
3才以上児

日付 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(火) イングリッシュマフィン,豆腐の真砂揚げ,スープヌードル
ほうれんそうともやしのナムル,牛乳

オレンジ,サッポロポテト
水切り木綿豆腐,鶏ひき肉,
干しえび,しらす干し,ベーコ
ン,牛乳

イングリッシュマフィン,かたく
り粉,油,マカロニ,ごま油,すり
ごま,サッポロポテト

にんじん,ねぎ,たまねぎ,チン
ゲンサイ,ほうれんそう,もや
し,コーンパック,オレンジ

520kcal
20.7g
17.9g

2(水) ミートスパゲティー,パリパリサラダ,バナナ 牛乳,おこのみやき
豚ひき肉,牛乳,あおのり,か
つお節,卵,豚肉

スパゲティ,油,三温糖,さつま
いも,コーンフレーク,マヨネー
ズ,長いも,小麦粉

たまねぎ,にんにくチューブ,
にんじん,パセリ粉,かぼちゃ,
きゅうり,カレー粉,バナナ,
キャベツ,ねぎ

685kcal
22.8g
26.8g

3(木) ちらし寿司,花麩汁,キャベツのおかか和え 牛乳,ひなあられ
ツナ缶,油あげ,でんぶ,きざみ
のり,絹ごし豆腐,かつお節,牛
乳

米・精白米,三温糖,焼きふ 干ししいたけ,にんじん,コー
ンパック,いんげん,ねぎ,えの
きたけ,キャベツ,きゅうり

471kcal
18.2g
13.2g

4(金) ライ麦パン,いちごジャム,魚のステーキソースかけ
こふきいも,豆乳スープ,トマト,牛乳

ふかし芋
白身魚,あおのり,ベーコン,豆
乳,牛乳

ライ麦パン,かたくり粉,油,三
温糖,じゃがいも,さつまいも

いちごジャム,たまねぎ,はくさ
い,にんじん,エリンギ,トマト

488kcal
21.1g
14.4g

5(土) 親子丼,青菜のお浸し,ヨーグルト 牛乳
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 たまねぎ,干ししいたけ,にん
じん,チンゲンサイ

406kcal
18.6g
11.5g

6(日)

7(月) 野菜たっぷりマーボー丼,春雨サラダ 牛乳,ミニクロワッサン
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,マヨネーズ

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,きゅうり,りん
ご

586kcal
18.5g
18.6g

8(火) 弁当の日 牛乳,せんべい
牛乳 せんべい 118kcal

3.8g
4.9g

9(水) タコライス,ポテトとウインナーのスープ,オレンジ 牛乳,フライドさつま芋
豚もも肉ミンチ,粉チーズ,ウイ
ンナー,牛乳

米・精白米,油,じゃがいも,さ
つまいも,三温糖

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,オレンジ

594kcal
17.5g
11.2g

10(木) にゅうめん,さつまいもと昆布の煮物,オレンジ 牛乳,ルヴァン
鶏もも肉,油あげ,かまぼこ,
卵,かつお節,刻み昆布,大豆,
牛乳

干しひやむぎ,さつまいも,ビ
スケット

にんじん,ねぎ,干ししいたけ,
ほうれんそう,オレンジ

323kcal
16.7g
12.2g

11(金)
白い食卓ロールパン,揚げ魚のレモン風味,チキンスープ
ブロッコリーとコーンのサラダ,牛乳

中華まん
白身魚,鶏もも肉,牛乳 白い食卓ロールパン,かたく

り粉,油,三温糖,ごまドレッシ
ング,肉まん,あんまん

ポッカレモン,かぼちゃ,たま
ねぎ,チンゲンサイ,にんじん,
ブロッコリー,コーンパック

505kcal
21.8g
18.3g

12(土) インディアンパスタ,ポテトサラダ,ヨーグルト 牛乳
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

