
夕方間食

ほうとう風うどん うどん 鶏肉・油揚げ かぼちゃ・大根・インゲン 牛乳 493 kcal おじや

ほうれん草の中華和え ごま油・砂糖 ほうれん草・人参 小魚＆青のりリング 22.2 ｇ

フルーツ（オレンジ） オレンジ 牛乳 18.2 ｇ ご飯

小魚＆青のりリンぐ 牛乳 お好み焼き 59.6 ｇ 鶏肉

小麦粉・油 豚肉 キャベツ・人参 2.2 ｇ ほうれん草・大根

●さつま芋おにぎり ご飯・さつま芋・黒ごま 牛乳 528 kcal うどん

豚肉と秋野菜のみそ炒め 砂糖・油 豚肉 れんこん・人参・舞茸 わかめせんべい 17.5 ｇ

春雨サラダ 春雨・ごま油 パプリカ・きゅうり 牛乳 13.0 ｇ うどん

フルーツ（りんご） りんご ほうれん草の蒸しパン 83.2 ｇ 豚肉

わかめせんべい 牛乳 1.1 ｇ 舞茸・人参

小麦粉・ベーキングパウダー 無調整豆乳 ほうれん草・レーズン

れんこんとしめじの炊き込みご飯 ご飯・砂糖・ごま れんこん・しめじ 牛乳 529 kcal うどん

豚肉とさつま芋のみそ炒め さつま芋・砂糖・油 豚肉 人参 ごませんべい 18.1 ｇ

春雨サラダ 春雨・ごま油 きゅうり・パプリカ 牛乳 13.0 ｇ うどん

すまし汁 ワカメ・かぶ ほうれん草の蒸しパン 82.4 ｇ 豚肉

ごませんべい 牛乳 1.4 ｇ しめじ・人参
小麦粉・ベーキングパウダー 無調整豆乳 ほうれん草・レーズン

ご飯 ご飯 牛乳 515 kcal にゅう麺

白糸タラのコロコロ甘辛揚げ じゃがいも・片栗粉・油タラ あおさ粉 小魚すなっく 21.7 ｇ

鶏ささみと野菜の3色サラダ 砂糖・油 鶏肉・無調整豆乳 もやし・ブロッコリー・人参 牛乳 13.9 ｇ そうめん

みそ汁 玉ねぎ・水菜 納豆巻き 74.7 ｇ 鶏肉

フルーツ（バナナ） バナナ 1.2 ｇ 玉ねぎ・人参

小魚すなっく 牛乳

ご飯 納豆・ちりめん干し のり

ご飯 ご飯 牛乳 461 kcal おかゆ

ふんわりつくね焼き パン粉・砂糖・油 鶏肉・大豆 生姜・長葱・トマト かぼちゃ＆にんじんリング 18.2 ｇ

かぶの含め煮 砂糖 かぶ・人参・チンゲン菜 牛乳 16.0 ｇ ご飯

すまし汁 そうめん ワカメ ヘルシーくずもち 59.1 ｇ 鶏肉
かぼちゃ＆にんじんリング 牛乳 0.9 ｇ 長葱・ワカメ

片栗粉・砂糖・すりごま 豆乳・きな粉

鉄分強化！ふりかけご飯 ご飯 牛乳 531 kcal リゾット

ホワイトシチュー さつま芋・バター 鶏肉 玉ねぎ・人参・パセリ とうもろこしすなっく 15.6 ｇ

マカロニとキャベツのサラダ マカロニ・砂糖・油 キャベツ・コーン 牛乳 15.7 ｇ ご飯

ぶどう（りんご） おからホットケーキ 79.6 ｇ 鶏肉

とうもろこしスナック 牛乳 1.2 ｇ 玉ねぎ・コーン

小麦粉・イチゴジャム おから・豆乳

ご飯 ご飯 牛乳 514 kcal

秋鮭の磯風味焼き 油・砂糖 秋鮭 トマト・あおさ粉 ごませんべい 21.6 ｇ

ひじきの炒り煮 ごま油・砂糖 豚肉 ひじき・人参・グリンピース 牛乳 14.0 ｇ

具だくさん汁 小松菜・玉ねぎ・しめじ かぼちゃもち 73.2 ｇ

ヨーグルト ヨーグルト 1.0 ｇ
ごませんべい 牛乳
砂糖・片栗粉・ごま かぼちゃ

あったかソーメン ソーメン 豚肉 小松菜・人参 牛乳 484 kcal リゾット

さつま芋のサクサクパン粉焼き さつま芋・パン粉・砂糖 ツナフレーク缶 パセリ 小魚せんべい 18.0 ｇ

フルーツ（りんご） りんご 牛乳 12.6 ｇ ご飯

小魚せんべい 牛乳 チーズ入りふりかけおにぎり 74.3 ｇ ツナ・牛乳・チーズ

