
令和元年度わかばみや保育園　　　　

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

鶏肉のチーズ焼き 鶏肉、牛乳、ヨーグルト 米、ホットケーキ粉、砂糖 玉ねぎ、なめこ、きゅうり、にんじん 491 わかば

ちりめんと千切り野菜のサワー ヨーグルトパン 味噌、しらす干し、粉チーズ 油 干しぶどう、切り干し大根、わかめ しゅんたくん・そうまくん

たまねぎスペシャルみそしる （赤ちゃんビスケット） ゆかり、しょうが 619 が考えた味噌汁です

手巻き寿司 鶏卵、木綿豆腐、ツナ、味噌 米、砂糖、マヨネーズ、ごま ほうれん草、いちご、きゅうり 309 わかばみや

ほうれん草のごま和え 雛ゼリー カニかまぼこ、でんぶ、牛乳 にんじん、大根、焼きのり ろあなちゃん・ゆうたくん
きいちくん

からふるみそしる （雛ゼリー） カルピス、ホイップクリーム 353 が考えた味噌汁です

鯖と玉ねぎの味噌煮 さば、牛乳、味噌、しらす干し 米、スティックパン、砂糖 白菜、玉ねぎ、にんじん、白ねぎ 409 鯖を食べると

4 水 白菜ののり和え スティックパン ごま油 しょうが、焼きのり、わかめ 血液がサラサラに

わかめスープ （スティックパン） 517 なるよ！

5 木 愛情弁当

揚げおでん 豚肉、牛乳、うずらの卵 米、じゃがいも、板こんにゃく 大根、オレンジ、えのきたけ 526

6 金 えのきのスープ ホットケーキ 黒はんぺん、鶏卵、味噌 ホットケーキ粉、砂糖、油 玉ねぎ、にんじん

オレンジ （ホットケーキ） さつま揚げ、ハム 片栗粉、メープルシロップ 663

マカロニグラタン 鶏肉、牛乳、無塩バター 食パン、もち米、米、小麦粉 玉ねぎ、にんじん、コーン 486 年長ゆうたくんの

9 月 オニオンスープ 甘辛おやき ハム、粉チーズ マカロニ、パン粉、砂糖、油 パセリ リクエストメニュー

ゼリー （赤ちゃんせんべい） 576 です☆

カレー 豚肉、牛乳、ヨーグルト 米、じゃがいも、油 玉ねぎ、にんじん、りんご、きゅうり 557

ハムとらっきょうのサラダ コーンフロスト ハム コーンフレーク らっきょう、みかん缶、パイン缶

フルーツヨーグルト （赤ちゃんクラッカー） バナナ、グリーンピース、レモン果汁 701

ハンバーグ 豚肉、鶏肉、鶏卵、牛乳 米、じゃがいも、片栗粉 玉ねぎ、葉ねぎ、青のり 524 わかば

11 水 粉ふき芋 沖縄くずもち 味噌、きな粉、油揚げ 黒砂糖、パン粉、砂糖、油 りくとくん・りょうまくん

あぶらあげみそしる （赤ちゃんせんべい） 660 が考えた味噌汁です

すき焼き風煮込み 焼き豆腐、牛乳、豚肉 米、糸こんにゃく、白玉粉 白菜、きゅうり、玉ねぎ、にんじん 557 わかば

12 木 きゅうりの酢の物 やわらかみたらし団子 絹ごし豆腐、 上新粉、砂糖、片栗粉 みかん缶、白ねぎ、大根、わかめ かずきくん・えいたくん

たまごみそしる （赤ちゃんビスケット） えのきたけ 631 が考えた味噌汁です

鶏肉、牛乳、鶏卵、ハム 米、じゃがいも、お好み焼き粉 玉ねぎ、キャベツ、パイン缶、にんじん 492

お楽しみ給食 お楽しみおやつ 無塩バター、しらす干し 長芋、砂糖、小麦粉、片栗粉 みかん缶、ブロッコリー、ミニトマト

（赤ちゃんせんべい） 粉チーズ、かつお節 マヨネーズ、油、ごま マーマレード、マッシュルーム、葉ねぎ 616

ちゃんぽん麺 豚肉、ヨーグルト、牛乳 米、油、片栗粉、ごま油 チンゲン菜、玉ねぎ、もやし 420 ちゃんぽん麺と餃子は

