
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

鮭のもみじ焼き 鮭、味噌、粉チーズ 米、じゃがいも、マヨネーズ ほうれんそう、にんじん、だいこん 241 みやの年長

1 火 ほうれん草としめじの和え物 ビスコ かつお節 しめじ、パセリ ひなちゃんが

じゃがすーぷ （赤ちゃんビスケット） 301 考えた味噌汁です

肉団子と春雨のスープ煮 野菜ジュース 豚肉、卵、ヨーグルト 米、はるさめ、パン粉、砂糖 たまねぎ、キャベツ、はくさい、にんじん 379

2 水 キャベツサラダ スティックパン スティックパン きゅうり、いんげん、干ししいたけ

ヨーグルト （スティックパン） みかん缶、干しぶどう、野菜ジュース 474

カレー 豚肉、ハム 米、さつまいも たまねぎ、きゅうり、にんじん、りんご 430 わかばの年長

3 木 ハムとらっきょうのサラダ せんべい グリンピース、らっきょう、レモン果汁 よりとくんの

ゼリー （赤ちゃんせんべい） 537 リクエストメニュー

4 金 愛情弁当

春巻き 牛乳、卵、ハム 米、じゃがいも、はるさめ きゅうり、にんじん、干しぶどう、にら 402

7 月 バンサンスー ココア蒸しパン ホットケーキ粉、砂糖、ごま

じゃがにらスープ （赤ちゃんせんべい） さつまいも、ココア 503

揚げおでん 豚肉、うずら卵、牛乳 米、じゃがいも、こんにゃく みかん、だいこん、えのきたけ 477 こどもたちが

8 火 花麩のすまし汁 たこやき はんぺん、さつま揚げ 砂糖、焼き麩 葉ねぎ 楽しみにしていた

みかん （赤ちゃんせんべい） 味噌 596 揚げおでんです

白身魚のケチャップあんかけ しいら、卵、牛乳 米、さつまいも、小麦粉 たまねぎ、にんじん、ねぎ、エリンギ 484

9 水 さつまいもの甘煮 ヨーグルトケーキ ヨーグルト、かまぼこ マーガリン、ごま、砂糖 ピーマン、わかめ、しょうが、にんにく

わかめスープ （赤ちゃんビスケット） あおのり 605

焼きしゅうまい 豚肉、ハム、卵、牛乳 米、食パン、マヨネーズ たまねぎ、きゅうり、にんじん、葉ねぎ 546

10 木 おからdeポテト風サラダ ジャムサンド おから しゅうまいの皮、ごま油 キャベツ、グリンピース、しょうが

かきたま汁 （赤ちゃんビスケット） いちごジャム 682

魚の生姜煮 めかじき、牛乳、味噌 米、さつまいも、砂糖 きゅうり、ほうれんそう、だいこん 364

11 金 きゅうりの酢の物 源氏パイ わかめ、しょうが、みかん缶

さつまいものみそしる （赤ちゃんせんべい） 455

ハンバーグ 豚肉、鶏肉、ベーコン 米、マカロニ、砂糖、パン粉 たまねぎ、レタス、にんじん 543 わかばの年長

14 月 さつまいもの甘煮 マカロニのあべかわ 牛乳、卵、きな粉 さつまいも あいりちゃんの

レタススープ （赤ちゃんせんべい） 679 リクエストメニュー

ぶりと大根の煮物 ぶり、ハム、牛乳、油揚げ 米、じゃがいも、小麦粉 だいこん、こまつな、にんじん、葉ねぎ 545 わかばの年長

15 火 小松菜のごま酢和え ちんすこう 味噌 砂糖、ごま コーン缶、いんげん、しょうが こうのすけくんが

じゃがじゃがみそしる （赤ちゃんボーロ） 681 考えた味噌汁です

ドライカレー 豚肉、牛乳、ツナフレーク 米、さつまいも、焼き麩 たまねぎ、キャベツ、にんじん、葉ねぎ 465 わかば農園で採れた

16 水 キャベツとひじきのサラダ やきいも 砂糖 えのきたけ、グリンピース、ひじき おいもがやきいもに

スープ （ふかしいも） にんにく 581 なります

さばのケチャップ煮 さば、鶏肉、牛乳 米、小麦粉、砂糖、はるさめ かぶ、にんじん、レッドキャベツ 426 和風藤枝スープ

17 木 かぶのごま和え ごまポッキー マーガリン、ごま たけのこ、しいたけ、葉ねぎ ごまポッキーは

和風藤枝スープ （赤ちゃんせんべい） 532 新メニューです

鶏肉の味噌漬け焼き 豚肉、はんぺん、味噌 米、砂糖、ごま油 はくさい、にんじん、葉ねぎ、焼きのり 338

18 金 白菜ののり和え ムーンライト しらす干し

すまし汁 （赤ちゃんボーロ） 422

南瓜コロッケ 牛乳、しらす干し、いわし 米 ほうれんそう、たまねぎ、ねぎ 314 みやの年長

21 月 ほうれん草のしらす和え 味付き小魚 かつお節、味噌 わかめ ちあきくんの

わかめどっさりみそしる （赤ちゃんせんべい） 393 リクエストメニュー

鶏肉、ツナフレーク 米、砂糖 かぶ、たまねぎ、ブロッコリー、にんじん 349 クリスマスメニュー🎄

22 火 お楽しみ給食 お楽しみおやつ 豆乳クリーム グリンピース、しめじ、パプリカ、いちご お楽しみに！

にんにく、もも缶、パイン缶、みかん缶 436

豚肉のトマト煮 豚肉、牛乳、バター 米、じゃがいも、片栗粉 たまねぎ、大根、ゆず、トマト缶 510

23 水 ゆず大根 じゃがいももち 小麦粉、砂糖 にんじん、マッシュルーム、バナナ

バナナ （赤ちゃんビスケット） 637

さばのアップルオニオンソース さば、牛乳、豆腐、油揚げ 米、じゃがいも、片栗粉 きゅうり、りんご、切り干し大根 501

24 木 切り干し大根のナムル チーズまんじゅう クリームチーズ、味噌 砂糖、ごま、ごま油 たまねぎ、しょうが

いもあぶらあげとうふみそしる （赤ちゃんせんべい） かにかまぼこ、バター、卵 ホットケーキミックス 626

マカロニグラタン 鶏肉、ハム、牛乳、バター 食パン、米、マカロニ、ごま たまねぎ、にんじん、コーン缶 454

25 金 オニオンスープ 鮭おにぎり 粉チーズ、鮭フレーク 小麦粉、パン粉 パセリ、みかん

みかん （おにぎり） 567

28 月 希望保育

　　　　　　　※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



　


