
令和2年度わかば・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

パン 牛乳、ツナ、粉チーズ 食パン、もち米、米 たまねぎ、キャベツ、にんじん 402

ツナとマカロニのグラタン 五平餅 味噌、バター 三温糖、マカロニ、すりごま パセリ

キャベツスープ （おにぎり） とうもろこし 503

手巻き寿司 卵、かにかまぼこ、ツナ マヨネーズ、上白糖、米 きゅうり、しいたけ、ほうれんそう 186 ひな祭りメニュー

茶碗蒸し 雛ゼリー かまぼこ、鶏肉、でんぶ 焼きのり、オレンジ、いちご お楽しみに 🎎

オレンジ （赤ちゃんせんべい） 233

クリームシチュー バナナとおからの 牛乳、卵、バター、おから 米、上白糖、ごま油 きゅうり、たまねぎ 417

たたききゅうり 　　　　パウンドケーキ じゃがいも にんじん、バナナ、レモン果汁

ゼリー （バナナ） 521

さわらの香ばし焼き ジョア 乳酸菌飲料、さわら、ハム 米、パン粉、パン、ごま にんじん、きゅうり 444 わかばとみやの年長

納豆サラダ さつまいもパン 納豆、豆腐、豚肉、みそ ごま油、上白糖 かこちゃんとちあきくん

げんきもりもりみそしる （赤ちゃんせんべい） チーズ 555 が考えたみそ汁です

愛情弁当

とんかつ 豚肉 米、そうめん、上白糖 れんこん、にんじん、きゅうり、葉ねぎ 330

サクサクれんこんサラダ プリン マヨネーズ

そうめんのすまし汁 （赤ちゃんボーロ） 413

焼き魚 牛乳、鮭、豆腐、みそ 米、ロールパン、春雨 きゅうり、えのきたけ 448 わかばとみやの年長

バンサンスー きな粉揚げパン ハム、卵、油揚げ、きな粉 上白糖、ごま油 つげあいりちゃん

もりもりみそしる （赤ちゃんせんべい） グラニュー糖 560 まりかちゃんのみそ汁

ぎせい豆腐 牛乳、豆腐、卵、鶏肉 米、上白糖、マヨネーズ にんじん、ほうれんそう、もやし 530

ほうれん草ともやしのツナ和え 味付き小魚 ツナ、いわし いんげん、ねぎ、干ししいたけ

わかめスープ （赤ちゃんせんべい） わかめ 662

魚のマヨネーズ焼き 牛乳、しいら、卵 米、ロールパン、上白糖 きゅうり、みかん缶、いちごジャム 445

きゅうりの酢の物 ジャムサンド マヨネーズ、とうもろこし たまねぎ、にんじん、葉ねぎ

かきたま汁 （赤ちゃんビスケット） わかめ、パセリ 556

鶏肉、卵、焼き豚、かつお節フライドポテト、長芋、米 たまねぎ、キャベツ、みかん缶、葉ねぎ 426

お楽しみ給食 お楽しみおやつ しらす干し お好み焼き粉、マヨネーズ ブロッコリー、パイン缶、もも缶、にんじん

とうもろこし、ごま、上白糖 にんにく、パセリ、マーマレード 532

和風スパゲティ 鶏肉、ツナ、かつお節 米、焼き麩、スパゲティ キャベツ、りんご、たまねぎ、にんじん 226

りんごサラダ 塩昆布おにぎり ごま油、上白糖、とうもろこし きゅうり、えのきたけ、葉ねぎ、にんにく

スープ （おにぎり） 干ししいたけ、塩昆布 283

さばのおろし煮 牛乳、さば、粉チーズ 米、白玉粉、マヨネーズ だいこん、ブロッコリー、なめこ 482 わかばの年長たくみくんと

ブロッコリーサラダ もちもちチーズパン みそ、納豆、油揚げ すりごま、上白糖 こうのすけくんが

ねばねばみそしる （赤ちゃんせんべい） 603 考えたみそ汁です

揚げおでん 牛乳、うずら卵、豚肉 米、じゃがいも、こんにゃく だいこん、オレンジ、えのきたけ 546

花麩のすまし汁 ちんすこう はんぺん、さつま揚げ 三温糖、上白糖、焼き麩、 葉ねぎ

オレンジ （赤ちゃんボーロ） みそ 682

スパイシーチキン 牛乳、みそ、卵、かつお節 米、春雨 ほうれんそう、にんじん、なす 366 わかばとみやの年長

ほうれん草のおかか和え ミレーフライ 鶏肉 りんご天然果汁、にんにく、しょうが らんちゃんとはるくん

げんきいっぱいみそしる （赤ちゃんビスケット） 457 が考えたみそ汁です

カレー 豚肉、こしあん、ハム 米、もち米、じゃがいも バナナ、たまねぎ、きゅうり、りんご 527 わかばの年長

ハムとらっきょうのサラダ びっくりぼたもち きな粉、チーズ 上白糖 らっきょう、にんじん、レモン果汁 さくらちゃんの

バナナ （おにぎり） 焼きのり、グリンピース 659 リクエストメニュー

ささみチーズフライ 牛乳、みそ、粉チーズ 米、フランスパン、上白糖 みかん缶、きゅうり、キャベツ 366 わかばとみやの年長

キャベツの甘酢和え カルシウムラスク ウインナー マーガリン、すりごま 青のり、わかめ、にんじん さくらちゃんと

わかめたっぷりみそしる （赤ちゃんビスケット） 457 かんなちゃんのみそ汁

ハンバーグ 牛乳、豚肉、鶏肉、卵 米、じゃがいも、上白糖 たまねぎ、にんじん、きゅうり、にら 506 ごまポッキーは

ちりめんと千切り野菜のサワー ごまポッキー しらす干し パン粉、マーガリン、黒ごま 切り干し大根、ゆかり 人気のおやつです

じゃがにらスープ （赤ちゃんボーロ） 633

ツナオムレツ 卵、豆腐、ツナ、バター 米、こんにゃく、マヨネーズ にんじん、たまねぎ、いんげん 325

ゆたか和え クリームパン 黒ごま、上白糖、とうもろこし だいこん、葉ねぎ

豆腐のすまし汁 （赤ちゃんせんべい） 406

肉団子と春雨のスープ煮 ヨーグルト、豚肉、卵 米、春雨、パン粉 たまねぎ、ほうれんそう、もやし 334

磯和え ぽたぽた焼き はくさい、にんじん、いんげん

ヨーグルト （赤ちゃんビスケット） 干ししいたけ、焼きのり 417

ハヤシライス チキンナゲット、豚肉 じゃがいも、米、ロールパン たまねぎ、にんじん、グリンピース 523

チキンナゲット ロールパンサンド バター

ゼリー （赤ちゃんせんべい） 654

黒はんぺんフライ はんぺん、ツナ、きな粉 米、マカロニ、上白糖、ごま キャベツ、もやし、きゅうり、たまねぎ 406 一年間

キャベツとツナのサラダ マカロニのあべかわ ごま油 葉ねぎ、えのきたけ ありがとうございました

えのきともやしのスープ （赤ちゃんビスケット） 507

　　　　　　　※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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