たまねぎ,にんじん,カレール
ウ,きゅうり

528kcal
20.6g
18.7g

13(日)

☆ 14(月) カレーライス,みかんサラダ,ゼリー
ミルクティー
パイナップルケーキ

鶏もも皮なし,牛乳,卵 米・精白米,麦,じゃがいも,油,
フレンチドレッシング,ゼリー,
三温糖,マーガリン,小麦粉

たまねぎ,にんじん,エリンギ,
カレールウ,みかん缶,ブロッ
コリー,きゅうり,パイナップル

874kcal
22.1g
22.9g

15(火) 食パン,りんごジャム,みそカツ,切り干し大根の旨煮
せん野菜,トマト,牛乳

せんべい
鶏ささみ,みそ,油あげ,牛乳 食パン,小麦粉,パン粉,油,三

温糖,和風ドレッシング,おに
ぎりせんべい

りんごジャム,切り干し大根,
にんじん,グリンピース,キャ
ベツ,きゅうり,トマト

585kcal
31.5g
17.7g

16(水) 人参ご飯,野菜コロッケ,豚汁,きゅうりともやしのサラダ 牛乳,ビスコ
鶏むね肉,かまぼこ,油あげ,
あおのり,豚肉,かつお節,み
そ,牛乳

米・精白米,油,三温糖,野菜コ
ロッケ,板こんにゃく,ごま油,
和風ドレッシング,ビスケット

にんじん,干ししいたけ,大根,
たまねぎ,ごぼう,ねぎ,きゅう
り,もやし

573kcal
20.7g
16.8g

17(木) 五目ラーメン,里芋と根菜の煮物,バナナ 牛乳,クロロールパン
豚もも肉,かつお節,牛乳 中華めん(生),ごま油,里芋,三

温糖,クロロールパン
コーンパック,もやし,チンゲン
サイ,にんじん,しめじ,ねぎ,大
根,れんこん,いんげん,干しし
いたけ,バナナ

505kcal
20.6g
10.8g

18(金)
バターロールパン,クリームシチュー
ちくわの二色揚げ,牛乳

ポップコーン
鶏もも皮なし,ベーコン,豆乳,
ちくわ,あおのり,牛乳

バターロールパン,じゃがい
も,油,小麦粉,かたくり粉,ポッ
プコーンの豆

たまねぎ,にんじん,クリーム
コーン,しめじ,カレー粉

482kcal
27.9g
47.0g

19(土) すき焼き丼,キャベツのツナサラダ,ヨーグルト 牛乳
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

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

444kcal
16.7g
15.2g

20(日)

