
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 火 おせんべい 鶏の和風あんかけ 三色おひたし 田舎汁 牛乳
ベーコンチーズ蒸しパン
麦茶

せんべい 精白米 片栗粉  かつおだし
しょうゆ 砂糖 調合油 塩コショウ めん
つゆ  ホットケーキミックス  パセリ 麦
茶

 鶏もも 油揚げ 木綿豆腐 みそ　 若鶏
もも皮なし にぼし 普通牛乳　ベーコン
チーズ

えのきたけ ぶなしめじ にんじん  ほうれ
んそうごぼう かぼちゃ 長ねぎ

2 水 ゴマビスケット
たらのマヨコーン焼き ブロッコリーのおかか和え
もやしのみそ汁 牛乳

ココアドーナツ
麦茶

ビスケット 精白米  マヨネーズ   めん
つゆ   ホットケーキミックス 調合油 砂
糖 ピュアココア 麦茶

すけとうだら　プロセスチーズ　かつお
節　 しらす干し　油揚げ 豆みそ にぼし
かつおだし 普通牛乳　 調整豆乳

コーン缶詰粒 えのきたけ にんじん  ブ
ロッコリー　塩昆布 りょくとうもやし

4 金 ミニゼリー あんかけ焼きそば もやしナムル オレンジ 牛乳
おかかおにぎり
麦茶

ミニゼリー 中華麺 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  麦茶

ぶたかたロース　うずら卵水煮缶詰 し
ばえび　普通牛乳　削り節

 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
ほしのり

5 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

7 月 おせんべい
わかめごはん 肉じゃが 切干大根のマヨサラダ
なめこ味噌汁 牛乳

メロンパン風トースト
麦茶

せんべい 炊き込みわかめ 精白米
じゃがいも しらたき 調合油 しょうゆ 砂
糖  マヨネーズ   食パン ホットケーキ
ミックス レモン果汁 麦茶

ぶたかたロース　かにかまぼこ　 充て
ん豆腐　かつおだし 甘みそ にぼし 普
通牛乳　 普通牛乳 マーガリン

 にんじん たまねぎ　切干しだいこん
きゅうり　 なめこ　長ねぎ

8 火 おせんべい
カレイ唐揚げ 小松菜のしらす和え すまし汁 みかん 　　牛
乳

サツマイモカップケーキ
麦茶

せんべい 精白米 片栗粉 調合油 しょ
うゆ しょうが  砂糖  釜焼きふ ホット
ケーキミックス さつまいも いりごま 麦
茶

 まがれい　 しらす干し　 かつお
だし にぼし　 普通牛乳　 鶏卵
マーガリン

こまつな　 にんじん　糸みつば　え
のきたけ　みかん

9 水 クラッカー
生姜焼き スイートポテトサラダ コンソメスープ
キャンディチーズ 牛乳

フルーツゼリー
スナッククラッカ－ 精白米　しょうが 調
合油 ぶたかたロース しょうゆ みりん
マヨネーズ  コンソメ  りんごジュース
寒天 ミックスドフルーツ

 プロセスチーズ 普通牛乳 さつまいも きゅうり レーズン　たまねぎ にんじん

10 木 おせんべい ポークカレー 白菜とツナの和えもの りんご 牛乳
アメリカンドッグ
麦茶

せんべい 精白米  じゃがいも カレール
ウ 調合油 福神漬 めんつゆ ホット
ケーキミックス  ケチャップ 麦茶

ぶたロース  まぐろ油漬缶詰
普通牛乳 ウインナーソーセージ

たまねぎ  にんじん  はくさい きゅう
り  りんご

11 金 クッキー
照焼きチキンサンド キャベツチーズサラダ オレンジ
コーンチャウダ― 麦茶

フル―チェ
クッキー ロールパン しょうゆ 砂糖 調
合油   食塩 チーズ 穀物酢  コーン
スープ コンソメ  麦茶 フル―チェ

若鶏もも ロースハム ベーコン 普通牛
乳

キャベツ きゅうり オレンジ  コーン缶詰粒 にんじ
ん たまねぎ

12 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  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

