
1 牛乳 505(452) kcal

15 ビスケット 21.5(20.0) g

29 牛乳 12.9(13.1) g

（木） チーズ蒸しパン

2 牛乳 496(459) kcal

16 おせんべい 15.5(15.6) g

30 麦茶 10.3(11.6) g

（金） パインヨーグルトかん・ウエハース

3 牛乳 498(449) kcal

17 クラッカー 19.2(18.2) g

31 牛乳 12.4(13.2) g

（土） お米せんべい

5 牛乳 512(462) kcal

19 ウエハース 20.9(19.2) g

（月） 牛乳 12.7(13.8) g

ベーコンパン

6 牛乳 497(465) kcal

20 ビスケット 18.2(17.9) g

（火） バナナセーキ 13.6(14.8) g

のり塩ポップコーン

7 牛乳 507(455) kcal

21 クラッカー 16.2(15.5) g

（水） 牛乳 16.4(16.2) g

ちんすこう

8 牛乳 521(470) kcal

22 ウエハース 17.0(15.8) g

（木） 牛乳 9.2(11.0) g

青菜おにぎり

9 牛乳 505(453) kcal

23 ビスケット 20.4(19.0) g

（金） 牛乳 10.7(11.4) g

ころころ揚げきな粉

10 牛乳 515(460) kcal

24 おせんべい 18.6(17.5) g

（土） 牛乳 13.1(13.2) g

かんころもち風

12 牛乳 500(450) kcal

26 クラッカー 22.0(20.5) g

（月） 牛乳 10.3(11.1) g

冷やしうどん

13 牛乳 501(452) kcal

27 ウエハース 16.6(15.3) g

（火） 牛乳 17.5(17.6) g

バターケーキ

14 牛乳 520(462) kcal

28 おせんべい 21.5(19.8) g

（水） 牛乳 9.6(10.1) g

ずんだおはぎ

◎食材仕入れの都合により献立が変更になる場合があります。ご了承下さい。

◎幼児クラスでは、喫食確認を行っておりません。 506(457) kcal

　献立の中で食べたことのない食材がありましたら、ご家庭で事前にお試し下さい。 18.9(17.9) g

12.3(13.0) g
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（　）内は３歳未満児

日付 献立名 材料名

午前おやつ
３歳未満児クラス

午後おやつ

ご飯
とうがんのとろとろ汁
さけのゆうあん焼き
カラフルみそポテト
すいか

牛乳／ビスケット／米／かつお・昆布だし汁、とうがん、ねぎ、えのき
たけ、しょうゆ、食塩／さけ、オレンジ天然果汁、しょうゆ／じゃがい
も、いんげん、にんじん、米粉、油、コーン（冷凍）、砂糖、みそ、み
りん／すいか／牛乳／米粉、砂糖、ベーキングパウダー、牛乳、油、
チーズ

夏やさいカレー
モロヘイヤのおみそ汁
キャベツの甘酢サラダ
バナナ

牛乳／お子様せんべい／米、油、たまねぎ、かぼちゃ、豚肉(もも)、か
つお・昆布だし汁、ホールトマト缶詰、りんご、ウスターソース、食
塩、カレー粉、油、ズッキーニ、米粉、水／かつお・昆布だし汁、モロ
ヘイヤ、にんじん、みそ／キャベツ、黄ピーマン、干しぶどう、砂糖、
食塩、酢／バナナ／麦茶（浸出液）／牛乳、砂糖、かんてん（粉）、
ヨーグルト(無糖)、パイン缶／カルテツウエハース

ご飯
いんげんのおみそ汁
さばの香味焼き
もやしのゆかり和え
オレンジ

牛乳／クラッカー／米／かつおだし汁、いんげん、たまねぎ、なす、み
そ／さば、おろししょうが、ねぎ、しょうゆ／もやし、にんじん、きゅ
うり、カルシウムふりかけ　ゆかり、ごま／オレンジ／牛乳／米、しょ
うゆ

ご飯
かぼちゃのすまし汁
鶏肉のみそ煮
４色おかか和え
バナナ

牛乳／カルテツウエハース／米／かつお・昆布だし汁、かぼちゃ、たま
ねぎ、しょうゆ、食塩／鶏もも肉、しめじ、かつお・昆布だし汁、砂
糖、しょうゆ、みそ／こまつな、にんじん、もやし、コーン（冷凍）、
しょうゆ、かつお節／バナナ／牛乳／ホットケーキ粉、牛乳、卵、ベー
コン、たまねぎ、ノンエッグマヨネーズ、パセリ粉

