
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(日)

2(月) 七分つき玄米,厚揚げの卵とじ
ほうれん草とじゃこのお浸し,オレンジ

牛乳,ビスケット
生揚げ,鶏もも皮なし,かつお
節,卵,しらす干し,牛乳

米・七分つき米,油,三温糖,ビ
スケット

しめじ,たまねぎ,にんじん,ご
ぼう,いんげん,ほうれんそう,
オレンジ

466kcal
18.9g
15.0g

3(火) 白い食卓ロールパン,鶏ささみの味付け天ぷら
春雨スープ,金平ごぼう,牛乳

みかんミルク寒天
鶏ささみ,ベーコン,牛乳,寒天 白い食卓ロールパン,小麦粉,

油,はるさめ,ごま油,三温糖,す
りごま

ねぎ,しょうがチューブ,こまつ
な,コーンパック,にんじん,ごぼ
う,いんげん,みかん缶

400kcal
18.9g
16.0g

4(水) ご飯,鶏のつくね煮,豆腐のすまし汁
かぼちゃのごまマヨネーズ

牛乳,クロロールパン
鶏ひき肉,木綿豆腐,カットわ
かめ,かつお節,牛乳

米・精白米,かたくり粉,三温
糖,マヨネーズ,すりごま,クロ
ロールパン

たまねぎ,えのきたけ,にんじ
ん,かぼちゃ,ブロッコリー

585kcal
22.6g
16.6g

5(木) 焼きそば,マセドアンサラダ,ヤクルト 牛乳,クッキー
豚もも肉,かまぼこ,あおのり,
ヤクルト,牛乳

焼きそばめん,油,じゃがいも,
マヨネーズ,セブーレクッキー

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

562kcal
18.8g
20.8g

6(金) 全粒粉入り食パン,りんごジャム,魚の唐揚げ
中華ソース,豆乳スープ,こふきいも,トマト,牛乳

フルーツヨーグルト
白身魚,鶏もも皮なし,豆乳,あ
おのり,牛乳,プレーンヨーグ
ルト

全粒粉入り食パン,かたくり
粉,油,三温糖,じゃがいも

りんごジャム,かぼちゃ,たまね
ぎ,エリンギ,トマト,みかん缶,
バナナ

569kcal
24.5g
14.5g

7(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,ごまドレッシング,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,コーンパック

483kcal
18.3g
13.4g

8(日)

9(月) 振替休日

10(火) 野菜たっぷりマーボー丼,はるさめの酢の物 棒アイス
木綿豆腐,豚ひき肉,みそ,ハム 米・精白米,ごま油,三温糖,か

たくり粉,はるさめ,すりごま,棒
アイス

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,コーン
パック

430kcal
13.9g
9.2g

☆ 11(水) ハヤシライス,野菜サラダ,ヨーグルト 棒アイス
豚もも肉,ツナ缶,ヨーグルト 米・精白米,じゃがいも,マヨ

ネーズ,棒アイス
にんじん,たまねぎ,しめじ,ハ
ヤシルウ,キャベツ

435kcal
12.3g
12.1g

12(木) 焼うどん,もやしのごま和え,ゼリー 棒アイス
豚もも肉 白玉うどん,油,すりごま,ゼ

リー,棒アイス
キャベツ,にんじん,もやし 293kcal

9.3g
4.8g

13(金) 親子丼,ポテトサラダ,ヨーグルト 棒アイス
鶏もも肉,かまぼこ,卵,かつお
節,ハム,ヨーグルト

米・精白米,三温糖,じゃがい
も,マヨネーズ,棒アイス

たまねぎ,干ししいたけ,にんじ
ん,きゅうり

434kcal
15.9g
12.2g

14(土) スパゲティナポリタン,切り干し大根のサラダ,ゼリー 牛乳,おたのしみ菓子
ウインナー,粉チーズ,ツナ缶,
牛乳

スパゲティ,油,マヨネーズ,ゼ
リー,せんべい

にんじん,ピーマン,たまねぎ,
切り干し大根

551kcal
16.6g
18.8g

15(日)

