
1日 午前おやつ マンナ・牛乳 マンナビスケット 牛乳

月 (1日)こいのぼりカレー 米、じゃがいも、小麦粉、押麦、油 豚ひき肉、バター、スキムミルク 玉ねぎ、人参 ソース、ケチャップ、食塩、カレー粉、コンソメ

(15日)ひき肉カレー 米、じゃがいも、小麦粉、押麦、油 豚ひき肉、バター、スキムミルク 玉ねぎ、人参 ソース、ケチャップ、食塩、カレー粉、コンソメ

1５日 スパゲティーサラダ スパゲティー、マヨドレ キャベツ、きゅうり、人参 食塩

月 オレンジ オレンジ

午後おやつ ポップコーン・牛乳 とうもろこし、油 牛乳 食塩

2日 午前おやつ ルヴァン・牛乳 クラッカー 牛乳

火 肉うどん ゆでうどん、砂糖 豚ひき肉 ねぎ、人参 かつお・昆布だし汁、しょうゆ、みりん、食塩

1６日 高野豆腐のオイスター煮 片栗粉、油 高野豆腐 キャベツ、ねぎ オイスターソース、しょうゆ、おろしにんにく

火 チンゲン菜と人参の炒め物 ごま油 もやし、チンゲン菜、人参 しょうゆ、食塩

午後おやつ 手作りふりかけごはん・麦茶 米、白ごま、ごま油 しらす、かつお節 青のり しょうゆ

６日 午前おやつ マンナ・牛乳 マンナビスケット 牛乳

土 ごはん 米

鶏肉の旨煮 片栗粉、砂糖 鶏もも 玉ねぎ かつお・昆布だし汁、酒、みりん、しょうゆ、食塩

2０日 じゃがいもと人参の粉吹き じゃがいも、砂糖 人参 しょうゆ

土 玉ねぎとわかめの味噌汁 みそ 玉ねぎ、わかめ かつお・昆布だし汁

午後おやつ ミロパンケーキ・牛乳 ホットケーキ粉、メープルシロップ 牛乳 ミロ

８日 午前おやつ マンナ・牛乳 マンナビスケット 牛乳

月 そぼろ納豆丼 米、砂糖、油 鶏ひき肉、ひきわり納豆 切干大根、青のり かつお・昆布だし汁、しょうゆ

きんぴらごぼう 砂糖、油、白ごま ごぼう、こんにゃく、人参 かつお・昆布だし汁、酒、しょうゆ

２２日 お麩とねぎの清汁 麩 ねぎ かつお・昆布だし汁、しょうゆ、食塩

月 いちごソースヨーグルト 砂糖 ヨーグルト いちごソース

午後おやつ マカロニきな粉・牛乳 マカロニ、砂糖 きな粉、牛乳 食塩

９日 午前おやつ ルヴァン・牛乳 クラッカー 牛乳

火 ごはん・きざみのり 米 きざみのり

かじきのしょうゆバター焼き 小麦粉、油 かじき、バター しょうゆ、食塩

２３日 ほうれん草の白和え すりごま、砂糖 木綿豆腐 ほうれんそう、人参 かつお・昆布だし汁、しょうゆ、食塩

火 大根とえのきの味噌汁 みそ 大根、えのきたけ かつお・昆布だし汁

午後おやつ フライドポテト・ゆでそらまめ・牛乳 ポテト（冷凍）、油 牛乳 そら豆 食塩

1０日 午前おやつ マリー・牛乳 マリービスケット 牛乳

水 ケチャップライス 米、マーガリン ケチャップ、コンソメ

チキンのグラタン風 小麦粉、パン粉、油 鶏もも、バター、ｽｷﾑﾐﾙｸ、粉チーズ 玉ねぎ 食塩、コンソメ

2４日 グリーンアスパラのソテー 油 もやし、アスパラガス、人参 コンソメ、食塩

水 キャベツとじゃがいものスープ じゃがいも キャベツ コンソメ、食塩

午後おやつ あんバターサンド・牛乳 食パン バター、栄養かん(災害食)、牛乳

１１日 午前おやつ 星たべよ・牛乳 星たべよ 牛乳