21(月) 春分の日

22(火)
全粒粉入り食パン,いちごジャム,鶏の唐揚げ
ひじきとさつま芋煮,青菜とコーンのサラダ,牛乳

りんご,プリッツ
鶏もも肉,ひじき,油あげ,かつ
お節,牛乳

全粒粉入り食パン,かたくり
粉,油,さつまいも,ごま油,三
温糖,フレンチドレッシング,プ
リッツ

いちごジャム,しょうがチュー
ブ,にんじん,干ししいたけ,ほ
うれんそう,コーンパック,りん
ご

695kcal
27.8g
28.2g

23(水) 赤飯,厚揚げの卵とじ,みそ汁 牛乳,バナナケーキ
あずき,生揚げ,鶏もも皮なし,
かつお節,卵,カットわかめ,み
そ,牛乳

米・もち米,米・精白米,すりご
ま,油,三温糖,マーガリン,小
麦粉

しめじ,たまねぎ,にんじん,ご
ぼう,いんげん,もやし,こまつ
な,少しうれたバナナ

603kcal
22.3g
21.7g

24(木) 七分つき玄米,肉じゃが,豆腐みそ汁,オレンジ 牛乳,せんべい
豚もも肉ミンチ,木綿豆腐,油
あげ,かつお節,みそ,牛乳

米・七分つき米,じゃがいも,し
らたき,油,三温糖,せんべい

にんじん,たまねぎ,いんげん,
こまつな,オレンジ

498kcal
17.6g
14.2g

25(金)
たきこみわかめ,いかの香味揚げ,コロコロスープ
キャベツの和風ごまネーズ和え

牛乳,コーンフレーク
ベーコン,ちくわ,牛乳 米・精白米,じゃがいも,すりご

ま,マヨネーズ,コーンフレーク
たまねぎ,にんじん,パセリ粉,
キャベツ,きゅうり

553kcal
16.8g
12.5g

26(土) 焼きそば,青菜のごま和え,ヨーグルト 牛乳
豚もも肉,あおのり,ヨーグル
ト,牛乳

焼きそばめん,三温糖,すりご
ま

たまねぎ,にんじん,キャベツ,
ピーマン,チンゲンサイ

337kcal
14.8g
10.2g

27(日)

28(月) ご飯,すき焼き風煮物,切り干し大根のサラダ 牛乳,ビスケット
豚もも肉,絹ごし豆腐,かまぼ
こ,ハム,牛乳

米・精白米,しらたき,油,三温
糖,マヨネーズ,ビスケット

ねぎ,たまねぎ,はくさい,にん
じん,生しいたけ,切り干し大
根,きゅうり

477kcal
16.1g
15.7g

29(火) 中華丼,ごぼうときゅうりのサラダ 牛乳,せんべい
むきえび(冷凍),豚肉,ツナ缶,
牛乳

米・精白米,ごま油,三温糖,か
たくり粉,マヨネーズ,せんべ
い

はくさい,たまねぎ,にんじん,
ねぎ,たけのこ,しいたけ,しょ
うがチューブ,にんにくチュー
ブ,ごぼう,きゅうり,コーンパッ

511kcal
19.9g
15.3g

30(水) 七分つき玄米,ポークビーンズ,キャベツとリンゴのサラダ 牛乳,特濃ミルク
大豆,豚もも肉,ハム,牛乳 米・精白米,じゃがいも,油,三

温糖,フレンチドレッシング,特
濃ミルク

たまねぎ,にんじん,トマト,パ
セリ粉,キャベツ,りんご,きゅう
り

513kcal
15.9g
16.6g

31(木) ご飯,豚肉のスタミナ焼き,野菜炒め,生揚げのみそ汁 牛乳,せんべい
豚肉,生揚げ,カットわかめ,か
つお節,みそ,牛乳

米・精白米,油,三温糖,ごま
油,せんべい

にんにくチューブ,チンゲンサ
イ,もやし,にんじん,ピーマン,
切り干し大根,こまつな,たま
ねぎ

511kcal
20.1g
18.2g

月平均栄養価　　　エネルギー   532kcal　　　たんぱく質   18.2g　　　脂質   16.2g
*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。
※11（金）１５（火）２２（火）の年長児の食事の牛乳は、就学準備として200mlのパック牛乳を飲みます。
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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(火) スティック人参
イングリッシュマフィン,豆腐の真砂揚げ
スープヌードル,ほうれんそうともやしのナムル,牛乳

