
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 水 おせんべい
さば塩焼 大豆の五目煮 切干大根の味噌汁 キャンディ
チーズ 牛乳

マシュマロサンド 　　　
　麦茶

ハードビスケット 精白米   濃口しょうゆ 
顆粒和風だし 砂糖   甘みそ かつおだ
し にぼし  リッツ マシュマロ いちごジャ
ム 麦茶

さば塩焼 大豆  さつま揚げ油揚げプロ
セスチーズ 普通牛乳

さやえんどう にんじんごぼう切干しだいこ
ん あさつき

2 木 ゴマビスケット 冬野菜カレー 大根の塩昆布和え ジョア みかん カスタードプリン 🍮 ビスケット ご飯 カレールウ 福神漬 塩
昆布 いりごま 浅漬けの素

若鶏もも ジョア  普通牛乳
にんじん たまねぎ れんこん だいこんみか
ん

3👹 金 クラッカー
ちらし寿司 エビフライ えのきとわかめのすまし汁 
牛乳

恵方巻パン　　　　　　　　　　
　　 麦茶

クラッカ－ 精白米 すしのこ 焼きのり 
調合油 中濃ソース 顆粒和風だし 食塩 
濃口しょうゆ 食パン いちごジャム ブ
ルーベリージャム 麦茶

 錦糸卵味付けいなり  エビフライ  蒸し
かまぼこ 普通牛乳

きゅうり れんこん にんじんえのきた
け カットわかめ

4 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 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

6 月 クラッカー ソースヒレカツ ゆかり和え2 キャベツと厚揚げ味噌汁 牛乳 💛パイ 麦茶
クラッカ－ 精白米 パン粉 薄力粉 調合
油 中濃ソース ゆかり  豆みそ にぼし 
かつおだし  パイ皮 グラニュー糖 麦茶

ぶたヒレ 生揚げ普通牛乳
りょくとうもやし きゅうり にんじん  キャベ
ツ にんじん

7 火 クッキー トマトソースオムレツ マカロニサラダ コンソメスープ 牛乳
冷やし豆腐団子 🍡　　　
　麦茶

クッキー 精白米  ホールトマト  マカロ
ニ  マヨネーズ 食塩 ブイヨンだんご粉  
砂糖 濃口しょうゆ 片栗粉 麦茶

オムレツまぐろ油漬缶詰 ベーコ
ン 普通牛乳 木綿豆腐

エリンギ ほうれんそうきゅうり にんじ
ん  たまねぎ

8 水 おせんべい
ご飯 鶏のコーンフレーク焼き ブロッコリーの三色サラダ 　
　　　　豆苗のスープ 牛乳

アップルケーキ🍏 　　　　
　麦茶

せんべい 精白米 濃口しょうゆ にんに
く 砂糖 マヨネーズ コーンフレーク  フレ
ンチドレッシング  コンソメ 食塩 緑豆は
るさめ  ホットケーキミックス リンゴ
ジュース 麦茶

鶏もも 普通牛乳
ブロッコリー にんじんスイートコーン 
トウミョウ たまねぎりんご缶詰

9 木 おせんべい
タラの磯辺揚げ 白菜サラダ 豆腐と油揚げの味噌汁 牛
乳

ばななクレープ 　　　　　　
　麦茶

せんべい 精白米  天ぷら粉 あおのり 
調合油 フレンチドレッシング   甘みそ 
かつおだし にぼし  クレープ ホイップク
リーム 麦茶

すけとうだら ベーコン 木綿豆腐 油揚
げ普通牛乳

はくさい きゅうり にんじんたまねぎ 糸みつばバ
ナナ

10 金 ミニゼリーぶどう ほうれん草のクリームパスタ 豆サラダ りんご 麦茶 フル―チェ
ミニゼリー スパゲティ コンソメ　 食塩 
クリームシチュールウ穀物酢 砂糖 調
合油 りんご 麦茶 フル―チェ

さけ 調整豆乳パルメザンチーズ 
生クリーム 普通牛乳

ぶなしめじ ほうれんそう たまねぎ  
ミックスビーンズ 大豆 きゅうり にん
じん スイートコーン

11 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 めんつゆ ミニゼリー  揚げ玉蒸しかまぼこ  乾わかめ  長ねぎ

13 月 ゼりー
チンジャオロース ブロッコリーの中華和え 中華スープ 　　　　　　　
キャンディチーズ 牛乳

セサミクッキー 　　　　　　
　麦茶

クッキー 精白米 調合油 チンジャオ 濃
口しょうゆ 穀物酢 砂糖    緑豆はるさ
め 中華だし ごま  薄力粉  麦茶

豚肉 まぐろ油漬缶詰かにかまぼ
こプロセスチーズ 普通牛乳調整
豆乳

青ピーマン 赤ピーマン たまねぎ た
けのこ水煮缶詰りょくとうもやし にん
じん ブロッコリー えのきたけ 長ねぎ

14♡ 火 おせんべい
エビカツバーガー きゃべつサラダ 押し麦入りミネストローネ ジョ
ア

ココアプリン 🍮
せんべい ロールパン  お好み焼きソー
ス   フレンチドレッシング トマトケチャッ
プ ホールトマト コンソメ 押麦   プリン 
ピュアココア

