
日・曜日 �干瓢おやつ �昼寝 �熱や力になる �皿や肉や骨になる �体の弱子を整える �おやつ 
1 �サクッと �しろこぽん �精白米・片栗粉 �鶏肉・豚肉 �しょうが・にんにく �ほうれん草の カップケーキ 

鶏の唐揚げ �なたね油・三渥据 �こしあん �かぼちゃ・ごぼう 

(火) ��かぼちゃのいとこ煮(非常食) �つきこんにゃく �強化牛乳・チーズ �なめこ・ねぎ 
あられ �五目すまし汁 あまなつ �ホットケーキ粉 �無塩バター �おれんじ �牛乳 

2 �あまから �半つきこぼん �半つき米・三溝糖 �かじき・かつお節 �こまつな・にんじん �大学芋 
かじきの煮付け �さつまいも・なたね油 �挽きわり納豆 �もやし・だいこん 

(水) ��小¥　　豆和え ��みそ・牛乳 �わかめ・しょうが 
せんべし �大根とわかめのみそ汁 ぶどうゼリー ����牛乳 

ひなまつり �サクツと �ちらし寿司 �精白米・三温糖 �卵・油揚げ・鶏肉 �こんじん・こほう �　桜もち 乳児:桜あんマフィン 
3 ��鶏肉の照り焼き �つきこんにゃく �桜でんぷ・こしあん �さやえんどう・しょうが 

の　え �乳児:小変粉 �牛乳 �はくさい・きゅうり 
(木) �あられ �菜の花のすまし汁 �幼児:道明寺粉 ��えのき・わかめ �牛乳 

いちご ���なはな・いちご 
4 �　☆ 牛乳 �富キャベツとウインナーのパスタ �スパゲティ・オリーブ油 �ウインナー・ベーコン �きゃぺつ・にんにく �お魚ませこはん 
18 (金) ��スティックサラダ �さつまいも・なたね油 �絹こし豆腐 �にんじん・きゅうり 

重　　用公　のスー �マヨネーズ・緑白米 �ヨー　ルト �こまつな・たまねぎ � 
ヨーグルト ��4日:さんま 18日:さば ��18日:さば(非常食) 

5 �あまから �しろこぽん �掃日米・なたね油 �豚肉・木綿豆腐 �たま穏き・しょうが �ココア蒸しパン 
19 ��豚肉のしょうが焼き �ホットケーキ粉 �みそ・強化牛乳 �きゅうり・きゃべつ 

ヤペツの・l �三溝聴 �牛乳 �にんじん・しょうが 
(土) �せんべい �　　I なめこのみそ汁 ���ねぎ・なめこ �牛乳 

バナナ ���バナナ・ココア 
了 �りんご �ロールパン �ロールパン・じゃがいも �鶏レバー・こま �たまねぎ・しょうが �きのこの 一　一、 
(月) �� �なたね油・片栗粉 �みそ・ベーコン �アスパラガス・えりんざ 

アスパラとトマトのサラダ �=温鰐・摘要 �強化牛乳・鶏肉 �レタス・トマト・バナナ 
31 �ジュース �押し麦のスープ �マカロニ・米粉 �無塩バター・チーズ � �マカロ_グブタン 
(木) ��バナナ ���葉ねぎ・セロリ・しいたげ 
8 �サクッ �しろこぼん �精白米・なたね油 �カレイ・みそ・卵 �にんじん・千しいlたけ �☆ピザトースト 
22 ��カレイの西京焼き �三選糖・つきこんにゃく �凍り豆腐・鶏ささみ �だいこん・ごぼう 

のふ　ふ �片栗粉 �油　・チーズ �まうれん章・オレンジ 
(火) �あられ �I 吉野汁(奈良) あまなつ ��l ハム・牛乳 �たまねぎ �牛乳. 

