
3才以上児

日付 給食 3時 からだの血や肉になるもの からだの熱や力になるもの 体の調子をととのえるもの
ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質
脂質

1(金)
イングリッシュマフィン,揚げ魚のレモン風味,じゃが芋と
コーンのスープ,ほうれん草ともやしのナムル,牛乳

ポップコーン
白身魚,豆乳,牛乳 イングリッシュマフィン,かた

くり粉,油,三温糖,じゃがいも,
すりごま,ごま油,ポップコー
ンの豆

ポッカレモン,クリームコーン,
コーンパック,たまねぎ,パセ
リ粉,ほうれんそう,もやし

600kcal
24.5g
15.8g

2(土) 親子丼,青菜のお浸し,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子
鶏もも肉,かまぼこ,木綿豆
腐,卵,かつお節,ヨーグルト,
牛乳

米・精白米,三温糖,せんべ
い

たまねぎ,干ししいたけ,にん
じん,チンゲンサイ 454kcal

19.5g
11.8g

3(日)

4(月) 七分つき玄米,ゆで豚の変わりソースかけ,みそ汁,オレンジ 牛乳,せんべい
豚もも肉,かつお節,みそ,牛
乳

米・七分つき米,マヨネーズ,
三温糖,すりごま,せんべい

レタス,トマト,ほうれんそう,大
根,たまねぎ,オレンジ 476kcal

16.7g
19.0g

5(火)
ライ麦パン,りんごジャム,鶏肉のアップルソース,豆乳スープ
ブロッコリーとコーンのサラダ,トマト,牛乳

バナナ,ベジたべる
鶏もも肉,ベーコン,豆乳,牛
乳

ライ麦パン,かたくり粉,油,三
温糖,ごまドレッシング,ベジ
たべる

りんごジャム,りんご,たまね
ぎ,はくさい,にんじん,エリン
ギ,ブロッコリー,コーンパック,
トマト,バナナ

579kcal
30.6g
29.8g

6(水) ご飯,厚揚げの中華煮,わかめスープ 牛乳,プレーンケーキ
豚肉,生揚げ,カットわかめ,
牛乳,卵

米・精白米,ごま油,三温糖,
かたくり粉,じゃがいも,小麦
粉,マーガリン

チンゲンサイ,にんじん,たま
ねぎ,たけのこ,干ししいたけ,
しょうがチューブ,コーンパッ
ク,ねぎ

588kcal
18.4g
22.9g

7(木) タコライス,じゃがいもとウインナーのスープ,ヨーグルト 牛乳,せんべい
豚もも肉ミンチ,粉チーズ,ウ
インナー,ヨーグルト,牛乳

米・精白米,油,じゃがいも,せ
んべい

たまねぎ,レタス,トマト,にん
にくチューブ,しょうがチュー
ブ,カレー粉,チンゲンサイ,も
やし,にんじん

527kcal
20.0g
15.4g

8(金)
バターロールパン,魚の磯辺揚げ,チキンスープ
れんこんのきんぴら,トマト,牛乳

鬼まん
白身魚,豆乳,あおのり,鶏も
も肉,牛乳,卵

バターロールパン,小麦粉,
油,ごま油,三温糖,さつまい
も

しょうがチューブ,かぼちゃ,
たまねぎ,チンゲンサイ,にん
じん,れんこん,ピーマン,トマ
ト

581kcal
23.9g
48.5g

9(土) すき焼き丼,キャベツのツナサラダ,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子
豚もも肉,絹ごし豆腐,かまぼ
こ,卵,ツナ缶,ヨーグルト,牛乳

米・精白米,しらたき,油,三温
糖,マヨネーズ,せんべい

ねぎ,たまねぎ,もやし,にんじ
ん,生しいたけ,キャベツ,きゅ
うり

490kcal
17.6g
15.5g

10(日)

