
日付 １日（金）

ごはん
たけのこのチーズフリッター
（筍　粉チーズ　小麦粉）

切り干し大根のサラダ

（切干大根　きゅうり　ハム　コーン　卵なしマヨネーズ）

小松菜のみそ汁
（小松菜　ちくわ　人参）

海苔の佃煮

未満児369kca 11.5g 11.8g 55.3g   以上児460kcal 13.3g 13.1g　73.2ｇ 2.3g

３時のおやつ ★スイートポテトパイ　牛乳

日付 ４日（月） ５日（火） ６日（水） ７日（木） ８日（金）

ごはん ごはん

鰆のカレーフライ 酢豚
（鰆） （肉団子　人参　蓮根　ピーマン　玉ねぎ　椎茸　じゃが芋　ケチャップ）

（お休み） （お休み） （お休み） 蓮根と人参のきんぴら きゅうりとチーズのサラダ
（蓮根　人参　白ごま） （きゅうり　わかめ　 ハム　チーズ）

うす揚げのみそ汁 豆腐のすまし汁
（うす揚げ　わかめ　じゃが芋） （絹豆腐　えのき　ねぎ）

未満児475ca 22.0g 15.8g 58.9g   以上児521kcal 21.8g 15.2g　71.3ｇ 2.3g 未満児449kca 17.2g16.5g 57.4g  以上児496kcal 19.8g 15.8g　67.3ｇ 3.7g

３時のおやつ べじたべる　牛乳 ★シュガーラスク　牛乳

日付 １１日（月） １２日（火） １３日（水） １４日（木） １５日（金）

ごはん ちっちゃなロールパン 菜めしごはん ごはん ごはん

じゃが芋としらす青のりの天ぷら ナポリタン 白身魚の煮つけ がんもどきのごま煮 筑前煮
（じゃが芋　しらす干し　青のり） (スパゲティー　ウインナー　ピーマン　玉葱　人参　ケチャップ） （カラスガレイ） （生姜　がんもどき　人参　白すりごま） （蓮根　ごぼう　人参　鶏肉　筍　こんにゃく　干し椎茸）

卯の花 小松菜の和え物 カミカミサラダ きゃべつの和風サラダ マカロニサラダ

（おから　人参　豚挽き肉　糸こんにゃく　　干椎茸　ごぼう） （小松菜　ちりめんじゃこ　もやし　かつお節） （大豆　じゃが芋　チーズ　きゅうり　白すりごま　卵なしマヨネーズ） （キャベツ　みかん缶　きゅうり） （マカロニ　きゅうり　ハム　コーン　卵なしマヨネーズ）

なめこのみそ汁 オクラのスープ しめじのみそ汁 肉団子スープ かまぼこのすまし汁
（なめこ　玉ねぎ　絹豆腐） （オクラ　玉葱　絹豆腐） (しめじ　玉葱　ほうれん草） （肉団子　チンゲン菜　生椎茸　ねぎ） （かまぼこ　大根　えのき）

味付け海苔
未満児471kca 13.7g 17.8g 63.6g   以上児564kcal 15.2g19.3g　81.2ｇ 1.9g 未満児367kca 14.5g 8.5g 56.8g  以上児452kcal 18.6g 8.6g　73.1ｇ 2..2g 未満児338kca 14.7g11.2g 43.9g  以上児399kcal 16.8g13.1g　52.5ｇ 1.9g 未満児414kca 14.0g 18.0g 48.3g   以上児531kcal 16.4g 21.4g　67.5ｇ 2.5g 未満児487kca 17.0g16.2g 67.8g   以上児572kcal 18.7g　16.1g　86.7ｇ 2.5g

３時のおやつ ★いちごジャムサンド　牛乳 ★チーズおむすび ごぼうチップス　牛乳 アスパラガスビスケット　チーズ ★カルピス蒸しパン　牛乳

日付 １８日（月） １９日（火） ２０日（水） ２１日（木） ２２日（金）

ごはん カレーライス ごはん ごはん

鯵のみりん焼き （ごはん　豚肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ　カレールー） 若鶏のレモン煮 チンゲン菜の中華炒め
（鯵　ごま） ごぼうの甘から揚げ （鶏肉　レモン） （豚ばら肉　チンゲン菜　筍　人参　生椎茸）