9 �　☆ あまから �マリヤカレーライス �燭日米・じゃがいも �豚肉・無塩パター �たまねぎ・にんじん �のりしおポップコーン メープルポップコーン 
23 ��れんこんのサラダ �米紛・三温欝 �ツナ �ホールトマト缶・りんご 

かぶのスー �マヨドレ �斌肉・牛乳 �にんにく・しょうが 
(水) �せんべい �オレンジ �ポップコーン メープルシロップ ��れんこん・かぶ おれんじ �牛乳 

10 �サクッと �しろこぼん �橋日米・三温椋 �さば・みそ �しょうが・きゅうり �おふのパターシュガー 
24 ��さばの味噌煮 �焼き越・タラニュー欝 �しらす干し �こんじん・わかめ 

ゆう　の　の ��無塩バター・牛乳 �えのき・ね 
(木) �あられ �えのきのすまし汁 バナナ ���バナナ �牛乳 

11 �討 牛乳☆ �畏バン　いちこジャム �畏パン・なた椙浦 �豚肉・騰拙さ粉乳 �いちこジャム �☆縫チーズおにぎり 
25 ��ポークチャツプ �三温膳・矯白米 �強化牛乳・駐 �たまねぎ・マッシュルーム 

みかんサラダ ��チーズ �まいたけ・パセリ 
(金) �☆ �ブロッコリーのミルクスープ ���キャベツ・きゅうり �かみかみ昆布 

ぶどうゼリー ���みかん・ブロッコリー 
12 �サクッと �しろこぽん �満日米・こま油 �あじ・こま �もやし・にんじん �スコーン 
26 ��あじのごま焼き きゅうりと人参の昆布和え �小麦粉・三温糖 �みそ・ヨーグルト 強化牛乳・牛乳 �わかめ 

(土) �あられ �わかめともやしのみそ汁 ヨーグルト ��無塩バター ��牛乳 

14 �あまから �むきこぽん �精白米・押菱 �I与くり・隊肉 �こぼう・にんじん �☆ヨーグルトクッキー 
28 ��ぶりの照り焼き �三浪綜・小麦粉 �木綿豆腐・牛乳 �もやし・しょうが 

なたね油・ごま油 �ヨーグルト・無塩パター �ほうれん・ 
(月) �せんべい �ほうれん草のすまし汁 オレンジゼリー ���レモン果汁 �牛乳 

15 �牛乳☆ �しろこぽん �糟日米・じゃがいも �豚肉・ハム �たまねぎ・にんじん �☆ミルクココアプリン 
29 ��コロッケ �パン粉・なたね油 �強化牛乳 �トマト・きゅうり 

=　　ラ �小　・ごく ��コーン・た 

(火) ��アルファベットスープ �マカロニ ��　l"- ピーマン・にんじん �ビスケット 
バナナ ���バナナ・ココア・アカー 

16 �サクッと �みそラーメン �生中華めん・三温糖 �豚肉・みそ・さわら �もやし・にんじん �☆きなこあげパン 
30 ��さわらのマヨネーズ焼き �マヨドレ・ごま油 �ハム・きな粉 �しょうが・キャベツ 

な　　　　　え �コッペパン・なたね油 �牛乳 �な　・　ゆうり・ 
(水) �あられ �ぶどうゼリー �グラニュー糖 ��にんにく �牛乳 

特別畏 �オレンジ �チーズハンl†葛刀.- �コッペパン・三温熔 �鶏肉・豚肉●豆乳 �たまねぎ・キャベツ �☆ぉ楽しみパイ 
17 ��チキンサラダ �なたね油・パイ生地 �チーズ・牛乳 �レタス・トマト 

Iフラワーのスー �粉塘・グラニュー聴 ��きゅうり・カリフラワー 

(木) �ジュース �りんごシャーベット ���にんじん �牛乳 

エネルギー �たんばく質 �脂質 �カルシウム �鉄 �ビタミンA �ビタミンBl �ビタミンB2 �ビタミンC �塩分 

乳児 �510kcaI �19.6g �15.7g �224mg �22mg �419ug �0.28mg �0.36mg �2了mg �1.6g 

幼児 �614kc蕃山 �23.4g �19.1g �25了mg �2.4mg �520ug �0.35mg �0.42mg �30mg �1.9g 


