
3才以上児

日付 食　　　　事 午後のおやつ 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(木) 豚汁うどん,ほうれん草とツナのあえ物,バナナ 牛乳,せんべい
豚肉,油あげ,かつお節,みそ,
ツナ缶,牛乳

冷凍讃岐うどん,里芋,ごま油,
おにぎりせんべい

大根,にんじん,ごぼう,ねぎ,
ほうれんそう,コーンパック,バ
ナナ

452kcal
21.4g
13.1g

2(金) ご飯,魚の煮つけ,けんちん汁 牛乳,ルヴァン
白身魚,鶏もも皮なし,木綿豆
腐,油あげ,かつお節,牛乳

米・精白米,三温糖,ごま油,ビ
スケット

しょうがチューブ,大根,にんじ
ん,こまつな

383kcal
20.1g
10.0g

3(土) 焼うどん,もやしのごま和え,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子
豚もも肉,ヨーグルト,牛乳 白玉うどん,油,すりごま,せん

べい
キャベツ,にんじん,もやし

369kcal
15.3g
11.5g

4(日)

5(月) ご飯,バンバンジー,中華スープ 牛乳,せんべい
鶏ささみ,みそ,豚肉,絹ごし豆
腐,牛乳

米・精白米,ごま油,三温糖,す
りごま,せんべい

きゅうり,もやし,トマト,チンゲ
ンサイ,たまねぎ,にんじん,え
のきたけ

477kcal
22.5g
14.5g

☆ 6(火) ハヤシライス,ブロッコリーとちくわのサラダ
ゼリー

牛乳,ビスケット
豚ばら･脂付,ちくわ,牛乳 米・精白米,麦,じゃがいも,大

豆油,ごまドレッシング,ゼ
リー,ビスケット

にんじん,たまねぎ,グリン
ピース,しめじ,ハヤシルウ,ブ
ロッコリー

602kcal
16.3g
19.5g

7(水) ご飯,生揚げとじゃが芋のそぼろ煮,
麩のすまし汁,オレンジ

牛乳,ドーナツ
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,ﾄﾞ-ﾅ
ﾂ(ｹ-ｷﾄﾞ-ﾅﾂ)

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,オレンジ

609kcal
22.5g
16.4g

8(木) ミートスパゲティー,季節のサラダ,バナナ 牛乳,クッキー
豚ひき肉,牛乳 スパゲティ,油,三温糖,フレン

チドレッシング,クッキー
たまねぎ,にんにくチューブ,
にんじん,パセリ粉,キャベツ,
きゅうり,ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(ｸﾞﾘ-ﾝ),
コーンパック,バナナ

553kcal
18.2g
19.6g

9(金) 食パン,いちごジャム,魚のステーキソースかけ,
新玉ねぎと卵のスープ,こふきいも,トマト,牛乳

ポップコーン
白身魚,卵,ベーコン,あおの
り,牛乳

食パン,かたくり粉,油,三温糖,
はるさめ,じゃがいも,ポップ
コーンの豆

いちごジャム,たまねぎ,にん
じん,ねぎ,トマト

648kcal
23.9g
19.1g

10(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

11(日)

12(月) ご飯,八宝豆腐,さつまいもと昆布の煮物 牛乳,ミニクロワッサン
豚肉,えび(むき身),生揚げ,刻
み昆布,大豆,牛乳

米・精白米,油,三温糖,かたく
り粉,さつまいも

しょうがチューブ,にんじん,た
まねぎ,チンゲンサイ,たけの
こ,干ししいたけ

521kcal
20.2g
12.4g

13(火) 白い食卓ロールパン,野菜コロッケ
スープヌードル,アスパラのおかか和え,牛乳

オレンジ,かっぱえびせん
ベーコン,かつお節,牛乳 白い食卓ロールパン,野菜コ

ロッケ,マカロニ,かっぱえびせ
ん

たまねぎ,にんじん,チンゲン
サイ,ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(ｸﾞﾘ-ﾝ),コーン
パック,オレンジ

415kcal
13.9g
15.8g

14(水) 五目ごはん,豚汁,キャベツのツナサラダ,オレン
ジ

牛乳,バナナケーキ
鶏もも肉,あおのり,油あげ,か
つお節,豚肉,木綿豆腐,みそ,
ツナ缶,牛乳,卵

米・精白米,生いも板こん
にゃく,ごまドレッシング,マー
ガリン,三温糖,小麦粉

ごぼう,にんじん,干ししいた
け,大根,しめじ,ねぎ,キャベツ,
きゅうり,コーンパック,バナナ,
少しうれたバナナ

635kcal
21.1g
22.6g

15(木) 親子丼,はるさめサラダ,ゼリー 牛乳,チーズ,せんべい
鶏もも肉,かまぼこ,木綿豆
腐,卵,かつお節,ハム,牛乳,ハ
イ！チーズ

米・精白米,三温糖,はるさめ,
ごま油,ゼリー,せんべい

たまねぎ,にんじん,干ししい
たけ,ねぎ,ほうれんそう,コー
ンパック

627kcal
24.3g
17.3g

16(金) 全粒粉入り食パン,りんごジャム,豆乳スープ
魚のエスカベージュ,ブロッコリー,牛乳

マカロニあべ川
白身魚,ベーコン,豆乳,牛乳,
きな粉

全粒粉入り食パン,小麦粉,
油,三温糖,じゃがいも,マカロ
ニ,砂糖・上白糖

りんごジャム,たまねぎ,トマト,
パセリ粉,にんじん,エリンギ,
ブロッコリー

588kcal
25.9g
19.5g

17(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

18(日)

