
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 ゴマビスケット メンチカツひじきと枝豆のサラダ 豆腐とわかめの味噌汁 牛乳
桃まん 　　　　　　　　　　
麦茶

ビスケット 精白米 ハヤシルウ  マヨ
ネーズ めんつゆ ごま油 ごま にぼし粉　
味噌　だし  桃まん 麦茶

 メンチカツまぐろ油漬缶詰 木綿豆腐　
普通牛乳

たまねぎ 乾ひじき 冷凍えだまめ コーン缶
詰粒 にんじん

2 木 おせんべい  しょうが焼き マカロニサラダ 切干大根の味噌汁 牛乳
カレーポップコーン 　　
　　麦茶

せんべい 精白米   調合油 濃口しょう
ゆ 砂糖 みりん風調味料   マヨネーズ 
食塩  甘みそ かつおだし にぼし 麦茶 
ポップコーン カレー粉

ぶたかたロースマカロニまぐろ油漬缶
詰 油揚げ普通牛乳

たまねぎ おろししょうが きゅうり にんじん
切干しだいこん あさつき

3 金 リッツ
おせきはんエビフライ 五目きんぴら 花麩のすまし汁 牛
乳

ひなまつりケーキ 　　　　　　
　　麦茶

リッツ 精白米 すしのこ   調合油 ソース 
 しょうゆ 和風だし 砂糖 食塩   釜焼き
ふ ホットケーキミックス いちごジャム 
ホイップクリーム ひなあられ抹茶 麦茶

 エビフライ 大豆さつま揚げ蒸しかまぼ
こ普通牛乳  生クリーム

きゅうり れんこん さやえんどう ごぼ
う にんじん ぶなしめじカットわかめ

4 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 乾わかめ   め
んつゆ ミニゼリー

蒸しかまぼこ 長ねぎ

6 月 おせんべい
さば竜田揚げ 大豆の五目煮 高野豆腐の味噌汁 
牛乳

オレンジケーキ 　　　　　　　
　　麦茶

せんべい 精白米 片栗粉 調合油  濃
口しょうゆ 砂糖   甘みそ にぼし 和風
だし  ホットケーキミックス オレンジ
ジュース マーマレード 麦茶

 さば　さつま揚げこうや豆腐普通牛乳
 ごぼう にんじん れんこん こんにゃく生し
いたけ 長ねぎ

7 火 ミニゼリーぶどう キーマカレー かみかみサラダ イチゴ ジョア ココアプリン
ミニゼリー ご飯   カレールウ 焼きする
めいか いりごま 和風ドレッシングタイ
ププリン ピュアココア麦茶

大豆 ぶたひき肉 ジョア  普通牛
乳 ホイップクリーム

たまねぎ コーン缶詰粒ホールトマト 
りんご  切干しだいこん きゅうり バナ
ナ にんじん

　
8 水 ゴマビスケット 納豆 肉野菜味噌炒め 豆腐としめじのすまし汁 牛乳

手作り甘食 　　　　　　　　
　麦茶

ビスケット 精白米  甘みそ 砂糖 ごま油 
調合油 かつおだし 濃口しょうゆ   薄力
粉 ベーキングパウダー 無塩マーガリ
ン 黒砂糖 麦茶

 納豆 ぶたかたロース木綿豆腐 普通
牛乳 普通牛乳 鶏卵

キャベツ にんじん ぶなしめじ たまねぎ糸みつば

9 木 おせんべい 鶏のからあげ スパゲティサラダ キノコスープ 麦茶 フル―チェ
せんべい 精白米 調合油 薄口しょうゆ  
片栗粉 サラスパ   マヨネーズ  コンソメ 
食塩 麦茶フル―チェ

