
午前 午後 午前 午後 午前 午後

1 7倍粥 麦茶 3倍粥 麦茶 軟飯 麦茶

金 なすのみそ汁 しらす粥 なすのみそ汁 しらす粥 なすと油揚げのみそ汁 りんごきんとん

ささみの和風煮 ささみの和風煮 ささみの青のりフライ

きゅうりサラダ きゅうりサラダ きゅうりサラダ

4 グリーンピース粥 麦茶 グリーンピース粥 麦茶 グリーンピースごはん 麦茶

月 わかめのみそ汁 さつまいものコロコロ煮 わかめのみそ汁 さつまいものコロコロ煮 わかめと万能ねぎのみそ汁 さつまいも蒸しパン

鶏ひき肉の味噌煮 鶏ひき肉の味噌煮 鶏つくねの平焼き

卯の花炒り煮 卯の花炒り煮 卯の花炒り煮

5 7倍粥 麦茶 3倍粥 麦茶 軟飯 麦茶

火 キャベツスープ 野菜粥 キャベツスープ 野菜粥 キャベツとウインナーのスープ きつねごはん

白身魚のクリーム煮 白身魚のクリーム煮 白身魚のクリーム煮

ブロッコリーサラダ ブロッコリーサラダ ブロッコリーサラダ

6 7倍粥 麦茶 3倍粥 麦茶 軟飯 麦茶

水 たまねぎとコーンのスープ かぼちゃにゅうめん たまねぎとコーンのスープ かぼちゃにゅうめん たまねぎとコーンのスープ かぼちゃにゅうめん

ツナのとろみ煮 ツナのとろみ煮 チャプチェ

きゅうりとわかめの煮びたし きゅうりとわかめの煮びたし きゅうりとわかめの煮びたし

7 7倍粥 麦茶 3倍粥 麦茶 わかめごはん 麦茶

木 おふのすまし汁 きな粉パン粥 おふのすまし汁 きな粉サンド おふと豆苗のすまし汁 きな粉トースト

肉豆腐 肉豆腐 肉豆腐

じゃがいもの煮物 じゃがいもの煮物 じゃがいもきんぴら

8 鮭粥 麦茶 鮭粥 麦茶 鮭ごはん 麦茶

金 野菜みそ汁 バナナの甘煮 野菜みそ汁 バナナ 野菜みそ汁 バナナケーキ

魚のそぼろあん 魚のそぼろあん 魚そぼろあん

さつまいもの甘煮 さつまいもの甘煮 さつまいもの甘煮

11 野菜煮込みうどん 麦茶 野菜煮込みうどん 麦茶 野菜煮込みうどん 麦茶

月 キャベツと人参のサラダ そぼろ粥 キャベツと人参のサラダ そぼろ粥 キャベツと人参のサラダ さつまいもスティック

フルーツミックス フルーツミックス フルーツミックス

12 パン粥 麦茶 食パン 麦茶 食パン 麦茶

火 じゃがいものスープ 煮込みスパゲッティ じゃがいものスープ 煮込みスパゲッティ じゃがいものスープ 煮込みスパゲッティ

大豆とひき肉のトマト煮 大豆とひき肉のトマト煮 大豆とひき肉のトマト煮

バナナ バナナ バナナ

13 7倍粥 麦茶 3倍粥 麦茶 軟飯 麦茶

水 コーンとねぎのスープ ひじき粥 コーンとねぎのスープ ひじき粥 コーンとねぎのスープ 蒸しパン

魚の和風だし煮 魚の和風だし煮 酢豚

かぼちゃサラダ かぼちゃサラダ かぼちゃサラダ

14 7倍粥 麦茶 7倍粥 麦茶 軟飯 麦茶

木 豆腐のすまし汁 ミルクパン粥 豆腐のすまし汁 スティックパン 豆腐のすまし汁 スティックパン

ささみと野菜の煮物 ささみと野菜の煮物 ささみと野菜の煮物

キャベツのじゃこ和え キャベツのじゃこ和え キャベツのじゃこ和え

15 7倍粥 麦茶 3倍粥 麦茶 軟飯 麦茶

金 わかめのみそ汁 野菜にゅうめん わかめのみそ汁 野菜にゅうめん わかめと万能ねぎのみそ汁 野菜にゅうめん

魚と野菜のトロトロ煮 魚と野菜のトロトロ煮 魚と野菜のトロトロ煮

もやしと人参の和え物 もやしと人参の和え物 もやしと人参の和え物

