば塩焼 小松菜のしらす和え
豆腐とねぎの味噌汁 牛乳

コーンフレーククッキー
麦茶

せんべい 精白米 ごまひじき しょうゆ
砂糖  甘みそ にぼし かつおだし ホット
ケーキミックス マーガリン コーンフレー
ク   麦茶

さば塩焼 しらす干し木綿豆腐 油
揚げ普通牛乳

 こまつな  にんじん長ねぎ えのきた
けレーズン

14 水 おせんべい
マーボー豆腐 春巻き ほうれん草ナムル
オレンジ 牛乳

いちご蒸しパン
麦茶

せんべい 精白米  マーボー豆腐の素
調合油   ごま ごま油 しょうゆホット
ケーキミックス いちごジャム 麦茶

木綿豆腐 ぶたひき肉はるまき 普
通牛乳

長ねぎ 生しいたけ にんじんほうれ
んそう りょくとうもやし オレンジ

15 木 ゴマビスケット
さけのオーロラソースがけ ブロッコリーとツナのサラダ
野菜スープ 牛乳

ポップコーン
麦茶

ビスケット 精白米  薄力粉 調合油 マヨ
ネーズ トマトケチャップ   和風ドレッシ
ングタイプ コンソメ ポップコーン 食塩
麦茶

さけまぐろ油漬缶詰普通牛乳
ブロッコリーキャベツ えのきたけ にんじん たまね
ぎ

16 金 おせんべい けんちんうどん 竹輪の天ぷら バナナ 牛乳
きつねおにぎり
麦茶

せんべい うどん   めんつゆ 天ぷら粉
調合油   ご飯 油揚げ 濃口しょうゆ 三
温糖 麦茶

生揚げ焼き竹輪 普通牛乳
にんじん ごぼう だいこん 長ねぎバ
ナナ

17 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

20 火 クッキー きのこ入りカレー 豆サラダ オレンジ 牛乳
きな粉マカロニ
麦茶

クッキー 精白米 カレールウ 調合油
マヨネーズ   マカロニ 砂糖 麦茶

 ぶたかたロース ミックスビーンズ 大豆
きな粉普通牛乳

 ほんしめじ マッシュルーム水煮缶 じゃがいも に
んじん たまねぎきゅうり スイートコーンオレンジ

21 水 クラッカー
とりのみそ焼き キャベツの塩昆布和え もやしのみそ汁
牛乳

にんじんケーキ
麦茶

クラッカ－ 精白米 豆みそ 砂糖 調合油
にぼし かつおだし  ホットケーキミック
ス  マーガリン 麦茶

若鶏もも 油揚げ普通牛乳 鶏卵
キャベツ にんじん きゅうりりょくとう
もやし塩昆布

22 木 おせんべい
カレイ唐揚げ きゅうりと切干し大根の浅漬け
きのこの味噌汁 牛乳

豆乳プリン
せんべい 精白米  片栗粉 調合油 しょ
うゆ めんつゆ   甘みそ にぼし かつお
だし 砂糖   くろみつ

まがれい油揚げ普通牛乳 調整豆乳 生
クリームきな粉

おろししょうが 切干しだいこん きゅう
り にんじん ぶなしめじ えのきたけ
生しいたけ 長ねぎ寒天

24 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

26 月 おせんべい チキンカツ じゃこ人参 なめこ味噌汁 麦茶 フルーツヨーグルト
せんべい 精白米 パン粉 薄力粉 調合
油 中濃ソース  ごま油 いりごま  食塩
かつおだし 甘みそ にぼし 麦茶

 鶏むねしらす干し 充てん豆腐 プレー
ンヨーグルト

にんじん さやいんげんりょくとうもやしなめこ長ネ
ギみかん缶詰 バナナ黄桃缶

27 火 おせんべい
カレイのトマトソース サイコロサラダ
豆腐としめじのすまし汁 牛乳

ポテトフライ
麦茶

せんべい 精白米  薄力粉 トマトケ
チャップ 砂糖 調合油  マヨネーズ  か
つおだし 濃口しょうゆ にぼし フライド
ポテト 食塩 麦茶

まがれいベーコンロースハム

たまねぎきゅうり にんじん さつまい
も コーン缶詰粒 糸みつば ぶなしめ
じ木綿豆腐 普通牛乳

28 水 季節の野菜 納豆 肉野菜味噌炒め 麩の味噌汁 バナナ 牛乳
ももケーキ
麦茶

精白米 甘みそ 砂糖 ごま油 調合油
カットわかめ にぼし かつおだし ホット
ケーキミックス マーガリン麦茶

納豆 ぶたかたロース木綿豆腐 釜焼き
ふ鶏卵 普通牛乳

キャベツ にんじん ぶなしめじ たま
ねぎバナナ 白桃缶

29 木 おせんべい
チキンライス エビフライ ポテトサラダ コンソメスープ
オレンジ 牛乳

ケーキ
麦茶

せんべい 精白米  トマトケチャップ トマ
トソース 調合油  中濃ソース  マヨネー
ズ コンソメ 麦茶 ショートケーキ

 鶏ももエビフライロースハム普通牛乳
たまねぎ にんじんじゃがいも きゅうりコーン缶詰
粒オレンジ

30 金 ゴマビスケット
ワカメごはん 鮭の塩焼き 切干大根のカレー炒め
豆腐と油揚げの味噌汁 牛乳

チーズスティックパン
麦茶

ビスケット 精白米  いりごま  食塩  調
合油 砂糖 濃口しょうゆ カレー粉  甘み
そ かつおだし にぼし  ホットケーキミッ
クス  マーガリン  麦茶

さけ木綿豆腐 油揚げ普通牛乳パルメ
ザンチーズ

わかめ切干しだいこん 青ピーマン
にんじん りょくとうもやしたまねぎ 糸
みつば

◎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

未満児　エネルギー：493Kcal　タンパク質：18.6ｇ　脂質：16.5ｇ　カルシウム：217ｍｇ　鉄：2.3ｍｇ　塩分：1.6ｇ

以上児　エネルギー：590Kcal　タンパク質：23.6ｇ　脂質：20.5ｇ　カルシウム：260ｍｇ　鉄：2.9ｍｇ　塩分：2.1ｇ
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