
2日 （月） 3日 （火） 4日 （水） 5日 （木） 6日 （金）
えび 乳 乳

小麦 小麦 小麦 小麦 小麦
大豆 大豆 大豆 大豆 大豆
卵 卵・乳 乳 卵・乳 小麦
乳 小麦 小麦 小麦 大豆
大豆 大豆 大豆 大豆
卵 卵・乳 大豆 乳 小麦
乳 小麦 小麦 大豆
大豆 大豆 - 大豆・えび -
乳 - えび - 卵・乳

卵・乳 小麦
小麦・大豆 大豆

16日 （月） 17日 （火） １8日 （水） 19日 （木） 20日 （金）
卵・乳 乳 乳
小麦 小麦 小麦 乳 小麦
大豆 大豆 大豆 小麦 大豆
乳 乳 卵・乳 大豆
小麦 小麦 　　 小麦 卵・乳
大豆 大豆 大豆 小麦・大豆

卵・乳 乳 乳 卵
小麦・大豆 小麦 大豆 大豆 乳・小麦
- 大豆 大豆

卵・乳 - - 乳 -
小麦 小麦
大豆 大豆

23日 （月） 24日 （火） ２5日 （水） 26日 （木） 27日 （金）
卵・乳 乳 卵・小麦 えび 卵・乳
小麦 小麦 大豆 小麦 小麦・大豆

大豆 大豆 大豆 えび
卵・乳 卵・乳 乳 乳 乳
小麦 小麦 小麦 小麦 小麦
大豆 大豆 大豆 大豆 大豆
乳 卵・乳 乳

小麦・大豆 - 小麦 小麦 大豆
- 大豆 大豆

えび - - - -
卵・乳
小麦・大豆

30日 （月） 31日 （火）
乳
小麦
大豆
乳
小麦
大豆

卵 小麦
大豆 えび
かに 大豆
- 乳

小麦
大豆

青菜・人参 切干大根・人参
ごま 油揚げ

●お願い●　メニューの内容やおかずの配置は都合により変更する場合があります。予めご了承ください。

※　ご飯は国産米を使用しております。

ようなしかん チーズ
ゆかりごはん

-
こんぶごはん

米・ゆかり 米・ごま・木耳・昆布

361kcal蛋白質10.5ｇ脂質6.3ｇ塩分1.6ｇ 371kcal蛋白質13.4ｇ脂質6.2ｇ塩分0.9ｇ 【 水分補給について 】
 
身体を活発に動かす子ども達は、汗を多くかくので水分補給が必要です。
大人はのどの渇きを感じることができますが、子どもは年齢が低いほど感じにくいものです。
脱水症状を起こす前に、こまめに水分補給をしましょう。
水分補給には、湯ざまし、ほうじ茶、麦茶などが適しています。
また、水分は食事からも摂ることができるので、規則正しい食事をすることも大切です。
子ども達の生活は、食事の合間に遊びや睡眠があります。
それぞれの活動の合間に水分補給することが大切ですね。

やきにくふう
小麦
大豆

サケのしおやき
豚肉 鮭・玉ねぎ

-
わかめごはん

-
ごはん
米

スクランブルエッグ ちくわのいそべあげ
卵・玉ねぎ 竹輪・青のり
カニカマ 人参

玉ねぎ・ニラ
あおなのいためもの

小麦
大豆

きりぼしだいこんに

たまごふりかけごはん ようなしかん おうとうかん パイナップルかん みかんかん

削り節・海苔 米・鮭 米・京菜・大根葉
米・大豆・卵 サケごはん

-
なめし

大豆
米・わかめ

蓮根・人参・ごま さつま芋・人参 マカロニ・玉ねぎ・パセリ キャベツ・にら・生姜・豚肉 鶏肉・豚肉
はくとうかん ベーコン・にんにく・トマト 鶏肉・ねぎ・にんにく・さつま揚げ じゃが芋

きゅうり・人参 ベーコン 玉ねぎ しらす 玉ねぎ・キャベツ
れんこんきんぴら さつまいもかんろに トマトマカロニ もちっとすいぎょうざ ウインナー

はるさめサラダ あおなのソテー コーン・えだまめ こまつなとしらすのいためもの やさいコンソメに
春雨・ハム 青菜・玉ねぎ 枝豆・コーン 小松菜・人参 じゃが芋・人参

豚肉・豆腐・玉ねぎ 鶏肉・生姜 メルルーサ・玉ねぎ・ピクルス・パセリ 豚肉・イカ・アサリ・エビ えび・牛乳・チーズ
人参・コーン・グリンピース 玉ねぎ 白菜・玉ねぎ・人参・チンゲン菜 マカロニ・パセリ