11(月) 白い食卓ロールパン,酢豚,豆腐と野菜のスープ,牛乳 ジャンボドーナツ
豚もも肉,木綿豆腐,ハム,牛
乳

白い食卓ロールパン,かたく
り粉,油,じゃがいも,三温糖,
ジャンボドーナツ（大阪屋）

しょうがチューブ,にんじん,た
まねぎ,たけのこ,干ししいた
け,ピーマン,チンゲンサイ,大
根,ねぎ

503kcal
19.4g
20.7g

12(火)
食パン,いちごジャム,ささ身の中華風天ぷら,ワンタンスープ
もやしの中華風和え物,牛乳

りんご,ビスコ
鶏ささみ,豚ひき肉,ハム,牛
乳

食パン,小麦粉,かたくり粉,
油,三温糖,ごま油,ビスケット

いちごジャム,ねぎ,チンゲン
サイ,たまねぎ,にんじん,もや
し,きゅうり,りんご

536kcal
23.2g
15.3g

13(水) 具だくさんうどん,キャベツのごまマヨネーズ和え,バナナ 牛乳,フィンガービスケット
豚肉,かまぼこ,卵,かつお節,
ちくわ,牛乳

冷凍讃岐うどん,すりごま,マ
ヨネーズ

大根,にんじん,えのきたけ,
干ししいたけ,ねぎ,ほうれん
そう,キャベツ,きゅうり,バナ
ナ

420kcal
20.4g
12.5g

☆ 14(木) カレーライス,切り干し大根のサラダ,オレンジ 牛乳,クッキー
大豆,豚肉,ハム,牛乳 米・精白米,麦,じゃがいも,油,

マヨネーズ,セブーレクッキー
にんじん,たまねぎ,エリンギ,
カレールウ,切り干し大根,
きゅうり,オレンジ

563kcal
15.9g
19.1g

15(金)
全粒粉入り食パン,りんごジャム,キッズナゲット,野菜の豆乳
スープ,ブロッコリーのおかか和え,トマト,牛乳

ミルクティー
パイナップルケーキ

鶏もも肉,鶏ひき肉,水切り木
綿豆腐,鶏もも皮なし,豆乳,
かつお節,牛乳,卵

全粒粉入り食パン,かたくり
粉,油,三温糖,マーガリン,小
麦粉

りんごジャム,たまねぎ,にんにく
チューブ,しょうがチューブ,にんじ
ん,大根,チンゲンサイ,パセリ粉,
ブロッコリー,トマト,パイナップル

945kcal
30.4g
33.4g

16(土) スパゲティナポリタン,切り干し大根のサラダ,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子
ウインナー,粉チーズ,ツナ
缶,ヨーグルト,牛乳

スパゲティ,油,マヨネーズ,せ
んべい

にんじん,ピーマン,たまねぎ,
切り干し大根,きゅうり 550kcal

18.6g
21.4g

17(日)