オレンジ,サッポロポテト

水切り木綿豆腐,鶏ひき肉,干し

えび,しらす干し,ベーコン,牛乳

イングリッシュマフィン,かたくり

粉,油,マカロニ,ごま油,すりごま,

サッポロポテト

にんじん,ねぎ,たまねぎ,チンゲ

ンサイ,ほうれんそう,もやし,コー

ンパック,オレンジ

347kcal

14.2g

12.8g

2(水) プレーンヨーグルト ミートスパゲティー,パリパリサラダ,バナナ 牛乳,おこのみやき

プレーンヨーグルト,豚ひき肉,牛

乳,あおのり,かつお節,卵,豚肉

スパゲティ,油,三温糖,さつまい

も,コーンフレーク,マヨネーズ,長

いも,小麦粉

たまねぎ,にんにくチューブ,にん

じん,パセリ粉,かぼちゃ,きゅうり,

カレー粉,バナナ,キャベツ,ねぎ

529kcal

18.2g

19.7g

3(木) クッキー ちらし寿司,花麩汁,キャベツのおかか和え 牛乳,ひなあられ

ツナ缶,油あげ,でんぶ,きざみの

り,絹ごし豆腐,かつお節,牛乳

セブーレクッキー,米・精白米,三

温糖,焼きふ

干ししいたけ,にんじん,コーン

パック,いんげん,ねぎ,えのきた

け,キャベツ,きゅうり

448kcal

15.8g

14.8g

4(金) たまごボーロ
ライ麦パン,魚のステーキソースかけ,こふきいも
豆乳スープ,トマト,牛乳

ふかし芋

白身魚,あおのり,ベーコン,豆乳,

牛乳

たまごボーロ,ライ麦パン,かたく

り粉,油,三温糖,じゃがいも,さつ

まいも

たまねぎ,はくさい,にんじん,エリ

ンギ,トマト 284kcal

12.2g

8.7g

5(土) まめぴよ 親子丼,青菜のお浸し,ヨーグルト 牛乳

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 たまねぎ,干ししいたけ,にんじん,

チンゲンサイ 324kcal

13.5g

11.5g

6(日)

7(月) ビスケット 野菜たっぷりマーボー丼,春雨サラダ 牛乳,ミニクロワッサン

木綿豆腐,豚ひき肉,みそ,ハム,

牛乳

ビスケット,米・精白米,ごま油,三

温糖,かたくり粉,はるさめ,マヨ

ネーズ

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,きゅうり,りんご

478kcal

15.3g

15.7g

8(火) チーズ 弁当の日 牛乳,せんべい

ハイ！チーズ,牛乳 せんべい
133kcal

6.3g

7.5g

9(水) せんべい タコライス,ポテトとウインナーのスープ,オレンジ 牛乳,フライドさつま芋

豚もも肉ミンチ,粉チーズ,ウイン

ナー,牛乳

せんべい,米・精白米,油,じゃが

いも,さつまいも,三温糖

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,オレンジ

453kcal

14.3g

10.7g

10(木) スティック人参 にゅうめん,さつまいもと昆布の煮物,オレンジ 牛乳,ルヴァン

鶏もも肉,油あげ,かまぼこ,卵,か

つお節,刻み昆布,大豆,牛乳

干しひやむぎ,さつまいも,ビス

ケット

にんじん,ねぎ,干ししいたけ,ほう

れんそう,オレンジ 273kcal

14.1g

10.3g

11(金) プレーンヨーグルト
白い食卓ロールパン,揚げ魚のレモン風味
チキンスープ,ブロッコリーとコーンのサラダ,牛乳

中華まん

プレーンヨーグルト,白身魚,鶏も

も肉,牛乳

白い食卓ロールパン,かたくり粉,

油,三温糖,ごまドレッシング,肉ま

ん,あんまん

ポッカレモン,かぼちゃ,たまねぎ,

チンゲンサイ,にんじん,ブロッコ

リー,コーンパック

303kcal

13.6g

11.2g

12(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

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

たまねぎ,にんじん,カレールウ,

きゅうり 385kcal

14.4g

15.1g

13(日)