16 月 餃子 鮭おにぎり 餃子 ごま、ゆで中華めん にんじん、干ししいたけ あっという間に完食の

ヨーグルト （鮭おにぎり） 506 人気メニューです☺

鶏肉の味噌漬け焼き 鶏肉、牛乳、鶏卵、味噌 米、春雨、砂糖、ごま きゅうり、にんじん、白ねぎ 413

17 火 バンサンスー せんべい ハム、牛乳 わかめ

スープ （赤ちゃんせんべい） 521

鶏肉の大豆五目煮 鶏肉、大豆水煮、牛乳 米、さつまいも、小麦粉 りんご、キャベツ、にんじん 494 わかば

キャベツのゆかり和え 味噌 油、三温糖、片栗粉、砂糖 大根、きゅうり、ブロッコリー ここなちゃん・ひなちゃん

にんじんさんみそしる しめじ、ゆかり、しょうが が考えた味噌汁です

りんご （赤ちゃんビスケット） 622

黒はんぺんフライ 黒はんぺん、こしあん、牛乳 米、もち米、じゃがいも ほうれん草、にんじん 368 わかば

19 木 ほうれん草のしらす和え ぼたもち 木綿豆腐、味噌、豚肉、鶏卵 小麦粉、パン粉、砂糖、油 ゆいかちゃん・みことちゃん

ゆいかとみことのみそしる （赤ちゃんボーロ） きな粉、かつお節、しらす干し 517 が考えた味噌汁です

ささみフライ 鶏ささみチーズフライ、ハム 米、じゃがいも、油 にんじん、大根、きゅうり 444 わかば

スパゲティサラダ バナナ 牛乳、味噌 スパゲティ、マヨネーズ 玉ねぎ、バナナ、コーン しおりちゃん・ういちゃん

しおりちゃんとういちゃんのおわかれみそしる （バナナ） 527 が考えた味噌汁です

鶏つくねのあんかけ 鶏肉、鶏卵、牛乳、味噌 米、食パン、片栗粉 かぼちゃ、白菜、玉ねぎ、にんじん 496 わかばみや

24 火 南瓜煮 フレンチトースト 無塩バター 砂糖、 葉ねぎ、ひじき しょうくん・みやちゃん

たまごのおいしいみそしる （赤ちゃんクラッカー） 634 が考えた味噌汁です

焼肉 豚肉、木綿豆腐、鶏卵 米、小麦粉、砂糖、油 ブロッコリー、玉ねぎ、干しぶどう 552 わかば

25 水 ブロッコリーのサラダ レーズンスティック 納豆、味噌、牛乳 マーガリン、マヨネーズ にんじん、赤ピーマン、ピーマン りくまくん・みおりちゃん

にくとなっとうねばねばみそしる （赤ちゃんビスケット） すりごま しょうが 659 が考えた味噌汁です

鯖のカレー焼き さば、無塩バター、味噌 米、じゃがいも、小麦粉 白菜、ミニトマト、りんご、きゅうり 474 わかば

26 木 白菜とりんごのゆず風味和え フルーツグラノーラクッキー 鶏卵、豚肉 砂糖、無塩バター にんじん、しょうが、ゆず（果汁・果皮） けいたくん・かなちゃん

ぴかちゅうみそしる （赤ちゃんボーロ） フルーツグラノーラ 566 が考えた味噌汁です

肉団子と春雨のスープ煮 豚肉、鶏卵 米、春雨、パン粉 玉ねぎ、ほうれん草、もやし 294

27 金 磯和え ビスコ 白菜、にんじん、いんげん

ゼリー （赤ちゃんクラッカー） 干ししいたけ、焼きのり 372

ドライカレー 豚肉、チキンナゲット 米、油 玉ねぎ、グリンピース、にんじん 315

30 月 チキンナゲット ビスコ にんにく

ゼリー （赤ちゃんビスケット） 399

31 火 希望保育

3 火

2 月

10 火

ちんすこう18 水

金

※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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13