18 鶏の五目粥 麦茶 鶏の五目粥 麦茶 ジャージャー丼 麦茶

月 きのこスープ ツナ野菜粥 きのこスープ ツナ野菜粥 きのこスープ 菜飯ごはん

もやしサラダ もやしサラダ もやしサラダ

おろしりんご おろしりんご おろしりんご

19 7倍粥 麦茶 3倍粥 麦茶 菜飯 麦茶

火 キャベツとわかめのみそ汁 しらすわかめ粥 キャベツとわかめのみそ汁 しらすわかめ粥 キャベツとわかめのみそ汁 しらすわかめごはん

赤魚の煮付 赤魚の煮付 赤魚の煮付

３色和え ３色和え ３色和え

20 7倍粥 麦茶 3倍粥 麦茶 軟飯 麦茶

水 チンゲン菜のスープ マッシュポテト チンゲン菜のスープ マッシュポテト チンゲン菜のスープ スティックポテト

なすのそぼろあんかけ なすのそぼろあんかけ なすのそぼろあんかけ

かぼちゃのコロコロ煮 かぼちゃのコロコロ煮 春雨サラダ

21 中華風粥 麦茶 中華風粥 麦茶 中華風ごはん 麦茶

木 コーンのスープ かぼちゃパン粥 コーンのスープ かぼちゃサンド コーンのスープ かぼちゃサンド

魚と豆腐の煮物 魚と豆腐の煮物 しゅうまい

みかん みかん みかん

22 しらす粥 麦茶 しらす粥 麦茶 しらすごはん 麦茶

金 豆腐とわかめのみそ汁 バナナきな粉 豆腐とわかめのみそ汁 バナナきな粉 豆腐とわかめのみそ汁 野菜おやき

肉じゃが 肉じゃが 鶏の唐揚げ

ブロッコリーサラダ ブロッコリーサラダ ブロッコリーサラダ

25 そぼろ粥 麦茶 そぼろ粥 麦茶 そぼろごはん 麦茶

月 おふのすまし汁 にんじんのミルクパン粥 おふのすまし汁 にんじんサンド おふのすまし汁 手作りクッキー

豆腐の野菜とろみ煮 豆腐の野菜とろみ煮 豆腐の野菜とろみ煮

ひじきの煮物 ひじきの煮物 ひじきの煮物

26 7倍粥 麦茶 3倍粥 麦茶 軟飯 麦茶

火 たまねぎのみそ汁 煮込みマカロニ たまねぎと油揚げのみそ汁 煮込みマカロニ たまねぎと油揚げのみそ汁 煮込みマカロニ

魚とかぼちゃの煮物 魚とかぼちゃの煮物 かじきと野菜のあえもの

トマトとレタスのサラダ トマトとレタスのサラダ 高野豆腐と切干大根の煮物

27 ７倍粥 麦茶 3倍粥 麦茶 軟飯 麦茶

水 おふのすまし汁 鮭のクリームリゾット おふのすまし汁 鮭のクリームリゾット おふのすまし汁 鮭のクリームリゾット

魚と野菜の煮物 魚と野菜の煮物 魚と野菜の煮物

高野豆腐とにんじんの煮物 高野豆腐とにんじんの煮物 高野豆腐とにんじんの煮物

28 7倍粥 麦茶 3倍粥 麦茶 軟飯 麦茶

木 たまねぎとコーンのスープ 野菜粥 たまねぎとコーンのスープ 野菜粥 たまねぎとコーンのスープ りんごスライス

魚とじゃがいものクリーム煮 魚とじゃがいものクリーム煮 魚とじゃがいものクリーム煮

煮込みマカロニ 煮込みマカロニ 煮込みマカロニ

29 7倍粥 麦茶 3倍粥 麦茶 軟飯 麦茶

金 豆腐のみそ汁 煮込みうどん 豆腐のみそ汁 煮込みうどん 豆腐のみそ汁 煮込みうどん

ささみと野菜のとろみ煮 ささみと野菜のとろみ煮 コロッケ

キャベツサラダ キャベツサラダ キャベツサラダ

＊１０時に赤ちゃんせんべい等のおやつがあります。
＊調理形態は月齢や体調、個人に合わせて変更することがあります。
＊献立は材料の都合により変更することがあります。

中　　期　　食 完　　了　　食後　　期　　食
メープルほいくえん

６がつ　りにゅうしょくこんだてひょう


