


令和元年 I I 月 幼児食 予定献立豪 ｀ 
輝宝偏育園

日 曜日 献立名 おやつ
きいろの食品

（血
あ
や

か
肉

の
と

食
な

品
る）

みどり の食品 備考（力や熱となる） （体の調子を整える）
雑豚

穀
肉

御 飯 玄米棒 米 もちきび 押麦 豚肉 厚揚げ豆腐 しんにく キャベッ
と野菜の炒め 玄米棒 乾燥あおさ 天葱 にんじん ご飯に雑骰類を

16 土 マッシュかぽちゃ ミルク かつお節 ミルク しめじ 南瓜 みかん 混ぜると不足がちな
ア ーサ汁 栄養素が摂れます
みかん

雑 穀御飯 ミックスシリアル 米 もちきび 押麦 鶏もも肉 豆乳 人参 玉葱 白菜
豆乳シチュー ミルク じゃが芋 白ごま かに風味かまぽこ えのき 大根 詈しそ いつもと違って

18 月
かに風味大根サラダ コーンフレーク ミルク バナナ 豆乳で仕上げた
バナナ グラノーラ シチュ ー。

あっさり味です。

発牙玄米御飯 パン 発芽玄米 米 鮭 豚肉 煮干し 大根 人参 しめじ
鮭の塩焼き もちきび 押麦 かつお節 ミルク 小松菜 玉葱 ねぎ 発芽玄米

19 火
大根煮物 ミルク じゃが芋 パン プルーン カミカミ！
じゃが芋と玉ねぎの味噌汁 不足がちな栄養素を
プル ーン 補います！

親子丼 みそおにぎり こまドレッシンク きざみのり 卵 玉葱 人参 キャベッ
ボイルプロッコリ ー 米 鶏もも肉 油揚げ 乾しいたけ りんご プロッコリ ーは

20 水 きゃべつの味噌汁 豆乳 かつお節 煮干し プロッコリー にら 免疫力を高め
りんご ツナ缶 味付けのり 病気に負けない

調製豆乳 元気な体を作ります

五目ちらし寿司 オ ートミール 米 /JI麦粉 ひじき 卵 白身魚 人参 生姜 大根
きびなごカレー 粉掲げ クッキー オートミー ル 鶏挽き肉 きびなご しめじ 柿 鶏そぽろを

21 木 大根としめじのすまし汁 豆乳 かつお節 調製豆乳 レー ズン のせたちらし寿司。
柿 ポリコウムアップで

食欲が進みます。

雑 穀御飯 フル ー ツヨ ー グルト 米 もちきび 押麦 鵜もも肉 わかめ 玉葱 生姜 しんしく
チキンの照り煮 白ごま じゃが芋 しらす干し 白菜 I」1松菜 人参 油とお酢に塩では

22 金
ごま味噌ドレッシングサラダ 野菜クラッカ ー 沖縄豆腐 かつお節 パセリ みかん なく味噌やごまを
マッジュポテト プレーンヨ ーグルト 黄桃缶 バナナ 使ったドレッシング。
豆腐とワカメのすまし汁 菊で野菜に合います。
みかん
雑揚穀

げ
御魚飯 スイートポテト 米 もちきび 押麦 白身魚 ひじき 切しんしゃく 玉葱

小麦粉 さつま芋 豚肉 かつお節 人参 枝豆 バナナ さつま芋の
25 月

ひじき煮 ミルク 生クリ ーム 煮干し ミルク パクチョイ えのき 美味しい季節です
パクチョイの味噌汁 ノンソルトクラッカー 今日はスィ ート
バナナ ポテト！

カレー うどん のりおにぎり うどん じゃが芋 かつお節 煮干し 生姜 玉葱 胡瓜
おからサラダ マヨネ ー ズ 米 鶏もも肉 油揚げ 乾しいたけ 人参 温かいカレー うどん。

26 火
みかん ミルク おから のり佃煮 ねぎ ホ ールコーン缶 おからを使った

卵 味付けのり トマト みかん ヘルシーな
ミルク サラダを併せて！

ホークハヤシフイス そうめんいりちゃー 米 そっめん 豚肉 スキムミルク にんしく 玉葱 人参
野菜サラダ 卵 かつお節 しめじ えのき 1品料理には

27 水 トマトと卵のス ー プ ミルク ツナ缶 ミルク トマト缶 レタス 野菜の小鉢や
柿 胡瓜 ホ ールコーン缶 スープを添えて

トマト ねぎ 柿 バランス良く。

雑豚
穀
肉

御飯 豆乳牛乳くすもち 米 もちきび 押麦 豚レバー 豚肉 玉葱 人参 ピーマン
とレバーの焼肉 じゃが芋 芋くす かつお節 煮干し 茄子 えのき みかん 成長期に補給したい

28 木 煮ころがし フル ー ツ野菜 タピオカ粉 調製豆乳 ミルク 生しいたけ 舞茸 鉄分。 焼肉に混ぜ
きのこの味噌汁 ジュース はったい粉 ねぎ たり、 細かくして
みかん カレー 入れたり工夫

して食べさせましょう
雑穀御飯 誕生ケ ーキ 米 もちきび 押麦 合挽き肉 沖縄豆腐 玉葱I�んしく 胡瓜
ソフトハンバー グ パン粉 I」1麦粉 ツナ缶 卵 プロッコリ ー コーン缶 11月生まれの

金
サラダスパゲッテイ サラダスパゲッティ プレーンヨ ーグルト みかん缶 セロリ 人参 お友達～29 きのこチャりダ ースーフ ゜ 豆乳 マヨネ ー ズ ミルク 調製豆乳 えのき しめじ 椎茸 おめでとう！クリ ー ムコー ン缶 パセリ
グレー プフル ー ツ グレー プフル ー ツ レモン

マ ー ホ ー 豆腐拭 ふV)かけおにぎり 米 白ごま 豚挽き肉 沖縄豆腐 しんI'-＜ 玉葱
きゃべつとしらすの和え物 しらす干し わかめ 乾しいたけ 胡瓜 豆苗ともやしは

30 土 豆苗わかめスー プ ミルク かつお節 ミルク グリンピース冷 天気に左もされない
プル ーン 味付けのり キャベッ えのき 安定した食材。

トウミョウ プルーン レパートリ ーを
増やしましょう。

＊朝の補食は3歳未満児のみです。
＊材料、 その他の都合により献立を一部変更することがあります。
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