☆ 14(月) チーズ カレーライス,みかんサラダ,ゼリー
ミルクティー
パイナップルケーキ

ハイ！チーズ,鶏もも皮なし,牛

乳,卵

米・精白米,麦,じゃがいも,油,フレ

ンチドレッシング,ゼリー,三温糖,

マーガリン,小麦粉

たまねぎ,にんじん,エリンギ,カ

レールウ,みかん缶,ブロッコ

リー,きゅうり,パイナップル

544kcal

18.1g

17.7g

15(火) カルシウムせんべい
食パン,みそカツ,切り干し大根の旨煮
せん野菜,トマト,牛乳

せんべい

鶏ささみ,みそ,油あげ,牛乳 カルシウムせんべい,食パン,小

麦粉,パン粉,油,三温糖,和風ド

レッシング,おにぎりせんべい

切り干し大根,にんじん,グリン

ピース,キャベツ,きゅうり,トマト 299kcal

16.9g

10.0g

16(水) プレーンヨーグルト
人参ご飯,野菜コロッケ,豚汁
きゅうりともやしのサラダ

牛乳,ビスコ

プレーンヨーグルト,鶏むね肉,か

まぼこ,油あげ,あおのり,豚肉,か

つお節,みそ,牛乳

米・精白米,油,三温糖,野菜コ

ロッケ,板こんにゃく,ごま油,和風

ドレッシング,ビスケット

にんじん,干ししいたけ,大根,たま

ねぎ,ごぼう,ねぎ,きゅうり,もやし 443kcal

17.3g

13.4g

17(木) スティック人参 五目ラーメン,里芋と根菜の煮物,バナナ 牛乳,クロロールパン

豚もも肉,かつお節,牛乳 中華めん(生),ごま油,里芋,三温

糖,クロロールパン

にんじん,コーンパック,もやし,チ

ンゲンサイ,しめじ,ねぎ,大根,れ

んこん,いんげん,干ししいたけ,

バナナ

387kcal

16.2g

8.4g

18(金) ビスケット
バターロールパン,クリームシチュー
ちくわの二色揚げ,牛乳

ポップコーン

鶏もも皮なし,ベーコン,豆乳,ちく

わ,あおのり,牛乳

しるこサンド（松永製菓）,バター

ロールパン,じゃがいも,油,小麦

粉,かたくり粉,ポップコーンの豆

たまねぎ,にんじん,クリームコー

ン,しめじ,カレー粉 325kcal

17.5g

26.9g

19(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

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

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 343kcal

12.5g

13.4g

20(日)

21(月) 春分の日

22(火) チーズ
全粒粉入り食パン,鶏の唐揚げ,ひじきとさつま芋煮
青菜とコーンのサラダ,牛乳

りんご,プリッツ

ハイ！チーズ,鶏もも肉,ひじき,

油あげ,かつお節,牛乳

全粒粉入り食パン,かたくり粉,

油,さつまいも,ごま油,三温糖,フ

レンチドレッシング,プリッツ

しょうがチューブ,にんじん,干し

しいたけ,ほうれんそう,コーン

パック,りんご

406kcal

17.8g

18.4g

23(水) スティック人参 赤飯,厚揚げの卵とじ,みそ汁 牛乳,バナナケーキ

あずき,生揚げ,鶏もも皮なし,か

つお節,卵,カットわかめ,みそ,牛

乳

米・もち米,米・精白米,すりごま,

油,三温糖,マーガリン,小麦粉

にんじん,しめじ,たまねぎ,ごぼう,

いんげん,もやし,こまつな,少しう

れたバナナ

449kcal

17.9g

15.2g

24(木) せんべい 七分つき玄米,肉じゃが,豆腐みそ汁,オレンジ 牛乳,せんべい

豚もも肉ミンチ,木綿豆腐,油あ

げ,かつお節,みそ,牛乳

ばかうけ（青のり）,米・七分つき

米,じゃがいも,しらたき,油,三温

糖,せんべい

にんじん,たまねぎ,いんげん,こ

まつな,オレンジ 409kcal

14.8g

11.8g

25(金) プレーンヨーグルト
たきこみわかめ,いかの香味揚げ,コロコロスープ
キャベツの和風ごまネーズ和え

牛乳,コーンフレーク

プレーンヨーグルト,ベーコン,ちく

わ,牛乳

米・精白米,じゃがいも,すりごま,

マヨネーズ,コーンフレーク

たまねぎ,にんじん,パセリ粉,

キャベツ,きゅうり 387kcal

11.6g

9.0g

26(土) まめぴよ 焼きそば,青菜のごま和え,ヨーグルト 牛乳

まめぴよ,豚もも肉,あおのり,ヨー

グルト,牛乳

焼きそばめん,三温糖,すりごま たまねぎ,にんじん,キャベツ,

ピーマン,チンゲンサイ 290kcal

11.5g

10.9g

27(日)

