
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
チキンカレー 米　じゃが芋 鶏肉　卵 玉ねぎ　人参
ツナサラダ 油　カレールウ　マーガリン ツナ キャベツ　きゅうり
飲むヨーグルト ケーキミックス　砂糖 飲むヨーグルト　牛乳 コーン　みかん缶

ホイップクリーム
麦ご飯 米　押し麦　じゃが芋 豚肉　ハム 人参　玉ねぎ　エリンギ
焼き豆腐の五目煮 油　ごま油 わかめ いんげん　チンゲン菜
チンゲン菜とハムの中華和え 砂糖　デザートベース 味噌　焼き豆腐 もやし　黄桃缶
じゃがいもとわかめの味噌汁 牛乳
ちらし寿司 米　麩　小麦粉　BP 鶏ひき肉　錦糸卵 人参　たけのこ　小松菜
千草和え 油　ごま さくらでんぶ いんげん　えのきたけ
花麩のすまし汁 砂糖 油揚げ　豆乳 玉ねぎ　ほうれん草

牛乳
がんもと鶏肉の旨煮 油　ごま 鶏肉 人参　大根　絹さや
ちくわのごま和え 砂糖 竹輪 白菜　小松菜
豆腐の味噌汁 がんもどき　味噌　豆腐 ねぎ

牛乳
★ミートソーススパゲティ スパゲティ　米 豚ひき肉 コーン　玉ねぎ　きゅうり

★パインサラダ マヨネーズ　ごま わかめ マッシュルーム　キャベツ

★わかめスープ 砂糖 油揚げ 人参　トマト缶　パイン缶

牛乳
ご飯 米　じゃが芋　麩　白滝 豚肉 人参　玉ねぎ
★肉じゃが 油 わかめ　なると グリンピース　もやし
★納豆和え 砂糖　ホットケーキミックス ひきわり納豆　味噌 ほうれん草　ねぎ
ねぎとお麩の味噌汁 牛乳
麦ご飯 米　押し麦　麩　小麦粉 豚ひき肉　卵 切干大根　キャベツ
鮭の胡麻だれ焼き マヨネーズ　ごま　油 鮭　桜えび　青のり 人参　かぶ
切干大根のサラダ 砂糖 油揚げ　味噌 小ねぎ
かぶの味噌汁 牛乳
ロールパン ロールパン　じゃが芋　マカロニ　米 ハム きゅうり　人参
★えびフライ マヨネーズ　油　ごま えびフライ　わかめご飯の素 玉ねぎ　コーン
★ポテトサラダ 牛乳 ほうれん草
★ABCスープ
ご飯 米　さつま芋 鶏ひき肉　卵 人参　玉ねぎ
そぼろ入り卵焼き ごま 味噌 ピーマン　キャベツ
キャベツときゅうりの胡麻和え 砂糖　ココア　ゼラチン 牛乳　豆乳 きゅうり
さつま芋と玉ねぎの味噌汁
五目煮 じゃが芋　こんにゃく 豚肉 人参　ごぼう
磯香和え 油 かまぼこ　のり　竹輪 小松菜　もやし
豆腐の味噌汁 砂糖　たいやき 水煮大豆　油揚げ　豆腐　味噌 グリンピース

牛乳
麦ご飯 米　押し麦　片栗粉 鶏肉 きゅうり　もやし
★鶏のから揚げ 小麦粉　春雨 わかめ　はんぺん バナナ
★春雨サラダ 油　マーガリン ヨーグルト　牛乳
はんぺんとわかめのスープ ホットケーキミックス　砂糖

ご飯 米　こんにゃく　小麦粉 鯖 人参　ほうれん草
鯖の味噌煮 油　ごま 豆腐　味噌 ごぼう　大根
白和え 砂糖 牛乳 ねぎ
根菜汁
ご飯 米　麩　餃子の皮　パン粉　 豚ひき肉　鶏ひき肉　ベーコン　ハム　卵 玉ねぎ　キャベツ
★ハンバーグ 油 チーズ　牛乳 人参　えのきたけ
コールスローサラダ 砂糖 ピーマン　コーン
麩とえのきの味噌汁
★親子丼 米　じゃが芋 鶏肉　卵 人参　玉ねぎ
ほうれん草の胡麻和え 油　ごま 海苔　わかめ 絹さや　ほうれん草
じゃが芋の味噌汁 砂糖 味噌 もやし　みかん

牛乳
★しょうゆラーメン 中華麺　米　もち米 豚肉 ほうれん草　もやし
カニ大根サラダ マヨネーズ　ごま油 カニカマ　なると コーン　小ねぎ
チーズ あんこ きな粉 大根　人参　きゅうり

牛乳　チーズ
チキンカレー じゃが芋 鶏肉　 玉ねぎ　人参
蒸し鶏とひじきのサラダ カレールウ　油　ごま油　ごま ひじき　 ブロッコリー
バナナ 砂糖 牛乳 キャベツ　きゅうり

ご飯 米　じゃが芋　麩　片栗粉 鶏肉　ハム 人参　玉ねぎ　もやし
厚揚げのそぼろ煮 そうめん わかめ ねぎ　ほうれん草
人参ともやしのカレーマリネ 砂糖 厚揚げ
わかめの味噌汁 牛乳
ご飯 米 鶏肉　ベーコン ブロッコリー　カリフラワー

