
平成３1年

平成３1年平成３1年

平成３1年

日付

献　立　名

10時おやつ(未満児のみ)

3時おやつ

赤　　群 黄　　群 緑　　群

☆おたのしみ☆

☆おたのしみ☆☆おたのしみ☆

☆おたのしみ☆

2日

（土）

ｼｰﾌｰﾄﾞｶﾚｰ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ｼｰﾌｰﾄﾞｶﾚｰ　ﾖｰｸﾞﾙﾄｼｰﾌｰﾄﾞｶﾚｰ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ｼｰﾌｰﾄﾞｶﾚｰ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

ｼｰﾌｰﾄﾞﾐｯｸｽ　魚肉ｿｰｾｰｼﾞ

ｼｰﾌｰﾄﾞﾐｯｸｽ　魚肉ｿｰｾｰｼﾞｼｰﾌｰﾄﾞﾐｯｸｽ　魚肉ｿｰｾｰｼﾞ

ｼｰﾌｰﾄﾞﾐｯｸｽ　魚肉ｿｰｾｰｼﾞ

ひき肉　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

ひき肉　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳ひき肉　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

ひき肉　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

★精白米　じゃが芋　ﾏｶﾛﾆ

★精白米　じゃが芋　ﾏｶﾛﾆ★精白米　じゃが芋　ﾏｶﾛﾆ

★精白米　じゃが芋　ﾏｶﾛﾆ 玉ねぎ　人参　きゅうり　ﾄﾏﾄ

玉ねぎ　人参　きゅうり　ﾄﾏﾄ玉ねぎ　人参　きゅうり　ﾄﾏﾄ

玉ねぎ　人参　きゅうり　ﾄﾏﾄ

牛乳　ぱりんこ

牛乳　ぱりんこ牛乳　ぱりんこ

牛乳　ぱりんこ

ご飯

なし

1日

（金）

ひなまつり誕生会

ひなまつり誕生会ひなまつり誕生会

ひなまつり誕生会

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

4日

（月）

野菜炒め　みそ汁

野菜炒め　みそ汁野菜炒め　みそ汁

野菜炒め　みそ汁

えのきの酢の物　果物

えのきの酢の物　果物えのきの酢の物　果物

えのきの酢の物　果物

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

ｳｲﾝﾅｰ　ちくわ　牛乳

ｳｲﾝﾅｰ　ちくわ　牛乳ｳｲﾝﾅｰ　ちくわ　牛乳

ｳｲﾝﾅｰ　ちくわ　牛乳 ★精白米

★精白米★精白米

★精白米

玉ねぎ　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾋﾟｰﾏﾝ

玉ねぎ　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾋﾟｰﾏﾝ玉ねぎ　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾋﾟｰﾏﾝ

玉ねぎ　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾋﾟｰﾏﾝ

えのき　わかめ

えのき　わかめえのき　わかめ

えのき　わかめ

牛乳　ばかうけ

牛乳　ばかうけ牛乳　ばかうけ

牛乳　ばかうけ

3日

（日）

お　や　す　み

お　や　す　みお　や　す　み

お　や　す　み

玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾊﾟﾌﾟﾘｶ　人参

玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾊﾟﾌﾟﾘｶ　人参玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾊﾟﾌﾟﾘｶ　人参

玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾊﾟﾌﾟﾘｶ　人参

たけのこ　ﾁﾝｹﾞﾝ菜　水菜　ﾄﾏﾄ

たけのこ　ﾁﾝｹﾞﾝ菜　水菜　ﾄﾏﾄたけのこ　ﾁﾝｹﾞﾝ菜　水菜　ﾄﾏﾄ

たけのこ　ﾁﾝｹﾞﾝ菜　水菜　ﾄﾏﾄ

お茶　かりんとう

お茶　かりんとうお茶　かりんとう

お茶　かりんとう

6日

（水）

焼きうどん　わかめｽｰﾌﾟ

焼きうどん　わかめｽｰﾌﾟ焼きうどん　わかめｽｰﾌﾟ

焼きうどん　わかめｽｰﾌﾟ

ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　ｾﾞﾘｰ

ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　ｾﾞﾘｰﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　ｾﾞﾘｰ

ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　ｾﾞﾘｰ

乳飲料

乳飲料乳飲料

乳飲料

ｳｲﾝﾅｰ　ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　牛乳

ｳｲﾝﾅｰ　ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　牛乳ｳｲﾝﾅｰ　ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　牛乳

ｳｲﾝﾅｰ　ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　牛乳 ★精白米　うどん

★精白米　うどん★精白米　うどん

★精白米　うどん

ｷｬﾍﾞﾂ　玉ねぎ　人参

ｷｬﾍﾞﾂ　玉ねぎ　人参ｷｬﾍﾞﾂ　玉ねぎ　人参

ｷｬﾍﾞﾂ　玉ねぎ　人参

わかめ

わかめわかめ

わかめ

牛乳　ﾎｯﾄｹｰｷ

牛乳　ﾎｯﾄｹｰｷ牛乳　ﾎｯﾄｹｰｷ

牛乳　ﾎｯﾄｹｰｷ

5日

（火）

酢鶏　ﾁﾝｹﾞﾝ菜のたまごｽｰﾌﾟ

酢鶏　ﾁﾝｹﾞﾝ菜のたまごｽｰﾌﾟ酢鶏　ﾁﾝｹﾞﾝ菜のたまごｽｰﾌﾟ

酢鶏　ﾁﾝｹﾞﾝ菜のたまごｽｰﾌﾟ

水菜の和え物　ﾁｰｽﾞ

水菜の和え物　ﾁｰｽﾞ水菜の和え物　ﾁｰｽﾞ

水菜の和え物　ﾁｰｽﾞ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

鶏肉　鶏卵　ﾁｰｽﾞ

鶏肉　鶏卵　ﾁｰｽﾞ鶏肉　鶏卵　ﾁｰｽﾞ

鶏肉　鶏卵　ﾁｰｽﾞ ★精白米

★精白米★精白米

★精白米

白菜　人参　舞茸　ﾈｷﾞ　椎茸

白菜　人参　舞茸　ﾈｷﾞ　椎茸白菜　人参　舞茸　ﾈｷﾞ　椎茸

白菜　人参　舞茸　ﾈｷﾞ　椎茸

ほうれん草　果物

ほうれん草　果物ほうれん草　果物

ほうれん草　果物

野菜ｼﾞｭｰｽ　ﾌﾟﾘﾝ

野菜ｼﾞｭｰｽ　ﾌﾟﾘﾝ野菜ｼﾞｭｰｽ　ﾌﾟﾘﾝ

野菜ｼﾞｭｰｽ　ﾌﾟﾘﾝ

8日

（金）

ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙｶﾚｰ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙｶﾚｰ　ﾖｰｸﾞﾙﾄﾁｷﾝﾎﾞｰﾙｶﾚｰ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙｶﾚｰ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ﾁｮﾚｷﾞｻﾗﾀﾞ

ﾁｮﾚｷﾞｻﾗﾀﾞﾁｮﾚｷﾞｻﾗﾀﾞ

ﾁｮﾚｷﾞｻﾗﾀﾞ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

肉団子　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

肉団子　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳肉団子　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

