
令和2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

カレー 豚肉、ツナ 米、じゃがいも、マヨネーズ 玉ねぎ、きゅうり、人参、りんご 432 今年度最初の

2 木 ツナサラダ ビスコ 油 グリンピース、キャベツ 給食はみんな大好き

ゼリー （赤ちゃんボーロ) 540 カレーです😊

ハンバーグ 豚肉、鶏肉、ベーコン 米、パン粉、じゃがいも、油 玉ねぎ、レタス、人参、青のり 360 年長あおくんの

3 金 粉ふきいも せんべい 鶏卵、牛乳 上白糖 リクエストメニュー

レタススープ (赤ちゃんせんべい) 450 です

中華丼 鶏卵、豚肉、牛乳 米、マヨネーズ、ごま油 白菜、ブロッコリー、ねぎ、たけのこ 376

6 月 ブロッコリーサラダ オレンジ すりごま、片栗粉、上白糖 しいたけ、人参、わかめ、生姜

かきたま汁 (赤ちゃんクラッカー) にんにく、オレンジ 503

魚の味噌煮 牛乳、さば、きな粉、みそ 米、マカロニ、そうめん ほうれん草、人参、葉ねぎ、生姜 501

7 火 ほうれん草のしらす和え マカロニのあべかわ しらす干し、かつお節 上白糖

そうめんのすまし汁 (赤ちゃんボーロ) 569

鶏肉のチーズ焼き 鶏肉、ハム、しらす干し 米、上白糖、スティックパン 玉ねぎ、人参、きゅうり、切り干し大根 440

8 水 ちりめんと千切り野菜のサワー スティックパン 粉チーズ、牛乳 ゆかり、生姜

オニオンスープ (赤ちゃんせんべい) 556

マーボードーフ 牛乳、木綿豆腐、豚肉 米、上白糖、はるさめ きゅうり、人参、玉ねぎ、生姜 425 マーボードーフは

9 木 バンサンスー ロールケーキ 鶏卵、みそ、ハム 片栗粉、ごま、ごま油 ねぎ、しいたけ、わかめ、にんにく 丼にして食べます

わかめスープ (赤ちゃんボーロ) 533

ぎせい豆腐 木綿豆腐、鶏卵 米、上白糖、油、片栗粉 きゅうり、キャベツ、人参 271

10 金 野菜サラダ せんべい 鶏肉、みそ なめこ、コーン缶、いんげん

なめこの味噌汁 (赤ちゃんせんべい) ねぎ、わかめ、しいたけ 340

厚揚げのミートソース煮 牛乳、生揚げ、豚肉 米、ホットケーキ粉、上白糖 玉ねぎ、ほうれん草、キャベツ、もやし 474

13 月 磯和え ヨーグルトパン ヨーグルト、みそ、油揚げ 人参、コーン缶、グリンピース

キャベツの味噌汁 (赤ちゃんボーロ) 干しぶどう、葉ねぎ、焼きのり 519

鯖のおろし煮 牛乳、さば、大豆水煮 米、板こんにゃく、はるさめ 大根、ほうれん草、人参、ごぼう 461

14 火 五目煮豆 手作りラスク 鶏卵 上白糖、マーガリン、片栗粉 刻み昆布

春雨スープ 　　　　　　　　　（赤ちゃんボーロ) フランスパン、グラニュー糖 577

肉団子と春雨のスープ煮 豚肉、ヨーグルト、鶏卵 米、片栗粉、黒砂糖 玉ねぎ、ブロッコリー、白菜 345

15 水 ブロッコリーのおかか和え 沖縄くずもち きなこ、かつお節 上白糖、パン粉、はるさめ 人参、いんげん、しいたけ

ヨーグルト (赤ちゃんせんべい) 432

ドライカレー 豚肉、ハム 米、油 玉ねぎ、きゅうり、人参、らっきょう 303 わかばの年長

16 木 ハムとらっきょうのサラダ 源氏パイ わかめ、グリンピース、葉ねぎ こうのすけくんの

スープ (赤ちゃんせんべい) にんにく、レモン果汁 380 リクエストメニューです

鶏のから揚げ 鶏肉、ハム、みそ、油揚げ 米、油、片栗粉、上白糖 バナナ、玉ねぎ、キャベツ、りんご 365

17 金 お花畑サラダ バナナ 人参、コーン缶、きゅうり、葉ねぎ

玉ねぎの味噌汁 (バナナ) 生姜 457

ポークビーンズ 牛乳、豚肉、大豆水煮 米、じゃがいも、食パン トマト缶、オレンジ、もやし、玉ねぎ 458

20 月 中華サラダ きなこトースト ハム、きなこ 上白糖、ごま油、油 人参、きゅうり、パセリ

オレンジ (赤ちゃんウエハース) 574

魚の和風ムニエル 牛乳、めかじき、鶏卵 米、ホットケーキ粉、上白糖 人参、玉ねぎ、ピーマン、いちごジャム 451

21 火 カレー金平 ジャムケーキ 無塩バター、ハム 小麦粉、じゃがいも、油

オニオンスープ (赤ちゃんボーロ) 565

たけのこご飯 鶏卵、かつお節 米、上白糖 たけのこ、ブロッコリー、えのきたけ 329 旬のたけのこを

22 水 白身魚フライ ビスケット 白身魚フライ ねぎ 取り入れたたけのこ

ブロッコリーのおかか和え ご飯です

かきたま汁 (赤ちゃんせんべい) 450

ミートソーススパゲティー 牛乳、チキンナゲット ホットケーキ粉、上白糖、油 玉ねぎ、トマト缶、えのきたけ 400 わかばの年長

23 木 チキンナゲット 豆腐ドーナツ 豚肉、木綿豆腐、粉チーズ スパゲティ、グラニュー糖 もやし、人参、グリンピース、葉ねぎ みづきちゃんの

えのきともやしのスープ (赤ちゃんウエハース) ハム 502 リクエストメニューです

24 金 愛情弁当

ツナとマカロニのグラタン 牛乳、ツナ、鶏卵 食パン、マカロニ、パン粉 玉ねぎ、コーン缶、ほうれん草 492

27 月 かきたまスープ 鮭おにぎり 鮭フレーク、粉チーズ 小麦粉、米、ごま 人参、パセリ

ゼリー (おにぎり) 無塩バター 636

牛乳、ヨーグルト、豚肉 米、ホットケーキ粉、上白糖 もやし、りんご、みかん缶、ほうれん草 615 楽しみに

28 火 お楽しみ給食 お楽しみおやつ ウインナー、チーズ パン粉、油、ごま、ごま油 バナナ、パイン缶、人参、ミニトマト していてください😊

うずらの卵 ねぎ、わかめ、にんにく、しょうが 726

玉ねぎとグリンピースの卵とじ 牛乳、鶏卵、豚肉、みそ 米、ホットケーキ粉、上白糖 玉ねぎ、きゅうり、人参、たけのこ 460

30 木 たたききゅうり ホットケーキ メープルシロップ、ごま油 グリンピース、ねぎ、しいたけ、わかめ

たけのこの味噌汁 (赤ちゃんせんべい) 577

※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


