
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

ドライカレー 豚肉、ハム、無塩バター 米、砂糖、ごま油 玉ねぎ、きゅうり、人参 291 １２月最初のメニュー

2 月 たたききゅうり ビスコ にんにく、生姜、パセリ はご飯がよく進む

オニオンスープ （赤ちゃんビスケット） 369 ドライカレーです！

マカロニグラタン 牛乳、ツナ、無塩バター 食パン、米、マカロニ 玉ねぎ、もやし、コーン 491

3 火 えのきともやしのスープ 鮭おにぎり 鮭フレーク、ベーコン 小麦粉、パン粉、ごま えのきたけ、人参、葉ネギ

ゼリー （鮭おにぎり） 粉チーズ パセリ 635

マーボー大根 豚肉、ツナ、味噌 米、スティックパン、片栗粉 大根、玉ねぎ、白ネギ、人参 377

4 水 ひじきとツナのサラダ スティックパン 三温糖、マヨネーズ、ごま いんげん、葉ネギ、ひじき

すまし汁 （スティックパン） 油、ごま油、麩 にんにく、生姜、わかめ 476

5 木 愛情弁当

親子煮 鶏卵、鶏肉、かまぼこ 米、じゃがいも、砂糖 玉ねぎ、キャベツ、きゅうり 279 みかんが甘くて

6 金 キャベツのゆかり和え みかん 味噌、油揚げ えのきたけ、人参、白ネギ、しいたけ 美味しい季節に

味噌汁 （みかん） グリンピース、ゆかり、みかん 357 なりましたね😄

ハンバーグ 牛乳、鶏卵、豚肉、鶏肉 米、小麦粉、油、三温糖 ブロッコリー、玉ねぎ、白ネギ 455

9 月 ブロッコリーのおかか和え ちんすこう かつお節、 パン粉、砂糖 わかめ

かきたま汁 （赤ちゃんビスケット） 575

肉団子と春雨のスープ煮 豚肉、鶏卵、ヨーグルト 米、春雨、パン粉、砂糖 白菜、玉ねぎ、りんご、人参 358 みんな大好き肉団子

10 火 白菜サラダ たいやき 牛乳 油、たいやき キャベツ、きゅうり、いんげん のスープで体を

ヨーグルト （赤ちゃんせんべい） しいたけ 453 あたためましょう♡

魚の生姜煮 さば、木綿豆腐、味噌 米、白玉粉、砂糖、油 キャベツ、大根、りんご 401

11 水 りんごサラダ 白玉豆腐 きな粉、牛乳 人参、きゅうり、コーン

味噌汁 （赤ちゃんボーロ） 生姜 506

オレンジチキン 鶏肉、鶏卵、ハム 米、食パン、マヨネーズ きゅうり、みかん天然果汁 471

12 木 スパゲティサラダ じゃこスプレッド 牛乳、しらす干し スパゲティ、小麦粉 人参、コーン、玉ねぎ

にら玉スープ （赤ちゃんクラッカー） にら、にんにく 594

コロッケ ハム、牛乳 米、さつまいも、黒砂糖 大根、みかん缶、きゅうり 313

キャベツの甘酢和え 大学芋 三温糖、油、砂糖、ごま油 キャベツ、わかめ

ハムと大根のスープ （ふかし芋） 黒ごま 397

肉味噌うどん 豚肉、鶏卵、ヨーグルト うどん、小麦粉、砂糖 もやし、きゅうり、人参 427

16 月 人参とじゃこのサラダ ヨーグルトケーキ 味噌、しらす干し、牛乳 油、ごま油、ごま、マーガリン いんげん、しいたけ、わかめ

ゼリー （赤ちゃんビスケット） にんにく 535

揚げおでん 木綿豆腐、うずらの卵 米、じゃがいも、砂糖 大根、人参、葉ネギ、みかん 456 おでんの具材は

17 火 ブロッコリーサラダ せんべい 豚肉、黒はんぺん、味噌 板こんにゃく、油、片栗粉 ブロッコリー 何種類かな？

豆腐のすまし汁 （赤ちゃんせんべい） さつま揚げ、牛乳 581

ポークビーンズ 豚肉、大豆水煮、ハム 米、じゃがいも、片栗粉 ホールトマト缶、もやし 387

18 水 中華サラダ 沖縄くずもち きな粉、牛乳 黒砂糖、砂糖、ごま油、油 玉ねぎ、人参、きゅうり

みかん （赤ちゃんクラッカー） トマトジュース、パセリ、バナナ 502

鶏のから揚げ 鶏肉、かつお節、牛乳 米、マカロニ、じゃがいも ほうれん草、人参、しめじ 468

19 木 ほうれん草としめじの和え物 マカロニかりんとう きな粉 黒砂糖、片栗粉、油、砂糖 にら、生姜

じゃがにらスープ （マカロニのあべかわ） 568

白味魚のケチャップあんかけ メカジキ、黒はんぺん 米、砂糖、油、片栗粉 かぼちゃ、玉ねぎ、人参 393

20 金 南瓜煮 バナナ 牛乳 エリンギ、ピーマン、葉ネギ

すまし汁 （バナナ） 生姜、にんにく、バナナ 496

カレー 豚肉、ハム、牛乳 米、じゃがいも、油 玉ねぎ、人参、らっきょう 398

23 月 ハムとらっきょうのサラダ 里芋もち 片栗粉 りんご、グリンピース、里芋

ゼリー （赤ちゃんせんべい） きゅうり、レモン果汁 503

ハム、ツナ、無塩バター 米、じゃがいも、マヨネーズ 玉ねぎ、人参、ブロッコリー、ミニトマト 624 今年はどんな

24 火 お楽しみ給食 お楽しみおやつ 粉チーズ、牛乳 マカロニ、砂糖、小麦粉 コーン、きゅうり、グリンピース、パセリ クリスマスメニューか

パン粉 みかん缶、黄桃缶、パイン缶、いちご 780 お楽しみに♪

ぶりと大根の煮物 ぶり、鶏卵、味噌 米、そうめん、ホットケーキ粉 大根、人参、ほうれん草 499

25 水 ひじきの酢の物 ココアとチーズの蒸しパン チーズ、油揚げ、牛乳 砂糖、ごま油、油 きゅうり、いんげん、干しぶどう

味噌汁 （赤ちゃんボーロ） ひじき、生姜、みかん缶 627

マーボードーフ 豚肉、木綿豆腐、味噌 米、砂糖、ごま油 大根、玉ねぎ、人参、しいたけ 337 大根のシャキシャキ

26 木 ゆず大根 せんべい 白ネギ、生姜、にんにく 食感をゆず風味で！

すまし汁 （赤ちゃんせんべい） 葉ネギ、わかめ、ゆず 406

※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

13 金