18(月)
バターロールパン,鶏のごま風味揚げ,スープヌードル
変わりこふき芋,トマト,牛乳

牛乳,クロロールパン
鶏もも肉,豆乳,ベーコン,牛
乳

バターロールパン,小麦粉,
すりごま,油,マカロニ,さつま
いも,クロロールパン

しょうがチューブ,たまねぎ,
にんじん,チンゲンサイ,トマト 763kcal

33.3g
66.7g

19(火)
イングリッシュマフィン,魚のフライオーロラソース
チキンスープ,せん野菜サラダ,トマト,牛乳

バナナ,いかちび
白身魚,鶏もも肉,牛乳 イングリッシュマフィン,小麦

粉,パン粉,油,マヨネーズ,
じゃがいも,和風ドレッシン
グ,いかちび

たまねぎ,にんじん,キャベツ,
コーンパック,きゅうり,トマト,
バナナ

529kcal
21.5g
15.0g

20(水)
しらすとコーンのチャーハン,春雨スープ,かぼちゃの
ごまマヨネーズ

牛乳,ごまとおからのケーキ
しらす干し,ベーコン,牛乳,お
から,クリープ,卵

米・精白米,油,ごま油,はるさ
め,マヨネーズ,三温糖,すりご
ま,小麦粉,いりごま,マーガリ
ン

コーンパック,たまねぎ,にん
じん,赤ピーマン,ねぎ,こまつ
な,かぼちゃ,きゅうり

610kcal
17.9g
21.5g

21(木) 七分つき玄米,おでん,小松菜とコーンのごま和え 牛乳,ビスケット
生揚げ,ウインナー,ちくわ,は
んぺん,かつお節,牛乳

米・七分つき米,里芋,三温
糖,すりごま,ビスケット

大根,にんじん,こまつな,コー
ンパック 502kcal

18.7g
18.9g

22(金) 野菜たっぷりマーボー丼,はるさめサラダ 牛乳,せんべい
木綿豆腐,豚ひき肉,みそ,ハ
ム,牛乳

米・精白米,ごま油,三温糖,
かたくり粉,はるさめ

なす,たけのこ,ピーマン,にん
じん,ねぎ,しょうがチューブ,
にんにくチューブ,ほうれん
そう,コーンパック

507kcal
18.2g
14.1g

24(日)

25(月) ご飯,生揚げとじゃが芋のそぼろ煮,麩のすまし汁,ゼリー 牛乳,ミニクロワッサン
生揚げ,豚もも肉,かまぼこ,
かつお節,牛乳

米・精白米,じゃがいも,油,三
温糖,かたくり粉,焼きふ,ゼ
リー

たまねぎ,にんじん,グリン
ピース,ほうれんそう,えのき
たけ,ねぎ

567kcal
21.9g
12.5g

26(火) ヘルシー里芋ご飯,さばのみそ煮,けんちん汁 りんご,野菜かりんとう
油あげ,鶏もも肉,あおのり,さ
ば(幼児),みそ,生揚げ,かつ
お節

米・精白米,里芋,三温糖,野
菜かりんとう

にんじん,しめじ,しょうが
チューブ,大根,こまつな,ごぼ
う,りんご

506kcal
22.1g
16.4g

27(水)
ライ麦パン,いちごジャム,秋のポークシチュー、野菜コロッケ,
牛乳

パンプキンケーキ

豚肉,牛乳,卵 ライ麦パン,じゃがいも,油,野
菜コロッケ,小麦粉,三温糖,
マーガリン

いちごジャム,たまねぎ,にん
じん,エリンギ,しめじ,グリン
ピース,ハヤシルウ,かぼちゃ

543kcal
19.7g
24.1g

28(木) 焼きそば,マセドアンサラダ,バナナ 牛乳,せんべい
豚もも肉,かまぼこ,あおのり,
牛乳

焼きそばめん,油,じゃがいも,
マヨネーズ,せんべい

キャベツ,もやし,にんじん,
ピーマン,きゅうり,コーンパッ
ク,バナナ

493kcal
17.9g
18.0g

29(金) 五目ごはん,厚揚げの卵とじ,みそ汁,オレンジ 牛乳,コーンフレーク
鶏もも肉,あおのり,油あげ,
かつお節,生揚げ,鶏もも皮
なし,卵,カットわかめ,みそ,牛
乳

米・精白米,生いも板こん
にゃく,油,三温糖,コーンフ
レーク

ごぼう,にんじん,干ししいた
け,しめじ,たまねぎ,いんげ
ん,もやし,こまつな,オレンジ

579kcal
24.8g
15.1g

30(土) インディアンパスタ,ポテトサラダ,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子
豚もも肉,ハム,ヨーグルト,牛
乳

スパゲティ,じゃがいも,マヨ
ネーズ,せんべい

たまねぎ,にんじん,カレール
ウ,きゅうり 575kcal

21.4g
19.0g

31(日)