肉団子　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳 ★精白米　じゃが芋

★精白米　じゃが芋★精白米　じゃが芋

★精白米　じゃが芋 玉ねぎ　人参　ﾚﾀｽ　きゅうり

玉ねぎ　人参　ﾚﾀｽ　きゅうり玉ねぎ　人参　ﾚﾀｽ　きゅうり

玉ねぎ　人参　ﾚﾀｽ　きゅうり

牛乳　白玉おしるこ

牛乳　白玉おしるこ牛乳　白玉おしるこ

牛乳　白玉おしるこ

7日

（木）

ほっけのから揚げ　すいとん汁

ほっけのから揚げ　すいとん汁ほっけのから揚げ　すいとん汁

ほっけのから揚げ　すいとん汁

白和え　果物

白和え　果物白和え　果物

白和え　果物

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

ほっけ　豆腐　牛乳

ほっけ　豆腐　牛乳ほっけ　豆腐　牛乳

ほっけ　豆腐　牛乳
★精白米　糸こんにゃく

★精白米　糸こんにゃく★精白米　糸こんにゃく

★精白米　糸こんにゃく

ﾈｷﾞ　ﾆﾗ　ｶﾘﾌﾗﾜｰ　ﾐﾆﾄﾏﾄ

ﾈｷﾞ　ﾆﾗ　ｶﾘﾌﾗﾜｰ　ﾐﾆﾄﾏﾄﾈｷﾞ　ﾆﾗ　ｶﾘﾌﾗﾜｰ　ﾐﾆﾄﾏﾄ

ﾈｷﾞ　ﾆﾗ　ｶﾘﾌﾗﾜｰ　ﾐﾆﾄﾏﾄ

牛乳　ﾍﾙｼｰﾎﾟﾝﾃﾞﾘﾝｸﾞ

牛乳　ﾍﾙｼｰﾎﾟﾝﾃﾞﾘﾝｸﾞ牛乳　ﾍﾙｼｰﾎﾟﾝﾃﾞﾘﾝｸﾞ

牛乳　ﾍﾙｼｰﾎﾟﾝﾃﾞﾘﾝｸﾞ

10日

（日）

お　や　す　み

お　や　す　みお　や　す　み

お　や　す　み

9日

（土）

麻婆豆腐　ﾆﾗ玉ｽｰﾌﾟ

麻婆豆腐　ﾆﾗ玉ｽｰﾌﾟ麻婆豆腐　ﾆﾗ玉ｽｰﾌﾟ

麻婆豆腐　ﾆﾗ玉ｽｰﾌﾟ

ｶﾘﾌﾗﾜｰの和え物　ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ｶﾘﾌﾗﾜｰの和え物　ﾃﾞｻﾞｰﾄｶﾘﾌﾗﾜｰの和え物　ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ｶﾘﾌﾗﾜｰの和え物　ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ

ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ

ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ

ひき肉　鶏卵　豆腐　牛乳

ひき肉　鶏卵　豆腐　牛乳ひき肉　鶏卵　豆腐　牛乳

ひき肉　鶏卵　豆腐　牛乳 ★精白米

★精白米★精白米

★精白米

☆おたのしみ☆

☆おたのしみ☆☆おたのしみ☆

☆おたのしみ☆

12日

（火）

鶏のﾄﾏﾄｿｰｽ煮　ﾜﾝﾀﾝｽｰﾌﾟ

鶏のﾄﾏﾄｿｰｽ煮　ﾜﾝﾀﾝｽｰﾌﾟ鶏のﾄﾏﾄｿｰｽ煮　ﾜﾝﾀﾝｽｰﾌﾟ

鶏のﾄﾏﾄｿｰｽ煮　ﾜﾝﾀﾝｽｰﾌﾟ

きゅうり入りちくわ　ﾁｰｽﾞ

きゅうり入りちくわ　ﾁｰｽﾞきゅうり入りちくわ　ﾁｰｽﾞ

きゅうり入りちくわ　ﾁｰｽﾞ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

鶏肉　ちくわ　ﾁｰｽﾞ　牛乳

鶏肉　ちくわ　ﾁｰｽﾞ　牛乳鶏肉　ちくわ　ﾁｰｽﾞ　牛乳

鶏肉　ちくわ　ﾁｰｽﾞ　牛乳 ★精白米　ﾜﾝﾀﾝ

★精白米　ﾜﾝﾀﾝ★精白米　ﾜﾝﾀﾝ

★精白米　ﾜﾝﾀﾝ

玉ねぎ　しめじ　白菜

玉ねぎ　しめじ　白菜玉ねぎ　しめじ　白菜

玉ねぎ　しめじ　白菜

きゅうり　ﾄﾏﾄ水煮

きゅうり　ﾄﾏﾄ水煮きゅうり　ﾄﾏﾄ水煮

きゅうり　ﾄﾏﾄ水煮

牛乳　ドーナツ

牛乳　ドーナツ牛乳　ドーナツ

牛乳　ドーナツ

ご飯

なし

11日

（月）

★　お　別　れ　会　★

★　お　別　れ　会　★★　お　別　れ　会　★

★　お　別　れ　会　★

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

玉ねぎ　人参

玉ねぎ　人参玉ねぎ　人参

玉ねぎ　人参

ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ　お菓子

ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ　お菓子ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ　お菓子

ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ　お菓子

14日

（木）

ししゃも焼き　みそ汁

ししゃも焼き　みそ汁ししゃも焼き　みそ汁

ししゃも焼き　みそ汁

ﾚﾝｺﾝの金平　納豆　果物

ﾚﾝｺﾝの金平　納豆　果物ﾚﾝｺﾝの金平　納豆　果物

ﾚﾝｺﾝの金平　納豆　果物

乳飲料

乳飲料乳飲料

乳飲料

ししゃも　納豆　しらす　牛乳

ししゃも　納豆　しらす　牛乳ししゃも　納豆　しらす　牛乳

ししゃも　納豆　しらす　牛乳 ★精白米　糸コン

★精白米　糸コン★精白米　糸コン

★精白米　糸コン ﾚﾝｺﾝ　人参　果物

ﾚﾝｺﾝ　人参　果物ﾚﾝｺﾝ　人参　果物

ﾚﾝｺﾝ　人参　果物

牛乳　ｺﾞﾏじゃこﾄｰｽﾄ

牛乳　ｺﾞﾏじゃこﾄｰｽﾄ牛乳　ｺﾞﾏじゃこﾄｰｽﾄ

牛乳　ｺﾞﾏじゃこﾄｰｽﾄ

13日

（水）

ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ　ﾖｰｸﾞﾙﾄﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ﾄﾏﾄﾍﾟﾝﾈ

ﾄﾏﾄﾍﾟﾝﾈﾄﾏﾄﾍﾟﾝﾈ

ﾄﾏﾄﾍﾟﾝﾈ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

牛肉　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

牛肉　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳牛肉　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

牛肉　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳 ★精白米　ﾍﾟﾝﾈ

★精白米　ﾍﾟﾝﾈ★精白米　ﾍﾟﾝﾈ

★精白米　ﾍﾟﾝﾈ

玉ねぎ　人参

玉ねぎ　人参玉ねぎ　人参

玉ねぎ　人参

牛乳　ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ

牛乳　ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ牛乳　ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ

牛乳　ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ

16日

（土）

麻婆春雨　中華ｽｰﾌﾟ

麻婆春雨　中華ｽｰﾌﾟ麻婆春雨　中華ｽｰﾌﾟ

麻婆春雨　中華ｽｰﾌﾟ

豆腐ｻﾗﾀﾞ　ﾁｰｽﾞ

豆腐ｻﾗﾀﾞ　ﾁｰｽﾞ豆腐ｻﾗﾀﾞ　ﾁｰｽﾞ

豆腐ｻﾗﾀﾞ　ﾁｰｽﾞ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

ひき肉　豆腐　鶏卵　ﾁｰｽﾞ

ひき肉　豆腐　鶏卵　ﾁｰｽﾞひき肉　豆腐　鶏卵　ﾁｰｽﾞ

ひき肉　豆腐　鶏卵　ﾁｰｽﾞ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

★精白米　春雨

★精白米　春雨★精白米　春雨

★精白米　春雨

玉ねぎ　人参　ﾁﾝｹﾞﾝ菜

玉ねぎ　人参　ﾁﾝｹﾞﾝ菜玉ねぎ　人参　ﾁﾝｹﾞﾝ菜

玉ねぎ　人参　ﾁﾝｹﾞﾝ菜

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ﾐﾆﾄﾏﾄ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ﾐﾆﾄﾏﾄﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ﾐﾆﾄﾏﾄ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ﾐﾆﾄﾏﾄ

お茶　肉まん

お茶　肉まんお茶　肉まん

お茶　肉まん

15日

（金）

ｶﾚｰうどん　からあげ

ｶﾚｰうどん　からあげｶﾚｰうどん　からあげ

ｶﾚｰうどん　からあげ

ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ﾃﾞｻﾞｰﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ

ﾃﾞｻﾞｰﾄ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

鶏肉　牛乳

鶏肉　牛乳鶏肉　牛乳

鶏肉　牛乳 ★精白米　うどん

★精白米　うどん★精白米　うどん

★精白米　うどん

18日

（月）

あじﾌﾗｲ　みそ汁

あじﾌﾗｲ　みそ汁あじﾌﾗｲ　みそ汁

あじﾌﾗｲ　みそ汁

小松菜の煮浸し　ｾﾞﾘｰ

小松菜の煮浸し　ｾﾞﾘｰ小松菜の煮浸し　ｾﾞﾘｰ

小松菜の煮浸し　ｾﾞﾘｰ

乳飲料

乳飲料乳飲料

乳飲料

あじ　生揚げ　牛乳

あじ　生揚げ　牛乳あじ　生揚げ　牛乳

あじ　生揚げ　牛乳 ★精白米

★精白米★精白米

★精白米 小松菜　人参　しめじ

小松菜　人参　しめじ小松菜　人参　しめじ

小松菜　人参　しめじ

ﾌﾙｰﾁｪ

ﾌﾙｰﾁｪﾌﾙｰﾁｪ

ﾌﾙｰﾁｪ

17日

（日）

お　や　す　み

お　や　す　みお　や　す　み

お　や　す　み

玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　ｷｬﾍﾞﾂ　人参

玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　ｷｬﾍﾞﾂ　人参玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　ｷｬﾍﾞﾂ　人参

玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　ｷｬﾍﾞﾂ　人参

ｺｰﾝ

ｺｰﾝｺｰﾝ

ｺｰﾝ

ｺｰﾝﾌﾚｰｸ

ｺｰﾝﾌﾚｰｸｺｰﾝﾌﾚｰｸ

ｺｰﾝﾌﾚｰｸ

ご飯

なし

20日

（水）

きのこのｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ　ｸﾛﾜｯｻﾝ

きのこのｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ　ｸﾛﾜｯｻﾝきのこのｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ　ｸﾛﾜｯｻﾝ

きのこのｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ　ｸﾛﾜｯｻﾝ

白菜のｻﾗﾀﾞ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

白菜のｻﾗﾀﾞ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ白菜のｻﾗﾀﾞ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

白菜のｻﾗﾀﾞ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

ｳｲﾝﾅｰ　しらす　かつお節

ｳｲﾝﾅｰ　しらす　かつお節ｳｲﾝﾅｰ　しらす　かつお節

ｳｲﾝﾅｰ　しらす　かつお節

ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

ｸﾛﾜｯｻﾝ　じゃが芋

ｸﾛﾜｯｻﾝ　じゃが芋ｸﾛﾜｯｻﾝ　じゃが芋

ｸﾛﾜｯｻﾝ　じゃが芋

しめじ　ｴﾘﾝｷﾞ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

しめじ　ｴﾘﾝｷﾞ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑしめじ　ｴﾘﾝｷﾞ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

しめじ　ｴﾘﾝｷﾞ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

玉ねぎ　人参　白菜

玉ねぎ　人参　白菜玉ねぎ　人参　白菜

玉ねぎ　人参　白菜

牛乳　お菓子

牛乳　お菓子牛乳　お菓子

牛乳　お菓子

19日

（火）

ナポリタン　野菜ｽｰﾌﾟ

ナポリタン　野菜ｽｰﾌﾟナポリタン　野菜ｽｰﾌﾟ

ナポリタン　野菜ｽｰﾌﾟ

ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　ﾁｰｽﾞ

ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　ﾁｰｽﾞﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　ﾁｰｽﾞ

ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　ﾁｰｽﾞ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

ｳｲﾝﾅｰ　ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　牛乳

ｳｲﾝﾅｰ　ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　牛乳ｳｲﾝﾅｰ　ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　牛乳

ｳｲﾝﾅｰ　ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　牛乳 ★精白米　ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰ

★精白米　ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰ★精白米　ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰ

★精白米　ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰ

22日

（金）

21日

（木）

お　や　す　み

お　や　す　みお　や　す　み

お　や　す　み

ﾈｷﾞ　玉ねぎ　ｷｬﾍﾞﾂ　果物

ﾈｷﾞ　玉ねぎ　ｷｬﾍﾞﾂ　果物ﾈｷﾞ　玉ねぎ　ｷｬﾍﾞﾂ　果物

ﾈｷﾞ　玉ねぎ　ｷｬﾍﾞﾂ　果物

乳飲料　お菓子

乳飲料　お菓子乳飲料　お菓子

乳飲料　お菓子

24日

（日）

お　や　す　み

お　や　す　みお　や　す　み

お　や　す　み

23日

（土）

松風焼き　みそ汁

松風焼き　みそ汁松風焼き　みそ汁

松風焼き　みそ汁

ｷｬﾍﾞﾂのﾂﾅ和え　果物

ｷｬﾍﾞﾂのﾂﾅ和え　果物ｷｬﾍﾞﾂのﾂﾅ和え　果物

ｷｬﾍﾞﾂのﾂﾅ和え　果物

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

ひき肉　豆腐　ﾂﾅ　牛乳

ひき肉　豆腐　ﾂﾅ　牛乳ひき肉　豆腐　ﾂﾅ　牛乳

ひき肉　豆腐　ﾂﾅ　牛乳 ★精白米

★精白米★精白米

★精白米

玉ねぎ

玉ねぎ玉ねぎ

玉ねぎ

牛乳　ﾁｰｽﾞ蒸しパン

牛乳　ﾁｰｽﾞ蒸しパン牛乳　ﾁｰｽﾞ蒸しパン

牛乳　ﾁｰｽﾞ蒸しパン

26日

（火）

冷しゃぶ　みそ汁

冷しゃぶ　みそ汁冷しゃぶ　みそ汁

冷しゃぶ　みそ汁

里芋の煮物　ﾁｰｽﾞ

里芋の煮物　ﾁｰｽﾞ里芋の煮物　ﾁｰｽﾞ

里芋の煮物　ﾁｰｽﾞ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

豚肉　ﾁｰｽﾞ　牛乳

豚肉　ﾁｰｽﾞ　牛乳豚肉　ﾁｰｽﾞ　牛乳

豚肉　ﾁｰｽﾞ　牛乳 ★精白米　里芋

★精白米　里芋★精白米　里芋

★精白米　里芋 ﾚﾀｽ　きゅうり　人参

ﾚﾀｽ　きゅうり　人参ﾚﾀｽ　きゅうり　人参

ﾚﾀｽ　きゅうり　人参

牛乳もち

牛乳もち牛乳もち

牛乳もち

25日

（月）

えびかつ　みそ汁

えびかつ　みそ汁えびかつ　みそ汁

えびかつ　みそ汁

ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ　ｾﾞﾘｰ

ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ　ｾﾞﾘｰｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ　ｾﾞﾘｰ

ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ　ｾﾞﾘｰ

ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ

ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ

ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ

えび　ﾍﾞｰｺﾝ　牛乳

えび　ﾍﾞｰｺﾝ　牛乳えび　ﾍﾞｰｺﾝ　牛乳

えび　ﾍﾞｰｺﾝ　牛乳 ★精白米　じゃが芋

★精白米　じゃが芋★精白米　じゃが芋

★精白米　じゃが芋

ｷｬﾍﾞﾂ　玉ねぎ　人参　ｺｰﾝ

ｷｬﾍﾞﾂ　玉ねぎ　人参　ｺｰﾝｷｬﾍﾞﾂ　玉ねぎ　人参　ｺｰﾝ

ｷｬﾍﾞﾂ　玉ねぎ　人参　ｺｰﾝ

牛乳　ﾁｰｽﾞﾄﾞｯｸﾞ

牛乳　ﾁｰｽﾞﾄﾞｯｸﾞ牛乳　ﾁｰｽﾞﾄﾞｯｸﾞ

牛乳　ﾁｰｽﾞﾄﾞｯｸﾞ

28日

（木）

鮭のﾏﾖｺｰﾝ焼き　みそ汁

鮭のﾏﾖｺｰﾝ焼き　みそ汁鮭のﾏﾖｺｰﾝ焼き　みそ汁

鮭のﾏﾖｺｰﾝ焼き　みそ汁

ほうれん草のｿﾃｰ　果物

ほうれん草のｿﾃｰ　果物ほうれん草のｿﾃｰ　果物

ほうれん草のｿﾃｰ　果物

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

鮭　ﾍﾞｰｺﾝ　牛乳

鮭　ﾍﾞｰｺﾝ　牛乳鮭　ﾍﾞｰｺﾝ　牛乳

鮭　ﾍﾞｰｺﾝ　牛乳 ★精白米

★精白米★精白米

★精白米 ほうれん草　ｺｰﾝ　果物

ほうれん草　ｺｰﾝ　果物ほうれん草　ｺｰﾝ　果物

ほうれん草　ｺｰﾝ　果物

牛乳　ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ

牛乳　ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ牛乳　ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ

牛乳　ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ

27日

（水）

味噌ﾗｰﾒﾝ　塩唐揚げ

味噌ﾗｰﾒﾝ　塩唐揚げ味噌ﾗｰﾒﾝ　塩唐揚げ

味噌ﾗｰﾒﾝ　塩唐揚げ

ｾﾞﾘｰ

ｾﾞﾘｰｾﾞﾘｰ

ｾﾞﾘｰ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

豚肉　鶏肉　牛乳

豚肉　鶏肉　牛乳豚肉　鶏肉　牛乳

豚肉　鶏肉　牛乳 ★精白米　中華麺

★精白米　中華麺★精白米　中華麺

★精白米　中華麺

ｷｬﾍﾞﾂ　人参　玉ねぎ　きゅうり

ｷｬﾍﾞﾂ　人参　玉ねぎ　きゅうりｷｬﾍﾞﾂ　人参　玉ねぎ　きゅうり

ｷｬﾍﾞﾂ　人参　玉ねぎ　きゅうり

ﾊﾞﾅﾅ　キウイ

ﾊﾞﾅﾅ　キウイﾊﾞﾅﾅ　キウイ

ﾊﾞﾅﾅ　キウイ

お茶　お好み焼き

お茶　お好み焼きお茶　お好み焼き

お茶　お好み焼き

30日

（土）

おろしﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　わかめｽｰﾌﾟ

おろしﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　わかめｽｰﾌﾟおろしﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　わかめｽｰﾌﾟ

おろしﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　わかめｽｰﾌﾟ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾁｰｽﾞ焼き　ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾁｰｽﾞ焼き　ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾁｰｽﾞ焼き　ﾃﾞｻﾞｰﾄ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾁｰｽﾞ焼き　ﾃﾞｻﾞｰﾄ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

ひき肉　鶏卵　ﾁｰｽﾞ　牛乳

ひき肉　鶏卵　ﾁｰｽﾞ　牛乳ひき肉　鶏卵　ﾁｰｽﾞ　牛乳

ひき肉　鶏卵　ﾁｰｽﾞ　牛乳 ★精白米

★精白米★精白米

★精白米

大根　玉ねぎ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

大根　玉ねぎ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ大根　玉ねぎ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

大根　玉ねぎ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

わかめ

わかめわかめ

わかめ

ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ　お菓子

ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ　お菓子ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ　お菓子

ﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ　お菓子

29日

（金）

ｷｬﾍﾞﾂｶﾚｰ　ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ

ｷｬﾍﾞﾂｶﾚｰ　ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄｷｬﾍﾞﾂｶﾚｰ　ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ

ｷｬﾍﾞﾂｶﾚｰ　ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ

ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

牛乳

牛乳牛乳

牛乳

ひき肉　魚肉ｿｰｾｰｼﾞ

ひき肉　魚肉ｿｰｾｰｼﾞひき肉　魚肉ｿｰｾｰｼﾞ

ひき肉　魚肉ｿｰｾｰｼﾞ

ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

ﾖｰｸﾞﾙﾄ　牛乳

★精白米　じゃが芋　ﾏｶﾛﾆ

★精白米　じゃが芋　ﾏｶﾛﾆ★精白米　じゃが芋　ﾏｶﾛﾆ

★精白米　じゃが芋　ﾏｶﾛﾆ

★　未満児のみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行事や仕入れの状況によりメニューが変更になることがあります

31日

（日）

お　や　す　み

お　や　す　みお　や　す　み

お　や　す　み