木 ごはん 米

(11日)レバーの中華揚げ 片栗粉、油、砂糖、ごま油、ごま 豚レバー ねぎ しょうゆ、酒、おろししょうが

2５日 (25日)豚肉の南部揚げ 小麦粉、油、黒ごま 豚肉、卵 しょうゆ、食塩

木 トマトときゅうりのピクルス 砂糖、ごま油 トマト、きゅうり 酢、食塩、しょうゆ

小松菜と厚揚げの味噌汁 生揚げ、みそ 小松菜 かつお・昆布だし汁

午後おやつ キャロットゼリー・牛乳 砂糖 生クリーム、ゼラチン、牛乳 オレンジジュース、人参

１２日 午前おやつ アスパラビスケット・牛乳 アスパラビスケット 牛乳

金 コッペパン コッペパン

オムレツのミートソースかけ 小麦粉、油、砂糖 卵、豚ひき肉、牛乳 玉ねぎ ケチャップ、食塩

2６日 野菜スティック マヨドレ みそ 大根、スナップえんどう

金 コンソメジュリアン キャベツ、玉ねぎ、人参、セロリー コンソメ、食塩

バナナ バナナ

午後おやつ カレーチャーハン・牛乳 米、油 ウインナー、牛乳 ねぎ、赤パプリカ、コーン コンソメ、カレー粉、食塩

１３日 午前おやつ マンナ・牛乳 マンナビスケット 牛乳

土 中華風まぜごはん 米、ごま油 鶏ひき肉 玉ねぎ、人参、ピーマン しょうゆ、鶏ガラだし

2７日 きゅうりと春雨酢の物 はるさめ、すりごま、砂糖 もやし、コーン、きゅうり、わかめ 酢、しょうゆ

土 豆乳味噌スープ 豆乳、みそ 玉ねぎ コンソメ、食塩

午後おやつ いちごライスクッキー・牛乳 米粉、砂糖、マーガリン、米油、ｺｰﾝｽﾀｰﾁ 牛乳 ストロベリーペースト

1７日 午前おやつ マリー・牛乳 マリービスケット 牛乳

水 ごはん 米

鶏肉のさっぱり煮 砂糖 鶏もも 玉ねぎ、人参 しょうゆ、酒、酢、おろししょうが、食塩

３１日 小松菜の納豆和え ひきわり納豆 小松菜、もやし、人参 しょうゆ、食塩

水 豆苗と春雨スープ はるさめ コーン、豆苗 しょうゆ、コンソメ、食塩

午後おやつ プルーンのヨーグルトケーキ・牛乳 小麦粉、砂糖 卵、バター、ヨーグルト、牛乳 プルーン ベーキングパウダー

1８日 午前おやつ 星たべよ・牛乳 星たべよ 牛乳

木 ごはん・きざみのり 米 きざみのり

鮭の塩焼き 油 鮭 食塩

3０日 ひじきの胡麻和え すりごま、砂糖 もやし、ほうれん草、人参、ひじき しょうゆ

火 わかめと玉ねぎの味噌汁 みそ 玉ねぎ、わかめ かつお・昆布だし汁

バナナ バナナ

午後おやつ コーンフレーククリスピー・牛乳 コーンフレーク バター、牛乳 マシュマロ

1９日 午前おやつ アスパラビスケット・牛乳 アスパラビスケット 牛乳

金 ごはん・おかか 米 かつお節

しらす入り卵焼き 油 卵、しらす 玉ねぎ 食塩

2９日 大根のそぼろ炒め 砂糖、片栗粉 鶏ひき肉 大根 かつお・昆布だし汁、しょうゆ

月 なめこと豆腐の味噌汁 木綿豆腐、みそ なめこ、小ねぎ かつお・昆布だし汁

午後おやつ レーズン入り蒸しパン・牛乳 小麦粉、砂糖 卵、スキムミルク、牛乳 レーズン ベーキングパウダー

・入荷状況により、献立変更の場合があります。

・午前おやつは乳児クラスでの提供となります。

昼食

昼食

昼食

昼食

昼食

昼食

昼食

昼食

昼食

昼食

昼食

昼食