☆ 16(月) カレーライス,はるさめサラダ,ヨーグルト 牛乳,いかちび
豚肉,ハム,ヨーグルト,牛乳 米・精白米,麦,油,はるさめ,三

温糖,すりごま,ごま油,いかち
び

かぼちゃ,たまねぎ,にんじん,
カレールウ,みかん缶

538kcal
17.9g
13.7g

17(火) ご飯,厚揚げの中華煮,いんげんのおかか和え
オレンジ

牛乳,フィンガービスケット
豚肉,生揚げ,かつお節,牛乳 米・精白米,ごま油,三温糖,か

たくり粉
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,いんげん,オ
レンジ

446kcal
15.7g
14.4g

18(水) 七分つき玄米,とんちゃん焼き
ゆで野菜サラダ,みそ汁

牛乳,サッポロポテト
豚肉,ハム,カットわかめ,かつ
お節,みそ,牛乳

米・七分つき米,油,すりごま,
和風ドレッシング,サッポロポ
テト

にんにくチューブ,しょうが
チューブ,ねぎ,たまねぎ,にん
じん,キャベツ,コーンパック,も
やし,こまつな

463kcal
21.6g
13.3g

19(木) イングリッシュマフィン,ユーリンチー
ワンタンスープ,ブロッコリーのサラダ,トマト,牛乳

フルーツパフェ
鶏もも肉,豚ひき肉,ハム,牛乳 イングリッシュマフィン,かたく

り粉,油,ごま油,三温糖,ごまド
レッシング,コーンフレーク,
スーパーカップ

しょうがチューブ,ねぎ,チンゲ
ンサイ,たまねぎ,にんじん,ブ
ロッコリー,トマト,ミックスドフ
ルーツ

742kcal
31.7g
28.7g

20(金) タコライス,ポテトとウインナーのスープ,ヨーグルト 牛乳,ミニクロワッサン
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 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

563kcal
21.1g
15.5g

21(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

22(日)

23(月) とうもろこしご飯,いわし梅おかか煮,五目汁
ブロッコリー

牛乳,オレンジ,せんべい
鶏もも肉,かまぼこ,かつお節,
牛乳

米・精白米,かたくり粉,ばかう
け（青のり）

コーンパック,とうがん,チンゲ
ンサイ,にんじん,干ししいた
け,ねぎ,ブロッコリー,こまつな,
オレンジ

477kcal
20.9g
13.5g

24(火) 七分つき玄米,豚のしゃぶしゃぶ風和え物
五目みそ汁

牛乳,ドーナツ
豚肉,油あげ,かつお節,みそ,
牛乳

米・七分つき米,三温糖,ごま
油,ジャンボドーナツ（大阪屋）

ねぎ,しょうがチューブ,キャベ
ツ,にんじん,きゅうり,ポッカレ
モン,大根,たまねぎ,ごぼう

599kcal
20.0g
22.5g

25(水) ライ麦パン,いちごジャム,いかの香味揚げ
豆乳スープ,せん野菜,トマト,牛乳

にんじんゼリー
ベーコン,豆乳,牛乳,寒天 ライ麦パン,じゃがいも,油,和

風ドレッシング,三温糖
いちごジャム,たまねぎ,にんじ
ん,エリンギ,パセリ粉,キャベ
ツ,きゅうり,トマト,オレンジ
ジュース果汁100％,ポッカレ

371kcal
18.7g
13.3g

26(木) ミートスパゲティー,温野菜のドレッシング和え,バナ
ナ

牛乳,せんべい
豚ひき肉,牛乳 スパゲティ,油,三温糖,ごまド

レッシング,せんべい
たまねぎ,にんにくチューブ,に
んじん,パセリ粉,キャベツ,も
やし,チンゲンサイ,コーンパッ
ク,バナナ

517kcal
18.1g
15.7g

27(金) バターロールパン,豆腐の真砂揚げ,チキンスープ
やみつききゅうり,牛乳

棒アイス
水切り木綿豆腐,鶏ひき肉,干
しえび,しらす干し,鶏もも肉,牛
乳

バターロールパン,かたくり粉,
油,じゃがいも,ごま油,三温糖,
すりごま,棒アイス

にんじん,ねぎ,たまねぎ,きゅう
り

413kcal
16.5g
46.9g

28(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

29(日)