14 月 ビスケット 春巻き 棒々鶏サラダ（冬） わかめスープ ジョア
カリカリピザ(ツナマヨコー
ン) 麦茶

ハードビスケット 精白米 調合油  みそ
砂糖 ごま油 ごま  コンソメ  ぎょうざの
皮   マヨネーズ パセリ 麦茶

 はるまき 鶏ささ身  ジョア まぐろ缶  プ
ロセスチーズ

 きゅうり ほうれんそう にんじん りょくとう
もやし 乾わかめ コーン缶詰粒 えのきた
け 糸みつば

15 火 おせんべい 赤飯 鮭の塩焼き かみかみサラダ キャベツの豚汁 牛乳
バター醤油ポップコーン
麦茶

せんべい もち米 ささげ ごま塩  食塩
和風ドレッシングタイプ  ポップコーン
調合油  しょうゆ 麦茶

さけ  焼きするめいか ぶたもも
生揚げ 甘みそ かつおだし 普通
牛乳  マーガリン

切干しだいこん きゅうり にんじん
キャベツ

16 水 おせんべい 納豆 肉野菜味噌炒め 麩の味噌汁 りんご 牛乳
チーズスティックパン
麦茶

せんべい 精白米  砂糖 ごま油 調合
油   釜焼きふ ホットケーキミックス  麦
茶

納豆 ぶたかたロース 甘みそ に
ぼし 木綿豆腐  かつおだし パ
ルメザンチーズ マーガリン 普通
牛乳

 キャベツ にんじん ぶなしめじ たま
ねぎ カットわかめ  りんご

17 木 ゴマビスケット
ツナと塩昆布の混ぜご飯 とりのゴマ焼き
ほうれん草ごま和え きのこの味噌汁 麦茶

フルーツヨーグルト
ビスケット 精白米 調合油 しょうゆ 砂
糖 しょうが いりごま みりん こんにゃく
すりごま  麦茶 みかん缶詰

 まぐろ水煮缶詰  鶏もも 油揚げ  甘み
そ にぼし かつおだし  プレーンヨーグ
ルト

塩昆布 ほうれんそう にんじん   えのきたけ  ぶ
なしめじ 生しいたけ 長ねぎ バナナ  黄桃缶

18 金 クラッカー きつねうどん さつまいもきんぴら バナナ 牛乳
おにぎり　しらす
麦茶

スナッククラッカ－ うどん  めんつゆ さ
つまいも こんにゃく　しょうゆ 砂糖 調
合油  精白米  しょうゆ  麦茶

味付けいなり　 うずら卵水煮缶詰　 さ
つま揚げ  普通牛乳 しらす干し

 長ねぎ にんじん ほうれんそう　バ
ナナ 焼きのり

19 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

21 月 おせんべい
さけのオーロラソースがけ 白菜サラダ ワカメのみそ汁 牛
乳

焼き芋
麦茶

せんべい 精白米  薄力粉 塩コショウ
調合油 マヨネーズ ケチャップ パセリ
和風ドレッシングタイプ  さつまいも 麦
茶

さけ  ロースハム  油揚げ 木綿豆腐 甘
みそ にぼし かつおだし 普通牛乳

 はくさい きゅうり にんじん カットわ
かめ

22 火 おせんべい チキンカツ キャベツの塩もみ かぶの味噌汁 牛乳
麩ラスク
麦茶

せんべい 精白米パン粉 薄力粉 調合
油 中濃ソース   釜焼きふ グラニュー
糖 麦茶

 鶏むね 油揚げ 充てん豆腐 かつおだ
し 豆みそ にぼし 普通牛乳  マーガリ
ン

キャベツ きゅうり にんじん 塩昆布
かぶ

24 木 クッキー
カレイのトマトソース サイコロサラダ
きのこと豆腐のスープ ジョア

あんまん
麦茶

クッキー 精白米  薄力粉 ケチャップ
砂糖 調合油  マヨネーズ さつまいも
コンソメ  こしあん ホットケーキ 麦茶

まがれい ベーコン ロースハム 木綿豆
腐 ジョア

たまねぎ  きゅうり にんじん コーン
缶詰粒 長ねぎ 生しいたけ ほんしめ
じ えのきたけ

25 金 季節の野菜 みそラーメン 中華ナムル シュウマイ みかん 牛乳
焼きおにぎり
麦茶

中華めん   みそラーメンスープ 調合油
食塩 いりごま ごま油 しょうゆ  精白米
めんつゆ 麦茶

鶏ひき肉 シュウマイ  普通牛乳
 コーン缶詰粒 カットわかめ 長ねぎ  りょ
くとうもやし にんじん みかん

26 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

28 月 おせんべい キーマカレー レンコンサラダ バナナ 牛乳
コーンフレーククッキー
麦茶

せんべい 精白米   じゃがいも  カレー
ルウ   マヨネーズ  ホットケーキミック
ス 砂糖 コーンフレーク 麦茶

大豆 ひよこ豆 ぶたひき肉 ロースハム
普通牛乳 マーガリン   普通牛乳

たまねぎ コーン缶詰粒 にんじん れ
んこん ブロッコリー バナナ  レーズ
ン

29 火 おせんべい
コーンごはん 鶏のからあげ チーズポテトサラダ ＡＢＣ
スープ 牛乳

誕生日ケーキ
麦茶

せんべい 精白米  しょうゆ しょうが 片
栗粉 じゃがいも  マヨネーズ パセリ コ
ンソメ マカロニ   ホットケーキミックス
グラニュー糖  ハードビスケット 麦茶

 若鶏もも チーズ 普通牛乳 マーガリン
鶏卵 ホイップクリーム

コーン缶詰粒  にんじん  キャベツ
たまねぎ 黄桃缶

30 水 ゴマビスケット 焼肉 春雨サラダ 中華スープ  りんご 牛乳
ポテトフライ
麦茶

ビスケット 精白米  やきにくのたれ 調
合油 緑豆はるさめ  食塩 穀物酢 ごま
ごま油 コンソメ   フライドポテト 麦茶

ぶたかたロース  ロースハム  普通牛
乳

たまねぎ  にんじん きゅうり 長ねぎ
カットわかめ りんご

　

令和4年度 　　　　　                       　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡町第四保育園

未満児　エネルギー：524Kcal　タンパク質：19.6ｇ　脂質：18.1ｇ　カルシウム：224ｍｇ　鉄：2.3ｍｇ　塩分：1.8ｇ

以上児　エネルギー：619Kcal　タンパク質：24.7ｇ　脂質：21.8ｇ　カルシウム：265ｍｇ　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
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