
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

豆腐のチャンプルー　かみかみ和え カルピス

かまぼこスープ　桃缶 バームクーヘン

すきやき風煮　ほうれん草のごま和え 牛乳

味噌汁　オレンジ アイスボックスクッキー

肉じゃが　ひじきのツナ和えサラダ 牛乳

味噌汁　キウイフルーツ 人参のパウンドケーキ

カジキの野菜ソース焼き　イタリアンスープ マミー

大根と水菜のマヨネーズ和え　パイン缶 ミニシュークリーム

のむ 冷したぬき　キャベツのごま和え 牛乳

ヨーグルト バナナ 揚げパン

クリームシチュー　カニ風味サラダ アイスクリーム

グレープフルーツ ウエハース

変わりがんもどき　きゅうりとわかめの酢の物 みかんの

味噌汁　オレンジ クラッシュゼリー

栄養すいとん　かぼちゃサラダ　 牛乳

アンパンマンポテト　梨 スチームチーズケーキ

かぼちゃグラタン　ゆでブロッコリー 牛乳

キャベツスープ　桃缶 コーンフレーク

冷し中華　ほうれん草ともやしのナムル のむヨーグルト

グレープフルーツ ピザトースト

けんちん汁　月見焼　切り干しのサラダ クロレラ

オレンジ かぼちゃまんじゅう

チーズ入りハンバーグ　千切りキャベツ

ミニトマト　コーンスープ　メロン

鮭のごま味噌焼き　五目ナムル　にら玉スープ 麦茶

バナナ フライドポテト

のむ ツナ入り和風スパゲティ　グリーンサラダ　 牛乳

ヨーグルト 野菜ジュース　グレープフルーツ ブルーベリーサンド

ツナポテトサラダ　しらす入り納豆　味噌汁 アップルジュース

梨 豆腐団子

ポークカレー　マカロニサラダ　福神漬 カルピス

オレンジ せんべい

じゃが芋のきんぴら　春雨サラダ　味噌汁 牛乳

キウイフルーツ 味噌蒸しパン

牛乳

スティックメロンパン

ハムカツ　イタリアンサラダ　すまし汁 梨

ぶどう ビスケット

ポトフ　きゅうりとウインナーのごま酢和え

グレープフルーツ　わかめご飯

うどん　揚げ玉　ごま　バター
ロール

精白米　じゃが芋

食パン

　　　　　平成28年　9月　　　　　　　こんだてよていひょう

牛乳　鮭　ささみ　卵

のむヨーグルト　シーチキン
ベーコン　ハム　野菜ジュース

人参　大根　ごぼう　キャベ
ツ　切り干し大根　きゅうり　ト
マト　オレンジ　かぼちゃ

きゅうり　ミニトマト　ほうれん
草　もやし　グレープフルー
ツ　ピーマン

玉ねぎ　人参　しめじ　グリー
ンピース缶　レタス　なめこ
キウイフルーツ

精白米　ごま

精白米

マミー　豚肉　厚揚げ　なると
油揚げ　わかめ

人参　玉ねぎ　エリンギ　きゅ
うり　もやし　にら　オレンジ

かぼちゃ　玉ねぎ　マッシュ
ルーム缶　ブロッコリー　キャ
ベツ　もやし　木くらげ　桃缶

牛乳　ベーコン　豆腐　卵　か
まぼこ　さきいか　わかめ　カ
ルピス

牛乳　シーチキン

バナナ

ほうれん草　人参　きゅうり
もやし　にら　玉ねぎ　バナナ

鶏肉　なると　油揚げ　卵　牛
乳　チーズ

豆乳　鶏肉　なると　牛乳

牛乳　ハム　なると　卵　のむ
ヨーグルト　ウインナー　チー
ズ

マミー

精白米　大和芋

玉ねぎ　人参　ピーマン　えのきだ