若鶏もも ロースハム 普通牛乳
しょうがきゅうり にんじんえのきたけ 
ぶなしめじ パセリ

10 金 リッツ あんかけ焼きそば 小松菜ナムル ヨーグルト 麦茶
五平餅風　　　　　　　　　　
 麦茶

リッツ 中華めん 濃口しょうゆ 砂糖 ご
ま油 ウスターソース 鶏がらだし 片栗
粉 食塩 いりごま 麦茶 精白米 甘みそ

ぶたかたロース うずら卵水煮缶詰 しば
えび  ヨーグルト

 はくさい にんじん 長ねぎ 生しいたけだいずもや
し こまつな

11 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

13 月 おせんべい 鯖のゴマみそ焼き もやしの和えもの すまし汁 牛乳
のりしおポテト 　　　　　　
　麦茶

しせんべい 精白米  砂糖 濃口しょうゆ 
甘みそ いりごま   和風ドレッシングタイ
プ 釜焼きふ  かつおだし にぼし フライ
ドポテト 食塩 あおのり 調合油 麦茶

さばかにかまぼこ 普通牛乳
りょくとうもやし きゅうり 糸みつばえのきた
け にんじん

14 火 ミニゼリーりんご 中華風混ぜご飯 ショーロンポー 春雨サラダ 中華スープ 牛乳
チーズ蒸しパン 　　　　　　
　麦茶

ミニゼリー 精白米 濃口しょうゆ 砂糖 
鶏がらだし ごま油  緑豆はるさめ  食塩 
穀物酢 ごま  コンソメ ホットケーキミッ
クス  麦茶

ショーロンポーロースハム  普通
牛乳チーズ

りょくとうもやし カットわかめ　ごぼう 
ぶなしめじ 生しいたけきゅうりにんじ
ん

15 水 ゴマビスケット たらのマヨコーン焼き 豆サラダ 麩の味噌汁 牛乳
マシュマロサンド 　　　　　
　麦茶

ビスケット 精白米  マヨネーズ   カット
わかめ 甘みそ にぼし  かつおだし リッ
ツ マシュマロ いちごジャム 麦茶

すけとうだらプロセスチーズ ミッ
クスビーンズ 大豆木綿豆腐 釜
焼きふ普通牛乳

コーン缶詰粒 えのきたけ にんじん 
きゅうり スイートコーン

　　リクエストメニュー 16 木 おせんべい
ソースカツ丼 ブロッコリーの三色サラダ きのこの味噌汁 　　　　　　
　パイン🍍 麦茶 フルーツヨーグルト

せんべい 精白米  ウスターソース 濃口
しょうゆ みりん 砂糖 料理酒 フレンチド
レッシング 甘みそ にぼし かつおだし  
麦茶

カツ　プレーンヨーグルト
甘酢しょうが ブロッコリー にんじん パインアップ
ル缶詰みかん缶詰 バナナ 白桃缶

17 金 リッツ
ワカメごはん 鮭の塩焼き かぶサラダ すいとん 牛
乳

ケーキ 　　　　　　　　　　　　　
　麦茶

リッツ 精白米 炊き込みわかめ いりご
ま 食塩  マヨネーズ 薄力粉 濃口しょう
ゆ かつおだし にぼし  ショートケーキ 
麦茶

さけまぐろ油漬缶詰油揚げ  普通牛乳
かぶ きゅうりにんじん だいこん あさ
つき えのきたけ ぶなしめじ

18 土 おせんべい きつねうどん ミニゼリーりんご
しせんべい 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

