
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

4 水 おせんべい
わかめおにぎり コロッケ キュウリ和え すいとん
みかん 牛乳

フルーツゼリー
せんべい 精白米  さけ ポテトコロッケ
調合油 中濃ソース マヨネーズ 薄力
粉 しょうゆ りんごジュース 寒天 ミック
スドフルーツ

まぐろ油漬缶詰 蒸しかまぼこ かつお
だし にぼし 油揚げ 普通牛乳

炊き込みわかめ 焼きのり きゅうり  にんじ
ん だいこん 長ねぎ みかん

5 木 ミニゼリーりんご
とりのゴマ焼き レンコンサラダ　豆腐とねぎの味噌汁 　牛
乳

ラスク
麦茶

ミニゼリー 精白米  調合油 しょうゆ
砂糖 おろししょうが いりごま みりん風
調味料   ごま油 食塩 穀物酢 食パン
グラニュー糖 麦茶

鶏もも まぐろ油漬缶詰 木綿豆腐 油
揚げ  甘みそ にぼし かつおだし 普通
牛乳 マーガリン

れんこん コーン缶詰粒 きゅうり 長ねぎ
にんじん えのきたけ

6 金 ゴマビスケット
七草ごはん 鮭の塩焼き さつまいもきんぴら
すまし汁 牛乳

ヨーグルトソースパンケーキ
麦茶

ビスケット 精白米 食塩 さつまいも
しょうゆ 砂糖 調合油 釜焼きふ   ホッ
トケーキミックス  いちごジャム 麦茶

さけ かつおだし にぼし 普通牛乳 ホ
イップクリーム プレーンヨーグルト

なずな せり 菜めし  にんじん ごぼう
糸みつば えのきたけ

7 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

10 火 クラッカー
ビビンバ丼 ほうれん草のツナマヨサラダ
中華スープ　ジョア りんご

バター醤油ポップコーン
麦茶

スナッククラッカ－ 精白米   やきにく
のたれ ごま油 食塩 しょうゆ マヨネー
ズ 鶏がらだし ポップコーン 調合油
しょうゆ 麦茶

ぶたかたロース まぐろ水煮缶詰 ジョ
ア マーガリン

たまねぎ にんじん りょくとうもやし  ほうれ
んそう  スイートコーン   長ねぎ 生しいた
け カットわかめ  りんご

11 水 おせんべい モウカケイジャン ジャーマンポテト 野菜スープ 麦茶 フル―チェ
せんべい 精白米 みりん風調味料
じゃがいも   調合油 食塩  コンソメ
パセリ 麦茶  フル―チェ