け　キャベツ　レタス　きゅうり　グ
レープフルーツ　ブルーベリージャ
ム

玉ねぎ　ピーマン　キャベツ
コーン缶　メロン

食パン

精白米　ごま　ポテト

スパゲティ　食パン

牛乳　豆腐　春雨　クロレラ
卵

マミー　豚挽肉　牛挽肉　チー
ズ　卵　プリン　生クリーム

精白米

中華麺　食パン

精白米　里芋　こんにゃく　蒸
しパンミックス粉

牛乳　ハム　はんぺん　わか
め

牛乳　豚肉　ウインナー　ヨー
グルト

人参　きゅうり　コーン缶
キャベツ　梨　アップル
ジュース

バナナ

玉ねぎ　人参　きゅうり　福神漬
オレンジ

野菜ジュース　人参　ピーマ
ン　エリンギ　きゅうり　長ね
ぎ　キウイフルーツ　レーズ
ン

きゅうり　みかん缶　バナナ

レタス　きゅうり　ラディッシュ
チンゲン菜　ぶどう　梨

ベーコン　春雨　ハム　厚揚げ
わかめ　牛乳　卵

豆乳　ハム　なると　牛乳

食パン

精白米　じゃが芋　マカロニ

精白米　じゃが芋　ごま　小麦
粉

冷麦　メロンパン

精白米　じゃが芋　ごま

精白米　パン粉

玉ねぎ　人参　キャベツ　しめじ
きゅうり　もやし　グレープフルーツ
パイン缶　黄桃缶　みかん缶　マン
ゴー缶　チェリー缶

牛乳　卵

牛乳　豚肉　カルピス

精白米　じゃが芋　白玉粉

精白米　パン粉

牛乳　シーチキン　しらす干し
納豆　竹輪　わかめ　きな粉

21 水

22 木

19 月

牛乳　シーチキン

23 金 牛乳

牛乳

　　　　　　　　　敬　老　の　日

　　　　　　　　　秋　分　の　日

プリン生クリーム添え

牛乳 ツナサンド　麦茶　バナナ せんべい

牛乳

1 木

牛乳　豚挽肉　豆腐　ひじき
卵　わかめ　しらす干し　油揚
げ

20 火

16 金 マミー

17 土

牛乳　卵ハーベスト

牛乳

豆乳

ツナサンド　麦茶　バナナ せんべい

卵サンド　麦茶　バナナ

ハーベスト

冷麦　きゅうりの浅漬け　バナナ

卵サンド　麦茶　バナナ

ヨーグルト和え

玉ねぎ　人参　キャベツ
きゅうり　グレープフルーツ

人参　ピーマン　大根　水菜
コーン缶　パセリ　パイン缶

きゅうり　キャベツ　バナナ
みかん缶

曜
日

午前のおやつ
（乳児） 副　　　食（乳幼児）

精白米　小麦粉　ポテト　マー
ガリン

精白米　パン粉

人参　にら　もやし　大根
きゅうり　長ねぎ　桃缶

バナナ

野菜ジュース　人参　エリンギ　ほ
うれん草　かぼちゃ　梨

人参　長ねぎ　白菜　エリン
ギ　ほうれん草　大根

バナナ食パン

精白米　じゃが芋　白滝　小麦
粉　アーモンドプードル　バ
ター

豆乳　豚肉　ひじき　シーチキ
ン　豆腐　わかめ　牛乳　卵

牛乳　かじき鮪　カニかまぼこ
卵　粉チーズ　マミー

のむヨーグルト　ハム　なると
かまぼこ　牛乳　きな粉

牛乳　豚肉　カニかまぼこ　ア
イス木

28 水 豆乳

29 木

26 月 牛乳

27 火 野菜ジュース

30 金 牛乳

牛乳

木 牛乳

12 月 野菜ジュース

13 火 豆乳

24 土 牛乳

牛乳

熊野保育園

5 月

6 火 牛乳

2 金

3 土 牛乳

9 金 牛乳

10 土 牛乳

7 水

8

14 水

15


