
令和2年度わかば保育園　　　　

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

肉団子と春雨のスープ煮 ジョア　 牛乳、豚肉 米、パン粉、春雨 オレンジ、玉ねぎ、ブロッコリー 508

1 水 ブロッコリーのおかか和え スティックパン 鶏卵、かつお節 白菜、にんじん、いんげん

オレンジ （スティックパン） 乳酸菌飲料 しいたけ 651

マカロニグラタン 牛乳、鶏肉、無塩バター 食パン、スティックパン 玉ねぎ、にんじん、コーン缶 305

2 木 レタススープ 五平餅 ベーコン、粉チーズ マカロニ、小麦粉、パン粉 レタス、パセリ

ゼリー (赤ちゃんせんべい) 448

黒はんぺんフライ 牛乳、黒はんぺん、鶏卵 米、マカロニ、板こんにゃく トマト、きゅうり、にんじん、なす 401 わかば年長

3 金 トマトサラダ マカロニのあべかわ 豚肉、きなこ、油揚げ 油、上白糖、パン粉 玉ねぎ、コーン缶、葉ねぎ、わかめ みずきちゃんが

あぶらあげみそしる (赤ちゃんクラッカー) 木綿豆腐 小麦粉 544 考えたみそ汁です

ひじき入りオムレツ 牛乳、鶏卵、鶏肉 米、上白糖、焼き麩 きゅうり、玉ねぎ、にんじん、おくら 372 スープの中に

6 月 たたききゅうり ゼリー ベーコン、みそ ごま油 グリンピース、ひじき 隠れてるお星さまを

星の子スープ (赤ちゃんせんべい) 515 さがしてみてね

七夕そうめん 鶏卵、豚肉、鶏肉、ハム 米、そうめん、ごま みかん缶、トマト、きゅうり、おくら 281 七夕メニューです☆

7 火 星の子ハンバーグ カラフルライスむすび にんじん、コーン缶、枝豆

スイカ (おにぎり) 353

鯖のおろし煮 牛乳、さば、みそ、粉チーズ 米、白玉粉、油、上白糖 おくら、ほうれん草、わかめ、ねぎ 312 わかばみや年長

8 水 おくらのおかか和え もちもちチーズパン 油揚げ、かつお節 はるくんが考えた

みどりんいっぱいみそしる (赤ちゃんボーロ) 383 みそ汁です

しいたけどんぶりの具 豚肉、ツナ、鶏肉、油揚げ 米、糸こんにゃく、上白糖 玉ねぎ、とうがん、にんじん、いんげん 311

9 木 ひじきとツナのサラダ バナナ マヨネーズ、ごま、油 グリンピース、しいたけ、葉ねぎ

とうがんのスープ (バナナ) ごま油 ひじき、バナナ 468

とうもろこしごはん たら、みそ、無塩バター 米、上白糖、油 きゅうり、キャベツ、にんじん 396

たらの西京焼き 生クリーム、ヨーグルト 葉ねぎ、わかめ、黄桃缶

野菜サラダ 鶏卵 コーン缶

スープ (赤ちゃんボーロ) 497

和風スパゲティ 牛乳、ヨーグルト、鶏肉 ホットケーキ粉、上白糖 みかん缶、バナナ、パイン缶 326 旬の野菜　枝豆が

13 月 にら玉スープ 枝豆ケーキ ツナ、鶏卵、チーズ スパゲティ、ごま油 玉ねぎ、にんじん、枝豆、ねぎ おやつに登場します

フルーツヨーグルト 　　　　　　　　　（赤ちゃんボーロ) しいたけ、にら 402

厚揚げとひき肉の中華炒め 牛乳、生揚げ、豚肉 米、じゃがいも、上新粉 きゅうり、にんじん、玉ねぎ 498

14 火 きゅうりのナムル スティックポテト しらす干し 油、上白糖、片栗粉 ピーマン、えのきたけ、ねぎ、葉ねぎ

すまし汁 (赤ちゃんせんべい) 焼き麩、ごま油 生姜 624

さけの塩焼き さけ、大豆、みそ、油揚げ 米、じゃがいも、板こんにゃく すいか、玉ねぎ、にんじん、ごぼう 357 わかば年長

15 水 五目煮豆 せんべい 上白糖 葉ねぎ、刻みこんぶ らんちゃんが

げんきもりもりたまねぎみそしる (赤ちゃんせんべい) 447 考えたみそ汁です

豚肉、フランクフルト 焼きそば、フライドポテト にんじん、玉ねぎ、キャベツ 471

16 木 おまつりごっこ（わかば） 駄菓子 あおのり

(赤ちゃんボーロ) 590

豚肉、チキンナゲット 米、じゃがいも、油 玉ねぎ、にんじん 440

17 金 おまつりごっこ（わかばみや） ビスコ

(赤ちゃんウエハース) 551

夏野菜カレー 牛乳、豚肉、ハム 米、じゃがいも 玉ねぎ、きゅうり、にんじん、かぼちゃ 397 夏野菜が

20 月 ハムとらっきょうのサラダ フルーチェ 上白糖、油 なす、らっきょう、ピーマン ごろごろ入った

ゼリー (赤ちゃんボーロ) レモン果汁 497 カレーです

21 火 愛情弁当

うなぎかば焼き、生クリーム 米 きゅうり、にんじん、えのきたけ 395

22 水 お楽しみ給食 お楽しみおやつ 鶏卵 葉ねぎ、焼きのり、塩昆布

(赤ちゃんウエハース) パイナップル 495

ハンバーグ ヤクルト 豚肉、鶏肉、鶏卵、牛乳 米、パン粉、上白糖 かぼちゃ、玉ねぎ、わかめ、にんじん 525

27 月 粉ふきいも ビスケット 乳酸菌飲料 油、片栗粉

わかめスープ （赤ちゃんせんべい) 651

魚の味噌煮 牛乳、さば、鶏卵、みそ 米、ホットケーキ粉、上白糖 ほうれん草、キャベツ、かぼちゃ 230

28 火 ほうれん草のレモン酢 かぼちゃプリンケーキ かつお節 マーガリン にんじん、しめじ、葉ねぎ、しょうが

すまし汁 (赤ちゃんボーロ) レモン果汁 345

マーボーナス 枝豆 豚肉、チーズ、みそ 米、上白糖、片栗粉、油 なす、きゅうり、なめこ、みかん缶 570

29 水 きゅうりの甘酢和え チーズ にんじん、ねぎ、ほうれん草

なめこスープ （赤ちゃんせんべい) 枝豆、にんにく、しょうが 708

鶏肉のマーマレード焼き 牛乳、鶏肉、ハム 米、ロールパン、マヨネーズ かぼちゃ、玉ねぎ、キャベツ 485

30 木 かぼちゃサラダ ミニホットドッグ フランクフルト ごま、油 きゅうり、マーマレード、にんじん

キャベツスープ （赤ちゃんせんべい) キャベツ、にんにく 642

魚の酢豚 まぐろ、鶏卵 米、片栗粉、油、上白糖 バナナ、玉ねぎ、パイン缶、にんじん 470

31 金 中華スープ 乳酸菌ヨーグルトアイス 乳酸菌ヨーグルトアイス たけのこ、チンゲン菜、グリンピース

バナナ (赤ちゃんせんべい） ねぎ、しいたけ、しょうが 597

※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

　

10 金 桃のクラフティ