月平均栄養価　　　エネルギー   559kcal　　　たんぱく質   19.4g　　　脂質   19.7g
*材料の都合により変更する場合がありますので、ご了承下さい。
*砂糖は、漂泊してない三温糖・塩は、天然塩を使用しています。
☆は麦入りごはんを食べます。
29(金)　非常食の五目ごはんを食べます。
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第２へきなんこども園
3才未満児

日付 午前おやつ 食　　　事 午後おやつ からだの血や肉になるもの からだの熱や力になるもの 体の調子をととのえるもの

ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質

脂質

1(金) せんべい
イングリッシュマフィン,揚げ魚のレモン風味,じゃが芋とコーンの
スープ,ほうれん草ともやしのナムル,牛乳

ポップコーン

白身魚,豆乳,牛乳 せんべい,イングリッシュマフィ

ン,かたくり粉,油,三温糖,じゃがい

も,すりごま,ごま油,ポップコーン

の豆

ポッカレモン,クリームコーン,

コーンパック,たまねぎ,パセリ粉,

ほうれんそう,もやし

356kcal

14.2g

10.1g

2(土) まめぴよ 親子丼,青菜のお浸し,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子

まめぴよ,鶏もも肉,かまぼこ,木

綿豆腐,卵,かつお節,ヨーグルト,

牛乳

米・精白米,三温糖,せんべい たまねぎ,干ししいたけ,にんじん,

チンゲンサイ 348kcal

13.9g

11.7g

3(日)

4(月) チーズ
七分つき玄米,ゆで豚の変わりソースかけ
みそ汁,オレンジ

牛乳,せんべい

ハイ！チーズ,豚もも肉,かつお

節,みそ,牛乳

米・七分つき米,マヨネーズ,三温

糖,すりごま,せんべい

レタス,トマト,ほうれんそう,大根,

たまねぎ,オレンジ 410kcal

16.5g

17.8g

5(火) ビスケット
ライ麦パン,鶏肉のアップルソース,豆乳スープ
ブロッコリーとコーンのサラダ,トマト,牛乳

バナナ,ベジたべる

鶏もも肉,ベーコン,豆乳,牛乳 ビスケット,ライ麦パン,かたくり

粉,油,三温糖,ごまドレッシング,

ベジたべる

りんご,たまねぎ,はくさい,にんじ

ん,エリンギ,ブロッコリー,コーン

パック,トマト,バナナ

373kcal

21.9g

29.5g

6(水) スティック人参 ご飯,厚揚げの中華煮,わかめスープ 牛乳,プレーンケーキ

豚肉,生揚げ,カットわかめ,牛乳,

卵

米・精白米,ごま油,三温糖,かた

くり粉,じゃがいも,小麦粉,マーガ

リン

にんじん,チンゲンサイ,たまね

ぎ,たけのこ,干ししいたけ,しょう

がチューブ,コーンパック,ねぎ

434kcal

14.4g

15.9g

7(木) ビスケット
タコライス,じゃがいもとウインナーのスープ
ヨーグルト

牛乳,せんべい

豚もも肉ミンチ,粉チーズ,ウイン

ナー,ヨーグルト,牛乳

ビスケット,米・精白米,油,じゃが

いも,せんべい

たまねぎ,レタス,トマト,にんにく

チューブ,しょうがチューブ,カ

レー粉,チンゲンサイ,もやし,にん

じん

427kcal

16.0g

12.6g

8(金) プレーンヨーグルト
バターロールパン,魚の磯辺揚げ,チキンスープ
れんこんのきんぴら,トマト,牛乳

鬼まん

プレーンヨーグルト,白身魚,豆

乳,あおのり,鶏もも肉,牛乳,卵

バターロールパン,小麦粉,油,ご

ま油,三温糖,さつまいも

しょうがチューブ,かぼちゃ,たま

ねぎ,チンゲンサイ,にんじん,れ

んこん,ピーマン,トマト

342kcal

14.3g

26.1g

9(土) まめぴよ すき焼き丼,キャベツのツナサラダ,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子