30(月) 七分つき玄米,厚揚げのそぼろ煮,すまし汁 牛乳,するめ,かっぱえびせん
生揚げ,豚ひき肉,かまぼこ,か
つお節,牛乳,するめ

米・七分つき米,三温糖,かたく
り粉,油,かっぱえびせん

えのきたけ,にんじん,たまね
ぎ,グリンピース,こまつな,しめ
じ

468kcal
22.1g
16.5g

31(火) 食パン,りんごジャム,いわしの磯部揚げ
チキンスープ,ごぼうときゅうりのサラダ,トマト,牛乳

プリン
いわし(40g),豆乳,あおのり,鶏
もも肉,ツナ缶,牛乳,卵,生ク
リーム

食パン,小麦粉,油,マヨネーズ,
三温糖

りんごジャム,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,ごぼう,きゅう
り,コーンパック,トマト

608kcal
22.7g
25.4g

月平均栄養価　　　エネルギー   466kcal　　　たんぱく質   17.4g　　　脂質   15.6g
*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。
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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(日）

2(月) せんべい
七分つき玄米,厚揚げの卵とじ
ほうれん草とじゃこのお浸し,オレンジ

牛乳
ビスケット

生揚げ,鶏もも皮なし,かつお節,

卵,しらす干し,牛乳

せんべい,米・七分つき米,油,三

温糖,ビスケット

しめじ,たまねぎ,にんじん,ごぼう,

いんげん,ほうれんそう,オレンジ 400kcal

15.9g

12.9g

3(火) チーズ
白い食卓ロールパン,鶏ささみの味付け
天ぷら,春雨スープ,金平ごぼう,牛乳

みかんミルク寒天

ハイ！チーズ,鶏ささみ,ベーコ

ン,牛乳,寒天

白い食卓ロールパン,小麦粉,油,

はるさめ,ごま油,三温糖,すりご

ま

ねぎ,しょうがチューブ,こまつな,

コーンパック,にんじん,ごぼう,い

んげん,みかん缶

279kcal

13.1g

12.5g

4(水) プレーンヨーグルト
ご飯,鶏のつくね煮,豆腐のすまし汁
かぼちゃのごまマヨネーズ

牛乳
クロロールパン

プレーンヨーグルト,鶏ひき肉,木

綿豆腐,カットわかめ,かつお節,

牛乳

米・精白米,かたくり粉,三温糖,マ

ヨネーズ,すりごま,クロロールパ

ン

たまねぎ,えのきたけ,にんじん,

かぼちゃ,ブロッコリー 461kcal

18.6g

13.8g

5(木) せんべい 焼きそば,マセドアンサラダ,ヤクルト
牛乳
クッキー

豚もも肉,かまぼこ,あおのり,ヤ

クルト,牛乳

せんべい,焼きそばめん,油,じゃ

がいも,マヨネーズ,セブーレクッ

キー

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 446kcal

14.8g

18.1g

6(金) スティック人参
全粒粉入り食パン,魚の唐揚げ中華ソース
豆乳スープ,こふきいも,トマト,牛乳

フルーツヨーグルト

白身魚,鶏もも皮なし,豆乳,あお

のり,牛乳,プレーンヨーグルト

全粒粉入り食パン,かたくり粉,

油,三温糖,じゃがいも

にんじん,かぼちゃ,たまねぎ,エリ

ンギ,トマト,みかん缶,バナナ 311kcal

14.8g

8.3g

7(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,

ごまドレッシング,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,

コーンパック

376kcal

14.0g

13.3g

8(日)