488kcal蛋白質9.6ｇ脂質16.7ｇ塩分1.0ｇ 442kcal蛋白質15.5ｇ脂質5.6ｇ塩分1.7ｇ 477kcal蛋白質13.0ｇ脂質14.5ｇ塩分1.8ｇ 338kcal蛋白質9.1ｇ脂質3.9ｇ塩分0.6ｇ 321kcal蛋白質6.4ｇ脂質4.0ｇ塩分1.6ｇ

こんぶごはん ゆかりごはん
-

ひきにくつつみあげ ミートボール フィッシュフライタルタルソース はっぽうさいふう えびグラタン

削り節・海苔 米・わかめ 米

かつおふりかけごはん はくとうかん ようなしかん チーズ パイナップルかん
米・大豆・卵 わかめごはん

-
ごはん

-

じゃが芋・玉ねぎ・ベーコン がんも（豆乳・ごま） さつま芋・人参 卵 しゅうまい
みかんかん 人参 さつま揚げ 人参・豚肉・鶏肉・玉ねぎ・生姜

米・ごま・木耳・昆布 米・ゆかり

玉ねぎ・人参
ジャーマンポテト がんもに さつまいもバターに ロールたまごやき 木耳・生姜

大豆
菜の花・玉ねぎ 小松菜・人参 キャベツ・玉ねぎ ごぼうサラダ 豚肉・キャベツ
ツナ ベーコン ごぼう・人参・ごま

鶏肉・豚肉・コーン・グリンピース 玉ねぎ パスタ ピーマン・パプリカ パスタ
なのはなのソテー こまつなのわふういため キャベツとベーコンのソテー ズッキーニ・トマト やさいいため

ミートオムレツ てりやきハンバーグ チーズささみフライ チキンステーキ(トマトソース) イカフライ
卵・玉ねぎ・人参 鶏肉・豚肉・人参 鶏肉・チーズ 鶏肉・玉ねぎ イカ

米・鮭 米・京菜・大根葉 削り節・海苔

366kcal蛋白質9.7ｇ脂質5.4ｇ塩分0.7ｇ 415kcal蛋白質10.9ｇ脂質8.9ｇ塩分2.4ｇ 450kcal蛋白質10.0ｇ脂質8.2ｇ塩分0.7ｇ 427kcal蛋白質13.6ｇ脂質10.9ｇ塩分1.9ｇ 420kcal蛋白質11.2ｇ脂質7.9ｇ塩分1.2ｇ

米・わかめ 削り節・海苔

9日（月） 10日（火） 11日（水） 12日（木） 13日（金）

チーズ パイナップルかん たまごふりかけごはん はくとうかん かつおふりかけごはん
サケごはん

-
なめし

大豆
米・大豆・卵 わかめごはん

-
米・大豆・卵

卵 人参・玉ねぎ じゃが芋 筍・キャベツ・玉ねぎ・ニラ・鶏肉・にんにく 玉ねぎ・人参
ベーコン みかんかん 蓮根・春雨・椎茸・生姜・さつま揚げ ようなしかん

ベーコン マカロニ・ハム・人参 ツナ 卵
あつやきたまご にんじんナポリタン ポテトフライ ちゅうかはるまき オニオンリングフライ

こまつなのソテー マカロニサラダ ツナソテー なのはなのたまごいため あおなのごまいため
小松菜・玉ねぎ パプリカ・ピーマン チンゲン菜・玉ねぎ 菜の花・人参 青菜・人参・ごま

鶏肉 えび 鶏肉・豚肉・玉ねぎ 豚肉・玉ねぎ 鶏肉
キャベツ キャベツ 人参・コーン・グリンピース 生姜・パスタ 玉ねぎ

467kcal蛋白質15.9ｇ脂質15.4ｇ塩分1.5ｇ 398kcal蛋白質7.6ｇ脂質8.1ｇ塩分1.7ｇ 423kcal蛋白質10.4ｇ脂質10.4ｇ塩分1.3ｇ 463kcal蛋白質15.5ｇ脂質12.1ｇ塩分2.4ｇ 396kcal蛋白質10.7ｇ脂質8.7ｇ塩分0.8ｇ

とりのからあげ エビフライ ハンバーグ　デミソース ぶたにくのしょうがやき てりやきチキン

※献立の横に原材料が義務付けされた

 2021年 　　　　      　ようちえんメニュー
7品目に大豆を加えた8品目を表示しています。

（卵・小麦・えび・かに・そば・落花生・乳・大豆）

※同一製造ラインで特定原材料の使用があります。
完全除去対応ではありません。