まめぴよ,豚もも肉,絹ごし豆腐,

かまぼこ,卵,ツナ缶,ヨーグルト,

牛乳

米・精白米,しらたき,油,三温糖,

マヨネーズ,せんべい

ねぎ,たまねぎ,もやし,にんじん,

生しいたけ,キャベツ,きゅうり 366kcal

12.9g

13.5g

10(日)

11(月) チーズ 白い食卓ロールパン,酢豚、豆腐と野菜のスープ,牛乳 ジャンボドーナツ

ハイ！チーズ,豚もも肉,木綿豆

腐,ハム,牛乳

白い食卓ロールパン,かたくり粉,

油,じゃがいも,三温糖,ジャンボ

ドーナツ（大阪屋）

しょうがチューブ,にんじん,たま

ねぎ,たけのこ,干ししいたけ,ピー

マン,チンゲンサイ,大根,ねぎ

351kcal

16.0g

15.9g

12(火) スティック人参
食パン,ささ身の中華風天ぷら,ワンタンスープ
もやしの中華風和え物,牛乳

りんご,ビスコ

鶏ささみ,豚ひき肉,ハム,牛乳 食パン,小麦粉,かたくり粉,油,三

温糖,ごま油,ビスケット

にんじん,ねぎ,チンゲンサイ,た

まねぎ,もやし,きゅうり,りんご 314kcal

16.5g

9.9g

13(水) ビスケット
具だくさんうどん,キャベツの
ごまマヨネーズ和え,バナナ

牛乳,フィンガービスケット

豚肉,かまぼこ,卵,かつお節,ちく

わ,牛乳

しるこサンド,冷凍讃岐うどん,す

りごま,マヨネーズ

大根,にんじん,えのきたけ,干しし

いたけ,ねぎ,ほうれんそう,キャベ

ツ,きゅうり,バナナ

349kcal

16.6g

12.2g

☆ 14(木) せんべい カレーライス,切り干し大根のサラダ,オレンジ 牛乳,クッキー

大豆,豚肉,ハム,牛乳 せんべい,米・精白米,麦,じゃが

いも,油,マヨネーズ,セブーレクッ

キー

にんじん,たまねぎ,エリンギ,カ

レールウ,切り干し大根,きゅうり,

オレンジ

499kcal

14.0g

16.3g

15(金) プレーンヨーグルト
全粒粉入り食パン,キッズナゲット,野菜の豆乳
スープ,ブロッコリーのおかか和え,トマト,牛乳

ミルクティー
パイナップルケーキ

プレーンヨーグルト,鶏もも肉,鶏

ひき肉,水切り木綿豆腐,鶏もも

皮なし,豆乳,かつお節,牛乳,卵

全粒粉入り食パン,かたくり粉,

油,三温糖,マーガリン,小麦粉

たまねぎ,にんにくチューブ,しょ

うがチューブ,にんじん,大根,チン

ゲンサイ,パセリ粉,ブロッコリー,

トマト,パイナップル

488kcal

21.1g

22.1g

16(土) まめぴよ
スパゲティナポリタン,切り干し大根のサラダ
ヨーグルト

牛乳,おたのしみ菓子

まめぴよ,ウインナー,粉チーズ,

ツナ缶,ヨーグルト,牛乳

スパゲティ,油,マヨネーズ,せん

べい

にんじん,ピーマン,たまねぎ,切り

干し大根,きゅうり 396kcal

13.4g

16.5g

17(日)