モウカケイジャン ウインナーソー
セージ 普通牛乳

キャベツ えのきたけ にんじん たま
ねぎ

12 木 おせんべい
ハムカツサンド きゃべつサラダ 豆入りスープ
キャンディチーズ 麦茶

フルーツヨーグルト
せんべい ロールパン 調合油 中濃
ソース 和風ドレッシングタイプ コンソ
メ 麦茶 みかん缶詰  黄桃缶

ハムカツ ロースハム 大豆水煮 ベー
コン ミックスビーンズ プロセスチーズ
プレーンヨーグルト

キャベツ きゅうり たまねぎ にんじん バナナ

13 金 おせんべい さば塩焼 じゃこ人参 豚汁 牛乳
カリカリピザ
麦茶

せんべい 精白米 ごま油 いりごま  食
塩   板こんにゃく ぎょうざの皮 トマト
ケチャップ 麦茶

さば塩焼　しらす干し ぶたもも
甘みそ かつおだし 普通牛乳 プ
ロセスチーズ ベーコン

にんじん さやいんげん　りょくとうも
やし だいこん ごぼう  青ピーマン
コーン缶詰粒

14 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

16 月 おせんべい
中華風混ぜご飯 ほうれん草シュウマイ 春雨サラダ
にらスープ 　　牛乳

豆腐お好み焼き
麦茶

せんべい 精白米 しょうゆ 砂糖 鶏が
らだし ごま油  はるさめ 食塩 穀物酢
ごま   調合油  中濃ソース 麦茶

ほうれん草シュウマイ ロースハ
ム普通牛乳 豆腐お好み焼き

ごぼう ぶなしめじ 生しいたけ  きゅう
り  にんじん にら たまねぎ えのきた
け

17 火 季節の野菜
ポークカレー 切り干し大根サラダ　ポン酢 バナナ
ジョア

抹茶あんこパイ
麦茶

精白米   じゃがいも  カレールウ 調合
油 福神漬   ポン酢 砂糖   パイ皮 こ
しあん 抹茶 麦茶

ぶたロース まぐろ油漬缶詰 ジョア
たまねぎ にんじん 切干しだいこん きゅう
りバナナ

18 水 おせんべい
なたね焼き ブロッコリーとツナのサラダ
じゃが芋のみそ汁 牛乳

おからドーナツ
麦茶

せんべい 精白米 マヨネーズ   和風ド
レッシングタイプ  じゃがいも   ホット
ケーキミックス 調合油 砂糖 麦茶

すけとうだら  卵黄 まぐろ油漬缶
詰 豆みそ にぼし かつおだし 普
通牛乳 おから 調整豆乳

ぶなしめじ たまねぎ あさつき ブロッ
コリーにんじん カットわかめ えのき
たけ

19 木 ミニゼリーぶどう チリソース炒め 小松菜ナムル なめこ味噌汁 牛乳
芋ようかん
麦茶

ミニゼリー 精白米   ごま油 エビチリ
の素  食塩 いりごま しょうゆ さつまい
も 砂糖 寒天 麦茶

鶏もも 充てん豆腐   かつおだし
甘みそ にぼし 普通牛乳

たまねぎ にんじん はたけしめじ りょ
くとうもやし だいずもやし こまつな
なめこ 長ねぎ

20 金 おせんべい クリームスパゲティ かんきつキャベツサラダ りんご 牛乳
さけおにぎり
麦茶

せんべい スパゲティ コーンスープ コ
ンソメ かんきつドレッシング 精白米
水煮缶詰 ほしのり 麦茶

普通牛乳 ベーコン　普通牛乳　さけフ
レーク

ぶなしめじ たまねぎ ほうれんそう マッシュルー
ム水煮缶 スイートコーン キャベツ にんじん きゅ
うり 　りんご

21 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

23 月 クッキー
チキンのトマトクリームソース 白菜とツナの和えもの
ワカメと豆腐のスープ 牛乳

白玉あんみつ
麦茶

クッキー 精白米  おろしにんにく  塩コ
ショウ オリーブ油 トマトソース コンソ
メ   めんつゆ  塩ラーメンスープ 白玉
粉 ゆであずき 黄桃缶  麦茶

若鶏もも 生クリーム  まぐろ缶 木綿
豆腐 普通牛乳 ホイップクリーム

たまねぎ はくさい きゅうり にんじん
カットわかめ  えのきたけ

24 火 リッツ
豚丼 切干大根のマヨサラダ キャベツと厚揚げ味噌汁 み
かん 牛乳

ポテトフライ
麦茶

リッツ 精白米   しらたき 甘酢しょうが
砂糖 しょうゆ きゅうり マヨネーズ  フ
ライドポテト 食塩 調合油 麦茶

ぶたかた かにかまぼこ 生揚げ 豆み
そ にぼし かつおだし 普通牛乳

たまねぎ 切干しだいこん キャベツ
にんじん みかん

25 水 おせんべい
カレイのベーコンチーズ焼き ほうれん草ごま和え
麩の味噌汁 牛乳

オレンジココアスコーン
麦茶

せんべい 精白米  こんにゃく すりごま
砂糖 しょうゆ  釜焼きふ  ホットケーキ
ミックス  ピュアココア グラニュー糖
マーマレード 麦茶

まがれい ベーコン プロセスチーズ 甘
みそ にぼし 木綿豆腐 かつおだし 普
通牛乳 マーガリン 普通牛乳

えのきたけ キャベツ にんじん  ほう
れんそう カットわかめ

26 木 ゴマビスケット
さざれやき ブロッコリーのイタリアンサラダ ＡＢＣスープ
牛乳

抹茶豆乳プリン

ビスケット 精白米  マヨネーズ トマト
ケチャップ パン粉 イタリアンドレッシ
ング  コンソメ マカロニ  抹茶 砂糖 こ
しあん

若鶏もも まぐろ水煮缶詰 普通牛乳
豆乳  きな粉

ブロッコリー スイートコーン キャベ
ツ にんじん たまねぎ

27 金 おせんべい ラーメン（ハム） 中華ナムル 餃子 バナナ 牛乳
焼きおにぎり
麦茶

せんべい 中華めん  中華スープ  食
塩 いりごま ごま油 しょうゆ    精白米
めんつゆ 麦茶

ロースハム ぎょうざ 普通牛乳
長ねぎ コーン缶詰粒 カットわかめ りょくと
うもやし にんじん バナナ

28 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

30 月 おせんべい 鮭フライ サイコロゴマサラダ ほうれん草のみそ汁 牛乳
しぼりだしクッキー
麦茶

せんべい 精白米  パン粉 薄力粉 調
合油 中濃ソース さつまいも   ごまド
レッシング グラニュー糖 薄力粉 片栗
粉 麦茶

さけ ロースハム  油揚げ 豆みそ にぼ
し 豆腐 かつおだし 普通牛乳 マーガ
リン 普通牛乳　ホットケーキミックス

にんじん きゅうり スイートコーン  ほ
うれんそう

31 火 おせんべい
チーズハンバーグ コールスローサラダ コンソメスープ
いちご 牛乳

ケーキ
麦茶

せんべい 精白米   パン粉 調合油
デミグラスソース  穀物酢 砂糖 食塩
マヨネーズ コンソメ  ショートケーキ
麦茶

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

たまねぎ にんじん ぶなしめじ キャ
ベツ きゅうり コーン缶詰粒 いちご

　

令和4年度 　　　　　                       　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡町第四保育園

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

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

◎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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