ご飯
トマトのスープ
かじきのコーンフレーク揚げ

アスパラのソテー
すいか

牛乳／ビスケット／米／かつお・昆布だし汁、トマト、オクラ、しょう
ゆ、食塩／油、かじき、食塩、米粉、水、コーンフレーク、たまねぎ、
ノンエッグマヨネーズ、パセリ粉／油、グリーンアスパラガス、にんじ
ん、黄ピーマン、食塩／すいか／牛乳、バナナ、レモン果汁、砂糖／と
うもろこし（玄穀）、油、食塩、あおのり

タコライス
チンゲンサイのおみそ汁
いんげんのごまよごし
グレープフルーツ

牛乳／クラッカー／米、油、豚ひき肉、たまねぎ、カレー粉、ウスター
ソース、ケチャップ、砂糖、キャベツ、トマト／かつおだし汁、チンゲ
ンサイ、しめじ、みそ／いんげん、にんじん、ごま、砂糖、しょうゆ／
グレープフルーツ／牛乳／油、砂糖、食塩、小麦粉

とうもろこしご飯
なすのおみそ汁
なっ豆腐バーグ
ツナじゃが煮
オレンジ

牛乳／カルテツウエハース／米、こんぶ（だし用）、油、コーン（冷
凍）、食塩／かつおだし汁、なす、にんじん、たまねぎ、みそ／挽きわ
り納豆、木綿豆腐、片栗粉、おろししょうが、食塩、ねぎ、砂糖、しょ
うゆ／じゃがいも、ツナ水煮缶、砂糖、しょうゆ、水、グリンピース／
オレンジ／牛乳／米、油、こまつな、食塩、ごま

ご飯
春雨のみそ中華スープ
かれいのあんかけ
ひじきのマヨサラダ
もも

牛乳／ビスケット／米／水、はるさめ、キャベツ、にんじん、鶏がら
スープの素、みそ／かれい、食塩、米粉、油、たまねぎ、ピーマン、赤
ピーマン、砂糖、しょうゆ、みりん、かつおだし汁、片栗粉／ひじき、
さつまいも、えだまめ（冷凍）、ノンエッグマヨネーズ／もも／牛乳／
油、食パン、砂糖、きな粉、食塩

ご飯
こまつなのおみそ汁
とりマヨ
さっぱりトマトサラダ
なし

牛乳／お子様せんべい／米／かつおだし汁、こまつな、にんじん、たま
ねぎ、みそ／鶏もも肉、おろししょうが、食塩、米粉、ノンエッグマヨ
ネーズ、ケチャップ、豆乳、パセリ粉／トマト、オクラ、しらす干し、
コーン（冷凍）、砂糖、酢、しょうゆ／なし／牛乳／米、えだまめ（冷
凍）、砂糖、牛乳、食塩

ご飯
たまねぎのおみそ汁
豚肉の塩焼き
山形だし
バナナ

牛乳／お子様せんべい／米／かつおだし汁、たまねぎ、にんじん、油揚
げ、みそ／豚肉(肩)、おろししょうが、食塩、みりん、片栗粉／なす、
きゅうり、オクラ、コーン（冷凍）、しょうゆ、かつおだし汁／バナナ
／牛乳／油、さつまいも、食塩、米粉、砂糖、しょうゆ、水、片栗粉

ご飯
ビシソワーズ
かれいのムニエル
にんじんナポリタン
グレープフルーツ

牛乳／クラッカー／米／油、じゃがいも、たまねぎ、かつおだし汁、豆
乳、食塩、パセリ粉／かれい、食塩、米粉、油、レモン果汁、砂糖、
しょうゆ／油、切り干しだいこん、にんじん、ピーマン、しめじ、ケ
チャップ、砂糖／グレープフルーツ／牛乳／干しうどん、かつおだし
汁、砂糖、しょうゆ、みりん、食塩、きゅうり、油、鶏ひき肉、砂糖、
しょうゆ、みそ

ゆかりご飯
もやしのすまし汁
高野豆腐のマーボーなす
ブロッコリーのうま塩ナムル

オレンジ

牛乳／カルテツウエハース／米、カルシウムふりかけ　ゆかり／かつ
お・昆布だし汁、もやし、にんじん、カットわかめ、しょうゆ、食塩／
油、おろししょうが、凍り豆腐、たまねぎ、なす、水、砂糖、しょう
ゆ、みそ、えだまめ（冷凍）、片栗粉／鶏ささ身、ブロッコリー、鶏が
らスープの素、食塩、ごま／オレンジ／牛乳／小麦粉、ベーキングパウ
ダー、無塩バター、砂糖、卵