18(月) チーズ
バターロールパン,鶏のごま風味揚げ
スープヌードル,変わりこふき芋,トマト,牛乳

牛乳,クロロールパン

ハイ！チーズ,鶏もも肉,豆乳,

ベーコン,牛乳

バターロールパン,小麦粉,すり

ごま,油,マカロニ,さつまいも,クロ

ロールパン

しょうがチューブ,たまねぎ,にん

じん,チンゲンサイ,トマト 501kcal

22.2g

39.7g

19(火) 特濃ミルク
イングリッシュマフィン,魚のフライオーロラソース
チキンスープ,せん野菜サラダ,トマト,牛乳

バナナ,いかちび

白身魚,鶏もも肉,牛乳 特濃ミルク,イングリッシュマフィ

ン,小麦粉,パン粉,油,マヨネーズ,

じゃがいも,和風ドレッシング,い

かちび

たまねぎ,にんじん,キャベツ,

コーンパック,きゅうり,トマト,バナ

ナ

336kcal

12.3g

10.7g

20(水) スティック人参
しらすとコーンのチャーハン,春雨スープ
かぼちゃのごまマヨネーズ

牛乳,ごまとおからのケーキ

しらす干し,ベーコン,牛乳,おか

ら,クリープ,卵

米・精白米,油,ごま油,はるさめ,

マヨネーズ,三温糖,すりごま,小

麦粉,いりごま,マーガリン

にんじん,コーンパック,たまねぎ,

赤ピーマン,ねぎ,こまつな,かぼ

ちゃ,きゅうり

454kcal

14.0g

15.3g

21(木) せんべい 七分つき玄米,おでん,小松菜とコーンのごま和え 牛乳,ビスケット

生揚げ,ウインナー,ちくわ,はん

ぺん,かつお節,牛乳

せんべい,米・七分つき米,里芋,

三温糖,すりごま,ビスケット

大根,にんじん,こまつな,コーン

パック 364kcal

12.5g

12.7g

22(金) プレーンヨーグルト 野菜たっぷりマーボー丼,はるさめサラダ 牛乳,せんべい

プレーンヨーグルト,木綿豆腐,豚

ひき肉,みそ,ハム,牛乳

米・精白米,ごま油,三温糖,かた

くり粉,はるさめ

なす,たけのこ,ピーマン,にんじ

ん,ねぎ,しょうがチューブ,にんに

くチューブ,ほうれんそう,コーン

パック

423kcal

16.0g

12.5g

24(日)

25(月) チーズ
ご飯,生揚げとじゃが芋のそぼろ煮
麩のすまし汁,ゼリー

牛乳,ミニクロワッサン

ハイ！チーズ,生揚げ,豚もも肉,

かまぼこ,かつお節,牛乳

米・精白米,じゃがいも,油,三温

糖,かたくり粉,焼きふ,ゼリー

たまねぎ,にんじん,グリンピース,

ほうれんそう,えのきたけ,ねぎ 462kcal

19.9g

13.3g

26(火) スティック人参 ヘルシー里芋ご飯,さばのみそに,けんちん汁 りんご,野菜かりんとう

油あげ,鶏もも肉,あおのり,白身

魚,生揚げ,かつお節

米・精白米,里芋,三温糖,野菜か

りんとう

にんじん,しめじ,大根,こまつな,

ごぼう,りんご 319kcal

14.0g

7.7g

27(水) プレーンヨーグルト ライ麦パン,秋のポークシチュー,野菜コロッケ,牛乳 パンプキンケーキ

プレーンヨーグルト,豚肉,牛乳,

卵

ライ麦パン,じゃがいも,油,野菜コ

ロッケ,小麦粉,三温糖,マーガリ

ン

たまねぎ,にんじん,エリンギ,しめ

じ,グリンピース,ハヤシルウ,か

ぼちゃ

303kcal

12.9g

14.7g

28(木) クッキー 焼きそば,マセドアンサラダ,バナナ 牛乳,せんべい

豚もも肉,かまぼこ,あおのり,牛

乳

セブーレクッキー,焼きそばめ

ん,油,じゃがいも,マヨネーズ,せ

んべい

キャベツ,もやし,にんじん,ピーマ

ン,きゅうり,コーンパック,バナナ 422kcal

14.3g

18.0g

29(金) たまごボーロ 五目ごはん,厚揚げの卵とじ,みそ汁,オレンジ 牛乳,コーンフレーク

鶏もも肉,あおのり,油あげ,かつ

お節,生揚げ,鶏もも皮なし,卵,

カットわかめ,みそ,牛乳

たまごボーロ,米・精白米,生いも

板こんにゃく,油,三温糖,コーンフ

レーク

ごぼう,にんじん,干ししいたけ,し

めじ,たまねぎ,いんげん,もやし,

こまつな,オレンジ

450kcal

18.9g

11.2g

30(土) まめぴよ インディアンパスタ,ポテトサラダ,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子