エビカツロースハム ベーコンジョ
ア普通牛乳 ホイップクリーム

キャベツ きゅうり にんじんたまねぎ 
パセリ ぶなしめじ いちご

15 水 おせんべい 鯖のゴマみそ焼き 切干し大根煮 すまし汁 牛乳
カレーポップコーン 　　　　
麦茶

せんべい 精白米  砂糖 濃口しょうゆ 
甘みそ いりごま  調合油 釜焼きふ  か
つおだし にぼし ポップコーン 食塩 カ
レー粉 麦茶

さばさつま揚げ油揚げ  普通牛乳
切干しだいこん生しいたけ にんじんえのきたけ 
糸みつば

16 木 ミニゼリーぶどう しょうが焼き マロニーサラダ もずく汁 牛乳
黒糖饅頭 　　　　　　　　　　　
　　麦茶

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 マロニー  マ
ヨネーズ 塩コショウ めんつゆ おきな
わもずく かつおだし食塩   麦茶

ぶたかたロース まぐろ油漬缶詰 蒸し
かまぼこ 普通牛乳

たまねぎ おろししょうがきゅうりにん
じん糸みつば

17 金 ゴマビスケット 煮込み風うどん 野菜かき揚げ みかん 牛乳
たこやき 　　　　　　　　　　　　
　　麦茶

クッキー うどん かつおだし 濃口しょう
ゆ めんつゆ 顆粒和風だし  たこ焼き 
濃厚ソース かつお節 麦茶

 鶏むね 野菜かき揚げ普通牛乳
はくさい ぶなしめじ だいこん にんじ
ん長ねぎ みかん

18 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 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

20 月 おせんべい カレイの照り焼き 海苔和え きのこの味噌汁 牛乳
かぼちゃコロッケ 　　　　　　　
　　麦茶

せんべい 精白米  濃口しょうゆ みりん
風調味料 砂糖ほしのり めんつゆ  甘
みそ にぼし かつおだし  調合油 中濃
ソース 麦茶

まがれい普通牛乳 かぼちゃコロッケ

 ぶなしめじ えのきたけ 生しいたけ 
長ねぎこまつな りょくとうもやし にん
じん

21 火 クッキー チャーハン 餃子 バンサンスー 中華スープＡ 麦茶 イチゴムース 🍓
クッキー 精白米   食塩 鶏がらだし 濃
口しょうゆ ごま油 緑豆はるさめ  穀物
酢 砂糖 麦茶 粉寒天

焼き豚 なると ぎょうざ 生クリーム

たまねぎ 長ねぎきゅうり にんじん生
しいたけ カットわかめ いちごレモン
果汁

22 水 おせんべい
ヤンニョムチキン風 かみかみ海藻サラダ にらスープ 牛
乳

もちもちチーズパン🧀 　　　
　　麦茶

せんべい 精白米トマトケチャップ 濃口
しょうゆ みりん風調味料 砂糖 おろしに
んにく ごま  ごまドレッシング 鶏がらだ
し   ホットケーキミックス 白玉粉 調合
油 麦茶

 鶏もも しらす普通牛乳パルメザンチー
ズ

カットわかめ 切干しだいこん にんじ
ん にら たまねぎ 長ねぎ スイート
コーン

24 金 おせんべい
ミートソースパスタ レンコンのデリ風サラダ みかん 
牛乳

のりしおポテト 　　　　　　　
麦茶

ゆせんべい スパゲティ  トマトケチャッ
プ お好み焼きソース トマトソース ホー
ルトマト 調合油 塩コショウ 砂糖  乾ひ
じき  めんつゆ マヨネーズ みかん 麦
茶 フライドポテト 食塩 あおのり

ぶたひき肉パルメザンチーズ ま
ぐろ油漬缶詰

にんじん たまねぎ ぶなしめじ れんこん

25 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

27 月 季節の野菜 回鍋肉 春雨サラダ ワンタンスープ キャンディチーズ 牛乳 フルーツ杏仁豆腐風

精白米  ごま油 豆みそ 砂糖 濃口しょ
うゆ 緑豆はるさめ   食塩 穀物酢 ごま 
ワンタンの皮  中華だし いりごま  ミック
スドフルーツ 粉寒天

ぶたかたロースロースハム錦糸卵 プ
ロセスチーズ 普通牛乳 調整豆乳

キャベツもやしきゅうりぶたひき肉 
生しいたけ りょくとうもやし あさつき

28🎂 火 ゴマビスケット
鮭寿司 塩唐揚げ ポテトサラダ 豆腐としめじのすま
し汁 牛乳

ロールケーキ🍰 　　　　　
　麦茶

ビスケット ご飯 すしのこ いりごま  片
栗粉 浅漬けの素 調合油   マヨネーズ  
かつおだし 濃口しょうゆ にぼし ホット
ケーキミックス 有塩マーガリン グラ
ニュー糖  麦茶

さけ 若鶏ももロースハム木綿豆
腐 普通牛乳 卵黄 ホイップクリー
ム

 あさつきじゃがいも きゅうり にんじん糸み
つば ぶなしめじミックスドフルーツ

　

令和4年度 　　　　　                       　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡町第四保育園

◎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

以上児　エネルギー：561Kcal　タンパク質：21.5ｇ　脂質：18.6ｇ　カルシウム：243ｍｇ　鉄：2.6ｍｇ　塩分：1.8ｇ

未満児　エネルギー：450Kcal　タンパク質：17.5ｇ　脂質：16.5ｇ　カルシウム：208ｍｇ　鉄：2.2ｍｇ　塩分：1.6ｇ
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