
令和元年わかばみや保育園　　　　

日 曜日メニュー おやつ 丈夫な体をつくる 強い力が出る 体の調子を整える kcal ワンポイント

すき焼き風煮込み 焼き豆腐、豚肉 米、糸こんにゃく、上白糖 白菜、キャベツ、玉ねぎ、ねぎ 313

1 金 キャベツのゆかり和え ゼリー きゅうり、人参、えのきたけ、ゆかり

わかめスープ （ゼリー） わかめ 396

塩むすび 牛乳、木綿豆腐、豚肉、鶏卵 米、じゃがいも、上白糖 大根、人参、葉ねぎ、りんご 321 ぞう組さんが収穫して

豚汁 アップルケーキ みそ、無塩バター グラニュー糖 くれたお米をおにぎり

 （赤ちゃんビスケット）　 349 にして食べます

カレー 牛乳、豚肉、ハム 米、じゃがいも、スティックパン 玉ねぎ、きゅうり、人参 442

6 水 ハムとらっきょうのサラダだ スティックパン 油 らっきょう、りんご、レモン果汁

りんご （赤ちゃんクラッカー） 553

鶏肉のみそ漬け焼き 牛乳、鶏肉、絹ごし豆腐 米、さつまいも、さといも りんご、かき、大根、干しぶどう 556

7 木 スイートポテトサラダ やわらかみたらし団子 ヨーグルト、みそ 白玉粉、上新粉、上白糖 人参、葉ねぎ

のっぺい汁 （赤ちゃんせんべい 生クリーム マヨネーズ、油、片栗粉 701

黒はんぺいフライ 牛乳、木綿豆腐、鶏ささみ 米、ロールパン、ホットケーキ粉 人参、きゅうり、切り干し大根 541

8 金 切り干し大根のバンバンジー メロンパン みそ、鶏卵、無塩バター マヨネーズ、パン粉、油、小麦粉 レモン果汁

味噌汁 （赤ちゃんビスケット） 油揚げ、黒はんぺん 上白糖、すりごま、ごま 682

ミートソーススパゲティ ヨーグルト、豚肉、粉チーズ さつまいも、上白糖 玉ねぎ、りんご、みかん缶、トマト缶 284

11 月 フルーツヨーグルト ふかし芋 牛乳 油、焼き麩、スパゲティ バナナ、パイン缶、人参、えのきたけ

スープ （赤ちゃんせんべい） グリンピース、葉ねぎ 356

12 火 愛情弁当

鯖のアップルオニオンソース 鯖、かにかまぼこ、豚肉 米、ホットケーキ粉、上白糖 大根、きゅうり、りんご、ほうれん草 355 手作りのほかほか

13 水 かにかま入り酢の物 肉まん 油、片栗粉、焼き麩、ごま油 玉ねぎ、たけのこ、干ししいたけ 肉まんです

すまし汁 （赤ちゃんクラッカー） 葉ねぎ、生姜 449

厚揚げとひき肉の中華炒め 牛乳、生揚げ、豚肉 さつまいも、米、黒砂糖 バナナ、玉ねぎ、キャベツ、ピーマン 462

14 木 キャベツスープ 大学芋 ハム 油、三温糖、上白糖 ねぎ、人参、生姜

バナナ （赤ちゃんビスケット） 片栗粉、黒ごま 582

筑前煮 牛乳、木綿豆腐、鶏肉 米、さといも、マカロニ、すりごま小松菜、人参、たけのこ、ごぼう 465 園でとれたさといもを

15 小松菜サラダ マカロニかりんとう みそ じゃがいも、板こんにゃく、油 えのきたけ、いんげん、干ししいたけ 使います！

味噌汁 （赤ちゃんせんべい） 黒砂糖、上白糖、マヨネーズ 焼きのり 578

ツナとマカロニのグラタン ツナ、無塩バター、ハム、 食パン、マカロニ、米、小麦粉 玉ねぎ、キャベツ、コーン 482

18 月 キャベツスープ じゃこむすび 粉チーズ、しらす干し パン粉、ごま 人参、パセリ

ゼリー （赤ちゃんクラッカー） 605

豚肉とごぼうの卵とじ 豚肉、鶏卵 米、上白糖、たいやき りんご、玉ねぎ、なめこ 346

19 火 なめこスープ たいやき ねぎ、人参、ごぼう、ほうれん草

りんご （赤ちゃんビスケット） 438

鶏つくねのあんかけ 牛乳、鶏肉、ハム 米、さといも、片栗粉 バナナ、玉ねぎ、人参、もやし 349

20 水 里芋の煮物 バナナ 上白糖 えのきたけ、いんげん、葉ねぎ

えのきともやしのスープ （バナナ） ひじき 458

揚げおでん 牛乳、うずらの卵 米、じゃがいも、板こんにゃく みかん、大根、ブロッコリー 436 寒くなってきたので

21 木 ブロッコリーのおかか和え ビスコ 豚肉、みそ、さつま揚げ もち米、油、上白糖、片栗粉 おでんを食べて

みかん （赤ちゃんせんべい） かつお節、黒はんぺん 554 あたたまりましょう

牛乳、鶏肉 米、さつまいも、板こんにゃく ミニトマト、人参、ほうれん草 381

お楽しみ給食 お楽しみおやつ 油、上白糖、片栗粉 れんこん、ごぼう、葉ねぎ、生姜

干ししいたけ、グリンピース、にんにく 491

魚のマヨネーズ焼き 牛乳、めかじき、木綿豆腐 米、ホットケーキ粉、マヨネーズ 白菜、大根、きゅうり、りんご 425 豆腐ドーナツ

25 月 白菜とりんごのゆず風味和え 豆腐ドーナツ みそ、油揚げ 油、上白糖、グラニュー糖 ほうれん草、玉ねぎ、コーン、人参 ふわふわでおいしい

味噌汁 （赤ちゃんクラッカー） ゆず果汁、パセリ、にんにく 535 です☆

オレンジチキン 牛乳、鶏肉 米、マヨネーズ、油、小麦粉 れんこん、人参、きゅうり、葉ねぎ 358

26 火 サクサクれんこんサラダ せんべい 上白糖 みかん天然果汁、わかめ、にんにく

すまし汁 （赤ちゃんせんべい） 452

魚の酢豚 牛乳、ベーコン、まぐろ 米、片栗粉、黒砂糖、片栗粉 玉ねぎ、人参、パイン缶、たけのこ 510

27 水 レタススープ 沖縄くずもち きなこ 油、上白糖 レタス、グリンピース、干ししいたけ

ゼリー （赤ちゃんビスケット） 生姜 625

五目うどん ヨーグルト、鶏肉 米、ゆでうどん、天ぷら粉、油 白菜、人参、小松菜、ねぎ、塩昆布 412

28 木 磯辺揚げ ツナ昆布おにぎり ちくわ、ツナ 干ししいたけ、あおのり

ヨーグルト （おにぎり） 502

肉団子と春雨のスープ煮 牛乳、豚肉、無塩バター 米、じゃがいも、さつまいも 玉ねぎ、人参、白菜、ピーマン 480 スープはじっくり煮込

29 金 カレー金平 スイートポテト 鶏卵 はるさめ、上白糖、パン粉、油 いんげん、干ししいたけ むので肉団子のうま

ゼリー （赤ちゃんクラッカー） 587 みたっぷりです！

※エネルギー（ｋｃａｌ）は、上段が未満児、下段が以上児です　※おやつ欄、カッコ内は離乳食用おやつです
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