9(月) 振替休日

10(火) おたのしみジュース 野菜たっぷりマーボー丼,はるさめの酢の物
棒アイス
ひよこ組：おたのしみ菓子

木綿豆腐,豚ひき肉,みそ,ハム おたのしみジュース,米・精白米,

ごま油,三温糖,かたくり粉,はるさ

め,すりごま,棒アイス

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,コーンパック

381kcal

11.6g

7.6g

☆ 11(水) おたのしみジュース ハヤシライス,野菜サラダ,ヨーグルト
棒アイス
ひよこ組：おたのしみ菓子

豚もも肉,ツナ缶,ヨーグルト おたのしみジュース,米・精白米,

じゃがいも,マヨネーズ,棒アイス

にんじん,たまねぎ,しめじ,ハヤ

シルウ,キャベツ 264kcal

6.6g

6.3g

12(木) おたのしみジュース 焼うどん,もやしのごま和え,ゼリー
棒アイス
ひよこ組：おたのしみ菓子

豚もも肉 おたのしみジュース,白玉うどん,

油,すりごま,ゼリー,棒アイス

キャベツ,にんじん,もやし
193kcal

5.2g

2.7g

13(金) おたのしみジュース 親子丼,ポテトサラダ,ヨーグルト
棒アイス
ひよこ組：おたのしみ菓子

鶏もも肉,かまぼこ,卵,かつお節,

ハム,ヨーグルト

おたのしみジュース,米・精白米,

三温糖,じゃがいも,マヨネーズ,

棒アイス

たまねぎ,干ししいたけ,にんじん,

きゅうり 264kcal

8.4g

6.4g

14(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
ゼリー

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,牛乳

スパゲティ,油,マヨネーズ,ゼ

リー,せんべい

にんじん,ピーマン,たまねぎ,切り

干し大根 396kcal

12.5g

15.2g

15(日)

☆ 16(月) たまごボーロ カレーライス,はるさめサラダ,ヨーグルト
牛乳
いかちび

豚肉,ハム,ヨーグルト,牛乳 たまごボーロ,米・精白米,麦,油,

はるさめ,三温糖,すりごま,ごま

油,いかちび

かぼちゃ,たまねぎ,にんじん,カ

レールウ,みかん缶 450kcal

14.0g

11.0g

17(火) せんべい
ご飯,厚揚げの中華煮
いんげんのおかか和え,オレンジ

牛乳
フィンガービスケット

豚肉,生揚げ,かつお節,牛乳 せんべい,米・精白米,ごま油,三

温糖,かたくり粉

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,いんげん,オレンジ

410kcal

13.6g

14.4g

18(水) 田舎あられ
七分つき玄米,とんちゃん焼き
ゆで野菜サラダ,みそ汁

牛乳
サッポロポテト

豚肉,ハム,カットわかめ,かつお

節,みそ,牛乳

田舎あられ,米・七分つき米,油,

すりごま,和風ドレッシング,サッ

ポロポテト

にんにくチューブ,しょうがチュー

ブ,ねぎ,たまねぎ,にんじん,キャ

ベツ,コーンパック,もやし,こまつ

な

379kcal

18.0g

10.8g

19(木) プリッツ
イングリッシュマフィン,ユーリンチー
ワンタンスープ,ブロッコリーのサラダ,トマト,牛乳

フルーツパフェ

鶏もも肉,豚ひき肉,ハム,牛乳 プリッツ,イングリッシュマフィン,

かたくり粉,油,ごま油,三温糖,ご

まドレッシング,コーンフレーク,

スーパーカップ

しょうがチューブ,ねぎ,チンゲン

サイ,たまねぎ,にんじん,ブロッコ

リー,トマト,ミックスドフルーツ

421kcal

17.9g

16.5g

20(金) ビスケット
タコライス,ポテトとウインナーのスープ
ヨーグルト

牛乳
ミニクロワッサン

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

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

443kcal

16.4g

12.4g

21(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

22(日)