タンドリーチキン 油　カレー粉 ヨーグルト　牛乳 玉ねぎ　人参　白菜
花野菜ソテー ぶどうゼリーの素　ホイップクリーム

白菜のスープ
麦ご飯 米　押麦　小麦粉 卵 玉ねぎ　人参
白身魚のオニオンソースがけ 油 ホキ　ひじき いんげん　長ねぎ
ひじきの含め煮 砂糖 高野豆腐　味噌 みかん
かきたま味噌汁 牛乳
ご飯 米　こんにゃく　春雨　 鶏肉　ハム 人参　たけのこ　ごぼう
筑前煮 酒米の米粉　片栗粉 さつま揚げ　かつお節 しめじ　きゅうり　きぬさや

シルバーサラダ マヨネーズ　油 味噌 小松菜　もやし
小松菜と玉ねぎの味噌汁 砂糖　粉糖 牛乳
チキントマト煮 じゃが芋 鶏肉 玉ねぎ　人参　トマト缶
ほうれん草のおかか和え 油 かつお節　カニカマ グリンピース　ほうれん草

カニカマとキャベツのスープ 砂糖 牛乳 もやし　キャベツ

ご飯 米　さつま芋 豚肉　卵 ごぼう　玉ねぎ　人参
柳川煮 あんこ　小豆缶 わかめ もやし　キャベツ
わかめと野菜の酢の物 味噌 チンゲン菜
チンゲン菜と油揚げの味噌汁 牛乳
ロールパン ロールパン　米　米粉 鶏肉 かぼちゃ　コーン
かぼちゃとコーンのシチュー 油　シチューミックス しらす　かつお節　青のり　 玉ねぎ　人参　パセリ
しらすと白菜のサラダ ゼリー 牛乳 白菜　きゅうり
ゼリー
ご飯 米　こんにゃく 豚肉 玉ねぎ　キャベツ　ピーマン

豚と野菜のしょうが焼き ごま 豆腐　味噌 ほうれん草　人参　しめじ

白和え 砂糖 牛乳 かぼちゃ　ねぎ　りんご
かぼちゃの味噌汁
ご飯 米　コロッケ　さつま芋　スパゲティ ツナ　桜えび　塩昆布　のり キャベツ　きゅうり　人参

コロッケ 油　バター 油揚げ　味噌 きゅうり　大根　ねぎ
キャベツと桜えびのサラダ 牛乳 玉ねぎ　
五目野菜汁
ご飯 米　じゃが芋　パン粉 鶏肉　豚肉　卵 玉ねぎ　きゅうり
豆腐のミートローフ マヨネーズ　マーガリン 豆腐　味噌 人参　ほうれん草
ポテトサラダ 砂糖　ホットケーキミックス ダイスチーズ　牛乳 えのきたけ　
ほうれん草とえのきの味噌汁

給与栄養量平均 エネルギー（kcal） 蛋白質（g） 脂質（g） 食塩相当量
3歳未満児 471 20 14.0 1.2
3歳以上児 551 21 16.8 1.4

◎神奈川県海老名市に所存する『泉橋酒造』の酒米の米粉を使用しました。

日にち 曜日 午前おやつ お昼 午後おやつ
ざ　い　りょ　う　め　い

2 木
麦茶 牛乳

野菜スティック・チーズ 桃のふるふるデザート

1 水
麦茶 牛乳

アスパラガスビスケット お誕生日ケーキ

4 土
麦茶 牛乳

クラッカー ビスコ・せんべい

3 金
麦茶 牛乳

ミレービスケット 三色蒸しパン

7 火
麦茶 牛乳

畑のクラッカー ★ドーナツ

6 月
麦茶 牛乳

せんべい きつねおにぎり

9 木
麦茶 牛乳

リッツ わかめじゃこごはん

8 水
麦茶 牛乳

野菜スティック・チーズ お好み焼き

11 土
麦茶 牛乳

アスパラガスビスケット たいやき・せんべい

10 金
麦茶 牛乳

野菜スティック・チーズ 豆乳ココアプリン

14 火
麦茶 牛乳

バナナ ★ごまクッキ―

13 月
麦茶 牛乳

せんべい ヨーグルトバナナケーキ

16 木
麦茶 牛乳

クラッカー みかん・ウエハース

15 水
麦茶 牛乳

プルーン ひとくちピザ

18 土
麦茶 牛乳

畑のクラッカー みかんゼリー・せんべい

17 金
麦茶 牛乳

プルーン ぼたもち

22 水
麦茶 牛乳

せんべい ★ぶどうゼリー

20 月
麦茶 牛乳

クラッカー にゅうめん

24 金
麦茶 牛乳

アスパラガスビスケット 米粉のスノーボール

23 木
麦茶 牛乳

野菜スティック・チーズ ★焼きそばパン

27 月
麦茶 牛乳

せんべい さつま芋ぜんざい

25 土
麦茶 牛乳

ミレービスケット ワッフル・せんべい

29 水
麦茶 牛乳

アスパラガスビスケット りんご・せんべい

28 火
麦茶 牛乳

野菜スティック・チーズ 米粉のふりかけおにぎり

★年長さんからのリクエストメニューです。

31 金
麦茶 牛乳

クラッカー チーズマフィン

30 木
麦茶 牛乳

野菜スティック・チーズ ツナの塩昆布スパゲティ


