
３時のおやつ 赤 黄 緑
（乳幼児） 血や肉や骨になるもの 熱や力になるもの 体の調子をととのえるもの

のむ チキンカレー　リヨネーズサラダ　福神漬 牛乳

ヨーグルト オレンジ こいのぼりケーキ

竹の子ごはん　ポテトサラダ　ナゲット スポロン

すまし汁　メロン ワッフル

煮魚　ひじきのツナ和えサラダ　味噌汁 牛乳

グレープフルーツ コーンフレーク

ハムカツ　和風サラダ　中華スープ 麦茶

いちご たこ焼き

五目うどん　塩昆布と野菜の即席漬 牛乳

甘夏 ドーナツ

じゃが芋のきんぴら　ほうれん草サラダ カルピス

味噌汁　パイン缶 ミニシュークリーム

野菜たっぷりスープ　しらす入り納豆　ウインナー のむヨーグルト

きゅうりとかぶの塩もみ　りんご クリームクッキーズ

大豆入りひじきの煮付　味噌汁

ダブルポテトサラダ　バナナ

のむ 福袋　アスパラのごま和え　にら玉スープ 牛乳

ヨーグルト オレンジ アーモンドケーキ

ツナ入り和風スパゲティ　カニ風味サラダ 麦茶

野菜ジュース　グレープフルーツ ふかし芋

酢豚　しゅうまい　味噌汁 クロレラ

キウイフルーツ 若草団子

ハンバーグ　カリフラワーとブロッコリーのサラダ

アスパラスープ　桃缶

豚肉の生姜焼　キャベツの味噌マヨサラダ 牛乳

若竹汁　甘夏 スチームチーズケーキ

目玉焼　シュリンプサラダ　ミニトマト アップルジュース

こつこつスープ　バナナ フランクフルト

きつねうどん　ほうれん草ともやしのナムル　 牛乳

オレンジ ミックスサンド

筑前煮　春雨サラダ　かまぼこスープ 麦茶

パイン缶 焼きそば

しらたきのきんぴら　かぼちゃサラダ 果実ジュース

味噌汁　グレープフルーツ せんべい

鰆のごまマヨ焼き　五目ナムル　味噌汁 カルピス

キウイフルーツ バナナ

春野菜のクリームシチュー　イタリアンサラダ 牛乳

甘夏 りんごヨーグルト蒸しパン

野菜入り味噌ラーメン　オレンジ 麦茶

きゅうりとわかめの酢の物 ミニおにぎり

　　　　　平成２９年　　5月　　　　　　　こんだてよていひょう                

精白米　じゃが芋

精白米　ごま　バター　小麦粉
アーモンド粉

バナナ

精白米　じゃが芋　ロールケー
キ

牛乳　油揚げ　鶏肉　ソーセー
ジ　ナゲット　はんぺん　わか
め　スポロン

レタス　きゅうり　人参　長ね
ぎ　エリンギ　いちご

人参　エリンギ　キャベツ　あ
さつき　きゅうり　かぶ　りん
ご

牛乳　鶏肉 のむヨーグルト
シーチキン

精白米　小麦粉　マーガリン

食パン

精白米　じゃが芋　さつま芋

13 土

15

木 牛乳

12 金

木

5 金

曜
日

午前のおやつ
（乳児）

31 水

牛乳

豆乳

30 火 マミー

牛乳

23 火 牛乳

19 金

27 土

29 月

25

20 土

牛乳

月 マミー

牛乳　シーチキン

牛乳　かじき鮪　ひじき　シー
チキン　わかめ　油揚げ

食パン

精白米

牛乳　ベーコン　ハム　卵　わ
かめ　カルピス

牛乳　ベーコン　しらす干し
納豆　ウインナー　生クリーム

牛乳　卵

人参　キャベツ　えのきだけ
バナナ

バナナ

精白米　ごま　たこ焼き

牛乳　豆乳　豚肉　油揚げ　塩
昆布　卵

22

野菜
ジュース

長ねぎ　エリンギ　人参　グ
