
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

しいらの甘みそ揚げ 白身魚、ハム、牛乳 米、片栗粉、油、ごま、麩 バナナ、キャベツ、きゅうり、人参 382

1 火 キャベツのごま入りサラダ バナナ みそ 葉ねぎ、生姜

すまし汁 （バナナ） 477

タンドリーチキン ヤクルト ヤクルト、鶏肉、ヨーグルト 米、スティックパン、油 キャベツ、人参、玉ねぎ、いんげん 390

2 水 人参とコーンのサラダ スティックパン ハム、牛乳 とうもろこし わかめ、にんにく

キャベツスープ （赤ちゃんせんべい） 483

鮭のちゃんちゃん焼き 牛乳、鮭、大豆、卵 米、ホットケーキミックス 人参、ごぼう、玉ねぎ 480

3 木 五目煮豆 ジャムケーキ バター、みそ こんにゃく いちごジャム、刻み昆布

すまし汁 （ボーロ） キャベツ、もやし、えのき、葉ねぎ 600

鶏のから揚げ 牛乳、鶏肉、かにかまぼこ 米、小麦粉、マーガリン きゅうり、みかん缶、人参、生姜 539 みやの年長

4 金 春雨サラダ サクサクビスケット 豆腐 上新粉、片栗粉、春雨 ほうれん草 まりかちゃんが

あかっちいっぱいみそしる （赤ちゃんビスケット） 油、ごま油 673 考えたみそ汁です

ぎせい豆腐 牛乳、豆腐、卵、鶏肉 米、食パン、じゃがいも ほうれん草、人参、大根、いんげん 494 わかばの年長

7 月 ほうれん草のおかか和え きな粉サンド きなこ、みそ、かつお節 油、マーガリン、片栗粉 椎茸 こうのすけくんが

じゃがじゃがみそしる （赤ちゃんウエハース） 617 考えたみそ汁です

さばと玉ねぎのみそ煮 牛乳、豆腐、さば、卵 米、油、ホットケーキミックス 玉ねぎ、なめこ、きゅうり、ほうれん草 278

8 火 ちりめんと千切り野菜のサワー豆腐ドーナツ みそ、しらす干し 人参、切り干しだこん、ねぎ、生姜

なめこスープ （赤ちゃんせんべい） ゆかり 375

マーボーナス 牛乳、豚肉、なると、卵 米、春雨、片栗粉、油 なす、ほうれん草、もやし、人参 433

9 水 磯和え フルーチェ みそ、フルーチェ ねぎ、にら、にんにく、生姜、のり

春雨スープ （ボーロ） 541

カレー 牛乳、豚肉、ハム 米、じゃがいも、油 バナナ、玉ねぎ、きゅうり、人参 471

10 木 ハムとらっきょうのサラダ ハーベスト らっきょう、りんご、グリンピース

バナナ （赤ちゃんビスケット） レモン果汁 589

中華風ローストチキン 牛乳、鶏肉、卵、生クリーム 米、じゃがいも、小麦粉 玉ねぎ、人参、きゅうり、ねぎ 520 苦手な子が多い小松菜

11 金 ポテトサラダ 小松菜とお芋のケーキ バター、かまぼこ マヨネーズ、さつまいも 小松菜、生姜、わかめ、にんにく ケーキになってしまえば

わかめスープ （ふかしいも） ごま油、ごま 651 人気メニューです！

ちゃんぽん麺 豚肉、鮭フレーク、牛乳 米、油、片栗粉、ごま油 チンゲン菜、玉ねぎ、もやし、人参 325

14 月 餃子 鮭おにぎり ごま、中華麺 椎茸

ゼリー （鮭ごはん） 406

ツナ昆布ご飯、鮭の塩焼き 鮭、うずら、豆腐、ツナ 米、上新粉、白玉粉 みかん缶、きゅうり、キャベツ 295 先取りお月見献立

15 火 キャベツの甘酢和え 月見うさぎだんご きなこ、牛乳 人参、葉ねぎ、塩昆布 です！今年の十五夜

名月椀 （赤ちゃんウエハース） 375 は10/1です🐇

ささみチーズフライ 卵、こしあん、きなこ 米、もち米、油 きゅうり、にら 367

16 水 きゅうりのじゃこあえ おはぎ しらす干し、牛乳

にら玉スープ （赤ちゃんせんべい） ささみチーズフライ 459

さばのおろし煮 さば、鶏肉、牛乳 米、そうめん、マヨネーズ 大根、切り干し大根、人参 433

17 木 切り干し大根のバンバンジー ビスコ ごま きゅうり、葉ねぎ

すまし汁 （ボーロ） 531

ハンバーグ アイスクリーム、豚肉 米、パン粉、油、ごま油 玉ねぎ、人参、きゅうり、レタス 444 みやの年長

18 金 納豆サラダ アイスクリーム 鶏肉、納豆、卵、ベーコン はるくん、さやかちゃん

レタススープ （赤ちゃんビスケット） ハム、チーズ、牛乳 555 リクエストメニュー

焼き肉 野菜ジュース 豚肉、ハム、牛乳 米、ごま油、油 野菜ジュース、きゅうり、玉ねぎ 333

23 水 たたききゅうり ミレーフライ 人参、赤ピーマン、ピーマン

オニオンスープ （赤ちゃんウエハース） 生姜 411

あじの香ばし焼き あじ、みそ、かつお節 米、パン粉、ごま油、ごま ブロッコリー、なめこ、人参、わかめ 222 わかばの年長

24 木 ブロッコリーのおかか和え せんべい 牛乳 ゆいさちゃんが

わかめたくさんもりもりみそしる （赤ちゃんせんべい） 300 考えたみそ汁です

25 金 愛情弁当

ミートソーススパゲティ ヨーグルト、豚肉、油揚げ 米、じゃがいも、油、ごま 玉ねぎ、みかん缶、ホールトマト缶 413 手作りいなりずし

28 月 じゃがにらスープ いなりずし チーズ、しらす干し、牛乳 スパゲティ バナナ、パイン缶、人参、にら おたのしみに😊

フルーツヨーグルト （しらすごはん） グリンピース 511

鶏のみそ漬け焼き 鶏肉、卵、牛乳、みそ 米、小麦粉、油、片栗粉 ブロッコリー、きゅうり、人参、しめじ 345 秋といえばきのこ🍄

29 火 ブロッコリーときのこのサラダ ちんすこう ごま油、油 えのき、葉ねぎ きのこを使った

かきたま汁 （ボーロ） 459 さっぱりサラダです

たら、みそ、ホイップクリーム米、小麦粉、コーンフレーク ほうれん草、人参、えのき、葉ねぎ 400

30 水 お楽しみ給食 お楽しみおやつ こしあん、油揚げ、豚肉 麩、ごま ひじき、ねぎ

（赤ちゃんビスケット） バター、卵、牛乳 500

※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




