
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

野菜ソテー　しゅうまい　かまぼこスープ 牛乳

さくらんぼ バナナ

じゃが芋のきんぴら　きゅうりとわかめの酢の物 カルピス

味噌汁　桃缶 ワッフル

のむ 牛乳

ヨーグルト 揚げパン

ピザ風ちくわ　ゆでブロッコリー　 みかんの

キャベツスープ　グレープフルーツ クラッシュゼリー

枝豆ごはん　ぶりの照り焼き　星かまぼこ ジョア

七夕スープ　メロン 七夕クッキー

カルピス

せんべい

かぼちゃカレー　リヨネーズサラダ　福神漬 牛乳

オレンジ ほうれん草とじゃこのお焼き

豆乳

黒糖パン

鶏の唐揚げ　五目ナムル　味噌汁 牛乳

キウイフルーツ ブルーベリーマフィン

豚汁　きゅうりのツナ和え　ミニトマト　

しらす入り納豆　すいか

アップルジュース

とうもろこし

冷したぬき　ほうれん草ともやしのナムル 麦茶

グレープフルーツ ミニおにぎり

豚肉の生姜焼　キャベツの味噌マヨサラダ ヤクルト

にら玉スープ　バナナ じゃが芋餅

ピーマンの肉炒め　かぼちゃの煮付 アイス

味噌汁　オレンジ ウエハース

のむ ビーフシチュー　グリーンサラダ　 牛乳

ヨーグルト グレープフルーツ コーンフレーク

ポークビーンズ　かぼちゃサラダ　わかめご飯

ミニトマト　バナナ

ナポリタン　イタリアンサラダ　野菜ジュース 牛乳

パイン缶 ふかし芋

鮭のごま味噌焼き　春雨サラダ　すまし汁 ライチジュース

キウイフルーツ ベジタブル蒸しパン

ハムカツ　ひじきのツナ和えサラダ　味噌汁 ピーチゼリー

メロン 生クリーム添え

肉じゃが　たくあんときゅうりのごま和え

味噌汁　オレンジ

ツナサンド　麦茶　バナナ ハーベスト

フルーツみつ豆

牛乳

牛乳

マミー

牛乳

ハムサンド　麦茶　バナナ

冷麦　キャベツのごま和え　オレンジ

ハーベスト

筑前煮　ウインナー　味噌汁　パイン缶

冷し中華　野菜の即席漬　グレープフルーツ

バナナプリン

卵サンド　麦茶　バナナ せんべい

　　海　の　日

牛乳

　　納　涼　祭　（　パン　飲み物　果物　）

　　　　　   平成29年 　7月　　　　　こんだてよていひょう

豆乳　豚肉　竹輪　わかめ　卵
ヤクルト

牛乳　豚肉　厚揚げ　わかめ

乳飲料

バナナ

人参　大根　きゅうり　すいか
ミニトマト

きゅうり　みかん缶　キャベツ
オレンジ

精白米

食パン

豆乳　豚挽肉　しゅうまい　か
まぼこ　牛乳　わかめ

人参　いんげん　長ねぎ　な
めこ　桃缶

根生姜　ほうれん草　もやし
きゅうり　人参　玉ねぎ　キウ
イフルーツ

牛乳

牛乳　ベーコン　わかめ　カニ
かまぼこ　油揚げ

玉ねぎ　人参　ピーマン　エリンギ
パイン缶　きゅうり　大根　桃缶
アップルジュース　とうもろこし

きゅうり　みかん缶　ほうれん
草　もやし　グレープフルー
ツ

根生姜　キャベツ　きゅうり
人参　にら　玉ねぎ　バナナ

牛乳　ハム　なると　卵　かつ
お節　豆乳

野菜ジュース　牛乳　鶏肉　ハ
ム　わかめ

牛乳　豚肉　豆腐　シーチキン
しらす干し　納豆　プリン

豆乳

21 金

22

精白米

精白米　じゃが芋　白滝　ごま
小麦粉

食パン

玉ねぎ　人参　ししめじ　グリーン
ピース缶　たくあん　きゅうり　オレ
ンジ　パイン缶　桃缶　みかん缶

牛乳　豚肉　ベーコン　大豆
卵

マミー　豚挽肉　ハム　牛乳

精白米　じゃが芋　コーンフ
レーク

のむヨーグルト　豚肉　ベーコ
ン　牛乳

精白米　じゃが芋　こんにゃく

ピーマン　赤ピーマン　たま
ねぎ　かぼちゃ　長ねぎ　オ
レンジ

バナナ

精白米　じゃが芋

うどん　揚げ玉　精白米

精白米　じゃが芋　片栗粉

精白米

牛乳　卵

牛乳　ハム　なると　　のり

精白米　上新粉　じゃが芋

精白米　じゃが芋

食パン

パン

水 牛乳

13 木
野菜
ジュース

牛乳　豚肉　油揚げ　わかめ

10

精白米　じゃが芋

精白米　小麦粉

牛乳　鶏肉　さつま揚げ　ウイ
ンナー　豆腐　カルピス

31 月 牛乳

牛乳

すいか

曜
日

午前のおやつ
（乳児） 副　　　食（乳幼児）

1 土

土

19 水

24 月

20 木

牛乳

28 金

29 土

26 水 マミー

27 木 牛乳

11 火

7 金

8

25 火

12

17 月

18 火

牛乳

土 牛乳

14 金

15

5 水

6 木

土

月

3 月

4 火

熊野保育園

バナナ

玉ねぎ　ブロッコリー　キャベツ　も
やし　木くらげ　グレープフルーツ
オレンジジュース　みかん缶

枝豆　エリンギ　人参　おくら
メロン

牛乳

牛乳　シーチキン

牛乳　豚肉　寒天

玉ねぎ　人参　キャベツ　レ
タス　きゅうり　グレープフ
ルーツ

玉ねぎ　人参　かぼちゃ　ミ
ニトマト　バナナ　すいか

玉ねぎ　ピーマン　レタス
きゅうり　ラディッシュ　野菜
ジュース　パイン缶

人参　きゅうり　チンゲン菜
キウイフルーツ　ミックスベ
ジタブル　ライチジュース

レタス　人参　キャベツ　メロ
ン　桃缶

バナナ

牛乳　鮭　春雨　ハム　はんぺ
ん　わかめ

牛乳　ハム　ひじき　シーチキ
ン　竹輪　わかめ　生クリーム

牛乳

中華麵　黒糖パン

精白米

精白米　小麦粉　上新粉　か
ぼちゃ

食パン

マミー　牛乳　シーチキン
じゃこ

スパゲティ　さつま芋

精白米　ごま　小麦粉

バナナ

かぼちゃ　玉ねぎ　人参　レ
タス　きゅうり　福神漬　オレ
ンジ　ほうれん草

きゅうり　ミニトマト　きゅうり
人参　グレープフルーツ

キャベツ　玉ねぎ　ピーマン
人参　長ねぎ　　さくらんぼ
バナナ

豆乳

酢豚　中華きゅうり　味噌汁　桃缶

牛乳

人参　ピーマン　エリンギ
きゅうり　もやし　にら　桃缶

精白米　じゃが芋　ごま

冷麦　ごま　バターロール
のむヨーグルト　牛乳　ハム
かまぼこ　きな粉　なると

牛乳　竹輪　チーズ　なると

牛乳　ぶり　春雨　かまぼこ

牛乳　ハム牛乳

牛乳

牛乳 ツナサンド　麦茶　バナナ せんべい