きゃべつのゆかり和え （ごぼう　白いりごま） コールスローサラダ ブロッコリーのごまドレッシング和え
（きゃべつ　もやし　人参　ゆかり粉） あっさり春雨サラダ （きゃべつ　きゅうり　もやし　ツナ　コーン　青じそドレッシング） （ブロッコリー　ごまドレッシング） 手作りお弁当を

小松菜のみそ汁 （春雨　茎わかめ　きゅうり　コーン　ハム） ほうれん草のすまし汁 そら豆と春野菜のスープ お願いします

（小松菜　うす揚げ） オレンジ （ほうれん草　ちくわ　人参　しめじ） （そら豆　玉ねぎ　アスパラ　鶏肉）

未満児371kcal 17.5g9.6g 52.0g    以上児438kcal 17.9g7.7g　72.4g 1.2ｇ 未満児589kca 18.5g18.4g 86.4g   以上児728kcal 21.4g 19.6g 115ｇ 3.1g 未満児474kca 18.6g16.9g 61.8g   以上児515kcal 20.2g 18.9g　63.5ｇ 2.9g 未満児405kca 14.5g 14.7g 53.0g   以上児503kcal 17.3g 16.7g　69.9ｇ 1.8g

３時のおやつ 元気カリポテ ごまおさつパン　牛乳 ★お野菜チップス　牛乳 おにだいこせんべい　牛乳

日付 ２５日（月） ２６日（火） ２７日（水） ２８日（木） ２９日（金）

ごはん ごはん ひじきごはん ごはん ごはん
鶏手羽元のさっぱり煮 麻婆春雨 大根の旨煮 そら豆とハムのかき揚げ 焼き鯖
（鶏手羽元　ポン酢） （春雨　豚挽き肉　玉ねぎ　生姜　にんにく　干し椎茸） （大根　豚肉　生姜） （そら豆　ハム　玉ねぎ） （鯖）

ほうれん草のおかか和え とうもろこしのつまみ揚げ ピーマンの和え物 ひじきの炒め煮 小松菜の煮びたし
（ほうれん草　もやし　人参　かつお節） （とうもろこし　白身魚） （ピーマン　もやし　ロースハム） （ひじき　人参　干し椎茸　うすあげ　ごぼう） （小松菜　うすあげ 人参）

きゃべつのスープ 中華風スープ えのきのみそ汁 五目みそ汁 白玉麩のすまし汁
（きゃべつ　コーン　しめじ） （チンゲン菜　椎茸　人参　筍　白ごま） （えのき　絹豆腐　ねぎ） （なめこ　大根　しめじ　糸こんにゃく　玉ねぎ） （舞茸　白玉麩　ねぎ）

煮干し りんご
未満児369kca 18.7g 14.2g 40.7g   以上児427kcal 23.9g 14.7g　47.6ｇ 1.8g 未満児409kca 16.0g 11.2g 60.7g   以上児470kcal 18.8g 9.4g　77.0ｇ 2.4g 未満児411kca 14.6g 15.5g 52.6g   以上児504kcal 16.9g 17.8g　67.4g 3.0ｇ 未満児495kca 14.9g 12.5g 79.1g   以上児621kcal 17.4g 12.8g　106.6g 1.9ｇ 未満児456kca 20.9g13.3g　60.4ｇ   以上児560kcal 21.4g11.3g　89.1ｇ　1.3ｇ

３時のおやつ ムーンライトクッキー　牛乳 黒豆せんべい　チーズ ★わかめおむすび かりんとうまんじゅう ★よもぎのカップケーキ（あんこのせ）
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◎手作りおやつについて

★マークのついている日が、手作りおやつ

の日になりますので、よろしくお願いします。