まめぴよ,豚もも肉,ハム,ヨーグ

ルト,牛乳

スパゲティ,じゃがいも,マヨネー

ズ,せんべい

たまねぎ,にんじん,カレールウ,

きゅうり 408kcal

14.8g

15.3g

31(日)

月平均栄養価　　　エネルギー   395kcal　　　たんぱく質   14.0g　　　脂質   14.3g
*材料の都合により変更する場合がありますので、ご了承下さい。
*砂糖は、漂泊してない三温糖・塩は、天然塩を使用しています。
☆は麦入りごはんを食べます。
29(金)　非常食の五目ごはんを食べます。
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第２へきなんこども園

日付 献立名 材料名

1(金)
のむヨーグルト
野菜と果物のスティックパン

のむヨーグルト / 野菜と果物のスティックパン

2(土)
おたのしみジュース
スナックスティックパン

おたのしみジュース / スナックスティックパン

3(日)

4(月)
アップルジュース
さつまいもスティックパン

アップルジュース / さつまいもスティックパン

5(火)
野菜ジュース
スナックスティックパン

野菜ジュース / スナックスティックパン

6(水)
のむヨーグルト
野菜と果物のスティックパン

のむヨーグルト / 野菜と果物のスティックパン

7(木)
おたのしみジュース
さつまいもスティックパン

おたのしみジュース / さつまいもスティックパン

8(金)
アップルジュース
野菜と果物のスティックパン

アップルジュース / 野菜と果物のスティックパン

9(土)
おたのしみジュース
スナックスティックパン

おたのしみジュース / スナックスティックパン

10(日)

11(月)
野菜ジュース
さつまいもスティックパン

野菜ジュース / さつまいもスティックパン

12(火)
のむヨーグルト
野菜と果物のスティックパン

のむヨーグルト / 野菜と果物のスティックパン

13(水)
アップルジュース
スナックスティックパン

アップルジュース / スナックスティックパン

14(木)
おたのしみジュース
さつまいもスティックパン

おたのしみジュース / さつまいもスティックパン

15(金)
野菜ジュース
野菜と果物のスティックパン

野菜ジュース / 野菜と果物のスティックパン

16(土)
おたのしみジュース
スナックスティックパン

おたのしみジュース / スナックスティックパン

17(日)

18(月)
のむヨーグルト
さつまいもスティックパン

のむヨーグルト / さつまいもスティックパン

19(火)
アップルジュース
野菜と果物のスティックパン

アップルジュース / 野菜と果物のスティックパン

20(水)
野菜ジュース
スナックスティックパン

野菜ジュース / スナックスティックパン

21(木)
おたのしみジュース
さつまいもスティックパン

おたのしみジュース / さつまいもスティックパン

22(金)
アップルジュース
野菜と果物のスティックパン

アップルジュース / 野菜と果物のスティックパン

24(日)

25(月)
のむヨーグルト
さつまいもスティックパン

のむヨーグルト / さつまいもスティックパン

26(火)
野菜ジュース
スナックスティックパン

野菜ジュース / スナックスティックパン

27(水)
アップルジュース
野菜と果物のスティックパン

アップルジュース / 野菜と果物のスティックパン

28(木)
おたのしみジュース
さつまいもスティックパン

おたのしみジュース / さつまいもスティックパン

29(金)
のむヨーグルト
スナックスティックパン

のむヨーグルト / スナックスティックパン

30(土)
おたのしみジュース
スナックスティックパン

おたのしみジュース / スナックスティックパン

31(日)
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