20 月 おせんべい 鶏のマーマレード焼き アップルサラダ ＡＢＣスープ 牛乳
季節の野菜 　　　　　　　　　
　　麦茶

せんべい 精白米 マーマレード 濃口
しょうゆ  穀物酢 調合油 食塩 ブイヨン 
マカロニ・スパゲティ パセリ  麦茶

 鶏もも普通牛乳
りんご キャベツ にんじん きゅうりに
んじん たまねぎ

21 火

22 水 ゴマビスケット
さば塩焼 切干し大根煮 豆腐と油揚げの味噌汁 　　　　　　
　　ヨーグルト 麦茶

たこやき 　　　　　　　　　　　　
　麦茶

ビスケット 精白米  調合油 濃口しょう
ゆ 砂糖  甘みそ かつおだし にぼし 麦
茶 たこ焼き 濃厚ソース かつお節

さば塩焼さつま揚げ  木綿豆腐 ヨーグ
ルト油揚げ

切干しだいこん 生しいたけ にんじん 
たまねぎ 糸みつば

　リクエストメニュー 23 木 おせんべい
ロールパン マカロニグラタン ブロッコリーとコーンのサラダ 　　　
　　　オニオンスープ 牛乳

チーズステックパイ 　　　　　
　麦茶

しょうゆせんべい ロールパン マカロニ  
薄力粉  パン粉 こんそめパセリ 食塩  
パイ皮 麦茶

 若鶏もも普通牛乳普通牛乳
ぶなしめじたまねぎ ブロッコリー ス
イートコーン

24 金 リッツ 鶏なめこうどん イカスティック バナナ 牛乳
鮭わかめおにぎり　　　　　
　麦茶

リッツ うどん  調合油 めんつゆ にぼし 
砂糖 濃口しょうゆ 麦茶

鶏むね肉　イカスティック普通牛
乳

長ねぎ だいこん にんじんバナナ

25 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

27 月 おせんべい コーンシュウマイ もやしナムル マーボー豆腐 牛乳
もちもちチーズパン　　　　　
 麦茶

せんべい 精白米 食塩 ごま油 いりごま 
濃口しょうゆ マーボー豆腐の素 調合
油 片栗粉 ホットケーキミックス 白玉粉 
 麦茶

シュウマイ  木綿豆腐 ぶたひき肉  普
通牛乳パルメザンチーズ

スイートコーン だいずもやし きゅうり 
にんじん長ねぎ 生しいたけ

28 火
ミニゼリーオレン
ジ

ポークカレー 切り干し大根サラダ　ポン酢 バナナ 牛乳
豆腐お好み焼き 　　　　　　　
　麦茶

ミニゼリー 精白米 カレールウ 調合油  
ポン酢 砂糖  あおのり 天ぷら粉  中濃
ソース 麦茶

ぶたロース まぐろ油漬缶詰普通牛乳 
木綿豆腐

バナナ  切干しだいこん きゅうりたま
ねぎ じゃがいも にんじん福神漬  
キャベツ長ねぎ

29 水 ゴマビスケット なたね焼き 大根の煮物 はんぺんのすまし汁 牛乳
麩ラスク 　　　　　　　　　　　　
麦茶

ビスケット 精白米 マヨネーズ   砂糖 濃
口しょうゆ 調合油 顆粒和風だし 食塩 
釜焼きふ 有塩マーガリン グラニュー糖

すけとうだら 卵黄  はんぺん 普通牛乳
ぶなしめじ たまねぎ あさつきだいこ
ん にんじん 生しいたけ

30 木 おせんべい 豚丼 マヨごぼうサラダ なめこ味噌汁 牛乳
豆腐ゴマ団子 　　　　　　　　
　麦茶

せんべい 精白米  しらたき 甘酢しょう
が 砂糖 濃口しょうゆ   マヨネーズ  す
りごま    かつおだし 甘みそ にぼし  上
新粉 みりん ごま 麦茶

まぐろ油漬缶詰充てん豆腐普通牛乳木
綿豆腐 ぶたかた

たまねぎごぼう にんじん きゅうりな
めこ長ねぎ

31 金 リッツ
コロッケパン きゃべつサラダ クリームスープ オレンジ 牛
乳

ジャコチーズおにぎり 　　　　
　麦茶

リッツ ロールパン  中濃ソース 調合油  
ごまドレッシング  クリームシチュールウ 
コンソメ 精白米  麦茶

ポテトコロッケベーコンロースハム  普
通牛乳チーズ しらす干し  普通牛乳

キャベツ きゅうりスイートコーン にん
じん ぶなしめじ  たまねぎパセリ オ
レンジ

　

令和3年度 　　　　　                       　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡町第四保育園

以上児　エネルギー：575Kcal　タンパク質：24.2ｇ　脂質：20.3ｇ　カルシウム：260ｍｇ　鉄：2.9ｍｇ　塩分：2.0ｇ
◎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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