28(月) チーズ ご飯,すき焼き風煮物,切り干し大根のサラダ 牛乳,ビスケット

ハイ！チーズ,豚もも肉,絹ごし

豆腐,かまぼこ,ハム,牛乳

米・精白米,しらたき,油,三温糖,

マヨネーズ,ビスケット

ねぎ,たまねぎ,はくさい,にんじん,

生しいたけ,切り干し大根,きゅう

り

416kcal

16.0g

15.4g

29(火) スティック人参 中華丼,ごぼうときゅうりのサラダ 牛乳,せんべい

むきえび(冷凍),豚肉,ツナ缶,牛

乳

米・精白米,ごま油,三温糖,かた

くり粉,マヨネーズ,せんべい

にんじん,はくさい,たまねぎ,ねぎ,

たけのこ,しいたけ,しょうが

チューブ,にんにくチューブ,ごぼ

う,きゅうり,コーンパック

408kcal

16.5g

12.3g

30(水) 田舎あられ 七分つき玄米,ポークビーンズ,キャベツとリンゴのサラダ 牛乳,特濃ミルク

大豆,豚もも肉,ハム,牛乳 田舎あられ,米・精白米,じゃがい

も,油,三温糖,フレンチドレッシン

グ,特濃ミルク

たまねぎ,にんじん,トマト,パセリ

粉,キャベツ,りんご,きゅうり 411kcal

13.3g

12.8g

31(木) クッキー ご飯,豚肉のスタミナ焼き,野菜炒め,生揚げのみそ汁 牛乳,せんべい

豚肉,生揚げ,カットわかめ,かつ

お節,みそ,牛乳

クッキー,米・精白米,油,三温糖,

ごま油,せんべい

にんにくチューブ,チンゲンサイ,

もやし,にんじん,ピーマン,切り干

し大根,こまつな,たまねぎ

465kcal

17.2g

17.5g

月平均栄養価　　　エネルギー   3395kcal　　　たんぱく質   13.5g　　　脂質   12.4g

*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。
※11（金）１５（火）２２（火）の年長児の食事の牛乳は、就学準備として200mlのパック牛乳を飲みます。

令和4年 3月     献立表
第２へきなんこども園

3才以上児

日付 献立名 材料名

1(火)
おたのしみジュース
さつまいもスティックパン

/ さつまいもスティックパン

2(水)
おたのしみジュース
スナックスティックパン

/ スナックスティックパン

3(木)
おたのしみジュース
野菜と果物のスティックパン

野菜と果物のスティックパン

4(金)
おたのしみジュース
さつまいもスティックパン

/ さつまいもスティックパン

5(土)
おたのしみジュース
スナックスティックパン

スナックスティックパン

6(日)

7(月)
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

8(火)
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

9(水)
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

10(木)
おたのしみジュース
野菜と果物のスティックパン

おたのしみジュース/ 野菜と果物のスティックパン

11(金)
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(土)
おたのしみジュース
スナックスティックパン

スナックスティックパン

13(日)

14(月)
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

15(火)
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

16(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

17(木)
おたのしみジュース
野菜と果物のスティックパン

おたのしみジュース/ 野菜と果物のスティックパン

18(金)
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

19(土)
おたのしみジュース
スナックスティックパン スナックスティックパン(イシ

20(日)

21(月)

22(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

23(水)
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

24(木)
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

25(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

26(土)
おたのしみジュース
スナックスティックパン スナックスティックパン

27(日)

28(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

29(火)
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

30(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

31(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

令和4年3月   献　立　表