23(月) チーズ
とうもろこしご飯,いわし梅おかか煮,五目汁
ブロッコリー

牛乳
オレンジ,せんべい

ハイ！チーズ,鶏もも肉,かまぼ

こ,かつお節,牛乳

米・精白米,かたくり粉,ばかうけ

（青のり）

コーンパック,とうがん,チンゲン

サイ,にんじん,干ししいたけ,ね

ぎ,ブロッコリー,こまつな,オレン

ジ

391kcal

17.8g

12.6g

24(火) スティック人参
七分つき玄米,豚のしゃぶしゃぶ風和え物
五目みそ汁

牛乳
ドーナツ

豚肉,油あげ,かつお節,みそ,牛

乳

米・七分つき米,三温糖,ごま油,

ジャンボドーナツ（大阪屋）

にんじん,ねぎ,しょうがチューブ,

キャベツ,きゅうり,ポッカレモン,大

根,たまねぎ,ごぼう

451kcal

16.2g

16.5g

25(水) プレーンヨーグルト
ライ麦パン,いかの香味揚げ,豆乳スープ
せん野菜,トマト,牛乳

にんじんゼリー

プレーンヨーグルト,ベーコン,豆

乳,牛乳,寒天

ライ麦パン,じゃがいも,油,和風ド

レッシング,三温糖

たまねぎ,にんじん,エリンギ,パ

セリ粉,キャベツ,きゅうり,トマト,オ

レンジジュース果汁100％,ポッ

カレモン

210kcal

11.8g

9.1g

26(木) クッキー
ミートスパゲティー,温野菜のドレッシング和え
バナナ

牛乳
せんべい

豚ひき肉,牛乳 セブーレクッキー,スパゲティ,油,

三温糖,ごまドレッシング,せんべ

い

たまねぎ,にんにくチューブ,にん

じん,パセリ粉,キャベツ,もやし,チ

ンゲンサイ,コーンパック,バナナ

485kcal

15.8g

16.9g

27(金) ビスケット
バターロールパン,豆腐の真砂揚げ
チキンスープ,やみつききゅうり,牛乳

棒アイス
ひよこ組：せんべい

水切り木綿豆腐,鶏ひき肉,干し

えび,しらす干し,鶏もも肉,牛乳

しるこサンド（松永製菓）,バター

ロールパン,かたくり粉,油,じゃが

いも,ごま油,三温糖,すりごま,棒

アイス

にんじん,ねぎ,たまねぎ,きゅうり
310kcal

12.2g

28.2g

28(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

29(日)

30(月) スティック人参 七分つき玄米,厚揚げのそぼろ煮,すまし汁
牛乳
するめ,かっぱえびせん

生揚げ,豚ひき肉,かまぼこ,かつ

お節,牛乳,するめ

米・七分つき米,三温糖,かたくり

粉,油,かっぱえびせん

にんじん,えのきたけ,たまねぎ,

グリンピース,こまつな,しめじ 392kcal

17.6g

13.9g

31(火) 特濃ミルク
食パン,いわしの磯部揚げ,チキンスープ
ごぼうときゅうりのサラダ,トマト,牛乳

プリン

いわし(40g),豆乳,あおのり,鶏も
も肉,ツナ缶,牛乳,卵,生クリーム

特濃ミルク,食パン,小麦粉,油,マ
ヨネーズ,三温糖

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,ご

ぼう,きゅうり,コーンパック,トマト

359kcal
13.4g

17.1g

月平均栄養価　　　エネルギー   367kcal　　　たんぱく質   12.5g　　　脂質   11.6g

*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。
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第２へきなんこども園

日付 献立名 材料名

1(日)

2(月)
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

3(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

4(水)
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

5(木)
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

6(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

7(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

8(日)

9(月) 振替休日

10(火)
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

11(水)
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

12(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

13(金)
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

14(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

15(日)

16(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

17(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

18(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

19(木)
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

20(金)
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

21(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

22(日)

23(月)
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

24(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

25(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

26(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

27(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

28(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

29(日)

30(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

31(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
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