ご飯 チーズ 枝豆・キャベツ 塩もみキャベツ 2.3 ｇ 人参

ご飯 ご飯 牛乳 562 kcal うどん

豚肉のねぎソース ごま油・砂糖 豚肉 長ねぎ・カリフラワー しらす＆わかめせんべい 20.9 ｇ

炒りおから 砂糖 おから・素干しエビ 人参・いんげん 牛乳 20.6 ｇ うどん

みそ汁 油揚げ 白菜 かぼちゃ茶巾 69.9 ｇ 油揚げ
しらす＆わかめせんべい 牛乳 1.3 ｇ 長葱・人参

砂糖 豆乳 かぼちゃ

ポークカレーライス ご飯・じゃが芋 豚肉 玉ねぎ・人参 牛乳 460 kcal おにぎり

トマトのツナサラダ 砂糖・油 ツナフレーク缶 トマト・枝豆 ほうれん草と小松菜せんべい 16.8 ｇ

フルーツ（オレンジ） オレンジ 牛乳 13.3 ｇ ご飯
ほうれん草と小松菜せんべい 牛乳 くるくるマカロニきなこ 67.7 ｇ 豚肉

ツイストマカロニ きな粉 りんご フルーツ（りんご） 1.0 ｇ 枝豆・玉ねぎ

納豆ごはん ご飯 納豆 牛乳 514 kcal おじや

鶏肉のから揚げ 片栗粉・油 鶏肉 キャベツ・生姜 小魚＆青のりリング 19.3 ｇ

きゅうりのしらす和え ごま油 しらす干し きゅうり・人参 牛乳 19.5 ｇ ご飯

みそ汁 焼ふ チンゲン菜 洋梨のケーキ 61.8 ｇ しらす干し

小魚＆青のりリング 牛乳 1.4 ｇ
小麦粉・バター 豆乳 洋梨缶

麻婆豆腐風丼 ご飯・ごま油・片栗粉 豆腐・豚肉 人参・しめじ・長葱・グリンピース 牛乳 521 kcal にゅう麺

切干大根のサラダ 砂糖・油 切干大根・小松菜・トマト わかめせんべい 20.1 ｇ

すまし汁 油揚げ 玉ねぎ 牛乳 18.6 ｇ そうめん

わかめせんべい 牛乳 フルーツきんとん 67.3 ｇ 豚肉

さつま芋 豆乳・鉄強化チーズ りんご 鉄分強化チーズ 1.6 ｇ 小松菜・人参

鉄分強化！ふりかけご飯 ご飯 牛乳 509 kcal

カラスカレイのごま焼き ごま・油 カラスカレイ 玉ねぎ・ピーマン 小魚すなっく 26.5 ｇ

鶏ささみとブロッコリーのおかか和え砂糖 花かつお・鶏肉 ブロッコリー・人参 牛乳 14.3 ｇ

みそ汁 花ふ 白菜 ミニあんかけ鶏うどん 66.6 ｇ
小魚すなっく 牛乳 1.0 ｇ
うどん 鶏肉 人参・小松菜

●ハロウインライス ご飯・油 鶏肉 玉ねぎ・人参・パセリ 牛乳 471 kcal にゅう麺

かぼちゃのツナグラタン風 マカロニ・小麦粉・パン粉 チーズ・ツナフレーク・豆乳 かぼちゃ 小魚＆青のりリング 15.4 ｇ

スープ 大根・水菜 牛乳 13.4 ｇ そうめん

フルーツ（バナナ） バナナ ●おばけいももち 71.6 ｇ 鶏肉

小魚＆青のりリング 牛乳 フルーツ（りんご） 1.2 ｇ 玉ねぎ・人参

じゃが芋・片栗粉 グリンピース・りんご
★材料の都合により、献立を変更することがあります。
★野菜は安全を考慮し、加熱処理をしています。
★昆布とかつお節からだしを取り、素材の味を生かした調理をしています。
★栄養価は、午前おやつ・昼食・午後おやつの合計栄養価になります。

保育室
ピア・ピア

フルーツ
（ぶどう/5日）（りんご/19日）

★献立中の●は行事食です。
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３色食品群 1～2歳児

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
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メニュー