リーンアスパラ　にら　玉ね
ぎ　オレンジ

スパゲティ　さつま芋

精白米　じゃが芋　白玉粉

精白米　パン粉

食パン

マミー　牛乳　大豆　ひじき
油揚げ　竹輪　ハム　わかめ

のむヨーグルト　牛乳　豚挽肉
油揚げ　うずらの卵　スキムミ
ルク　卵

牛乳　豚肉　しゅうまい　豆腐
わかめ　きな粉

精白米　　小麦粉　マーガリン
ごま

玉ねぎ　人参　えのきだけ
ピーマン　キャベツ　きゅうり
グレープフルーツ

玉ねぎ　人参　ピーマン　エ
リンギ　パイン缶　ほうれん
草　キウイフルーツ

玉ねぎ　ピーマン　カリフラワー　ブ
ロッコリー　グリーンアスパラ　エリ
ンギ　長ねぎ　絹さや　桃缶

うどん　ホットケーキミックス
バター

牛乳　ハム　竹輪　わかめ　春
雨　焼豚

牛乳　豚挽肉　牛挽肉　卵　さ
さみ　プリン　生クリーム

牛乳　シーチキン

牛乳　豚肉　竹輪　わかめ　油
揚げ　卵　チーズ

牛乳　シーチキン　カニかまぼ
こ

9

人参　ピーマン　エリンギ　ほ
うれん草　長ねぎ　パイン缶

ツナサンド　麦茶　バナナ ハーベスト

副　　　食（乳幼児）

1 月

月

18 木

2 火

3 水

牛乳

牛乳

　　　　　　　　　憲　法　記　念　日

　　　　　　　　　み　ど　り　の　日

　　　　　　　　　こ　ど　も　の　日

ツナサンド　麦茶　バナナ ハーベスト

卵サンド　麦茶　バナナ

牛乳

牛乳

野菜
ジュース

4

玉ねぎ　人参　レタス　きゅう
り　福神漬　オレンジ

長ねぎ　人参　エリンギ　きゅ
うり　甘夏

竹の子　人参　きゅうり　チン
ゲン菜　メロン

木 牛乳

26 金 牛乳

10 水

6 土

8

24 水

月

火

牛乳

11

16 火

17 水

せんべい

フルーチェ

プリン生クリーム添え

野菜ジュース　人参　レタス
大根　グレープフルーツ

バナナ

牛乳

牛乳　鰆　ささみ　わかめ

牛乳　豚肉　ベーコン　卵
ヨーグルト

ブロッコリー　ミニトマト　玉ねぎ
ミックスベジタブル　クリームコー
ン缶　パセリ　バナナ　アップル
ジュース

人参　長ねぎ　エリンギ　ほう
れん草　もやし　オレンジ　イ
チゴジャム

人参　いんげん　きゅうり　長
ねぎ　パイン缶　キャベツ

人参　ごぼう　かぼちゃ　キャ
ベツ　グレープフルーツ　果
実ジュース

ほうれん草　もやし　人参
きゅうり　玉ねぎ　キウイフ
ルーツ

牛乳　豚肉　卵　竹輪　わかめ

豆乳

精白米　じゃが芋　ごま　ふ

牛乳

精白米　焼きそば　じゃが芋
こんにゃく

精白米　白滝　ごま

精白米　じゃが芋　ホットケー
キミックス　マーガリン

精白米　ごま　じゃが芋

玉ねぎ　人参　絹さや　グリーンア
スパラ　芝えび　レタス　きゅうり
ラディッシュ　甘夏　りんご

豆乳　豚肉　油揚げ　牛乳

野菜ジュース　根生姜　キャ
ベツ　きゅうり　人参　長ねぎ
竹の子

　　　　　遠　足　　　（袋詰菓子）

牛乳
牛乳　豚肉　なると　うずらの
卵　カニかまぼこ　のり

中華麺　精白米

牛乳　鶏肉　さつま揚げ　春雨
ハム　かまぼこ　わかめ

精白米　じゃが芋
牛乳　卵　芝えび　あさり缶
スキムミルク　フランクフクト

うどん　食パン　マーガリン

人参　白菜　もやし　にら　長
ねぎ　コーン缶　きゅうり　わ
かめ　オレンジ