19(月) 七分つき玄米,豆腐の肉あんかけ,
やみつききゅうり,オレンジ

牛乳,クロロールパン
木綿豆腐,豚肉,かつお節,牛
乳

米・七分つき米,三温糖,かた
くり粉,ごま油,すりごま,クロ
ロールパン

たまねぎ,にんじん,エリンギ,
しょうがチューブ,グリンピー
ス,きゅうり,オレンジ

546kcal
21.2g
17.3g

20(火) イングリッシュマフィン,鶏の唐揚げ,ワンタン
スープ,キャベツとリンゴのサラダ,牛乳

りんご,ビスケット
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,フレンチドレッシング,
しるこサンド

しょうがチューブ,ねぎ,チンゲ
ンサイ,たまねぎ,にんじん,
キャベツ,りんご,きゅうり

679kcal
30.4g
30.0g

21(水) 麦ごはん,ドライカレー,
ポテトとウインナーのスープ,オレンジ

ミルクティー,
パイナップルケーキ

豚もも肉ミンチ,ウインナー,牛
乳,卵

米・精白米,麦,油,じゃがいも,
三温糖,マーガリン,小麦粉

たまねぎ,にんじん,ピーマン,
干しぶどう,カレー粉,チンゲン
サイ,もやし,バナナ,パイナッ
プル

812kcal
19.8g
21.6g

22(木) 焼きそば,ポテトサラダ,ヨーグルト 牛乳,せんべい
豚もも肉,かまぼこ,あおのり,
ヨーグルト,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,コーンパック,きゅう
り

507kcal
21.2g
17.3g

23(金) ライ麦パン,いちごジャム,白身魚の磯部揚げ,
チキンスープ,ごぼうのきんぴら,トマト,牛乳

フルーツヨーグルト
いわし(40g),豆乳,あおのり,
鶏もも肉,牛乳,プレーンヨー
グルト

ライ麦パン,小麦粉,油,ごま油,
三温糖,すりごま

いちごジャム,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,いん
げん,トマト,みかん缶,バナナ

387kcal
22.1g
17.5g

24(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

25(日)

26(月) 野菜たっぷりマーボー丼,
キャベツの中華風サラダ

牛乳,ドーナツ
木綿豆腐,豚ひき肉,みそ,しら
す干し,牛乳

米・精白米,ごま油,三温糖,か
たくり粉,すりごま,ﾄﾞ-ﾅﾂ(ｹ-ｷ
ﾄﾞ-ﾅﾂ)

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,キャベツ,きゅ
うり

625kcal
21.3g
18.6g

27(火) 白い食卓ロールパン,シンデレラシチュー,
きゅうりとコーンのサラダ,オレンジ,牛乳

ビスケット
ツナ缶,ベーコン,豆乳,牛乳 白い食卓ロールパン,じゃが

いも,油,和風ドレッシング,ビ
スケット

かぼちゃ,たまねぎ,にんじん,
しめじ,きゅうり,コーンパック,
オレンジ

516kcal
24.6g
42.4g

28(水) たけのこごはん,いわしのみぞれ煮,
五目みそ汁,ブロッコリー

牛乳,コーンフレーク,バナナ
油あげ,鶏もも肉,いわしのみ
ぞれ煮,鶏もも皮なし,カットわ
かめ,かつお節,みそ,牛乳

米・精白米,三温糖,コーンフ
レーク

たけのこ(ゆで),にんじん,さ
やえんどう,大根,こまつな,な
す,ブロッコリー,バナナ

606kcal
24.2g
16.3g

29(木) 昭和の日

30(金)
バターロールパン,いかの香味揚げ,カレースー
プ
ほうれんそうともやしのナムル,牛乳

野菜かりんとう
木綿豆腐,豚ひき肉,牛乳 バターロールパン,じゃがい

も,油,ごま油,すりごま,野菜か
りんとう

たまねぎ,にんじん,カレール
ウ,ほうれんそう,もやし,コー
ンパック

560kcal
24.0g
54.9g

月平均栄養価　　　エネルギー   549kcal　　　たんぱく質   19.6g　　　脂質   18.6g

*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。

令和3年 4月     献立表
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(木) せんべい 豚汁うどん,ほうれん草とツナのあえ物,バナナ 牛乳,せんべい

豚肉,油あげ,かつお節,みそ,ツナ

缶,牛乳

せんべい,冷凍讃岐うどん,里芋,

ごま油,おにぎりせんべい

大根,にんじん,ごぼう,ねぎ,ほう

れんそう,コーンパック,バナナ 335kcal
16.7g
11.3g

2(金) たまごボーロ ご飯,魚の煮つけ,けんちん汁 牛乳,ルヴァン

白身魚,鶏もも皮なし,木綿豆腐,
油あげ,かつお節,牛乳

たまごボーロ,米・精白米,三温
糖,ごま油,ビスケット

しょうがチューブ,大根,にんじん,
こまつな 331kcal

14.7g
8.2g

3(土) まめぴよ 焼うどん,もやしのごま和え,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子

まめぴよ,豚もも肉,ヨーグルト,牛
乳

白玉うどん,油,すりごま,せんべ
い

キャベツ,にんじん,もやし
306kcal
11.8g

11.5g

4(日)

5(月) チーズ ご飯,バンバンジー,中華スープ 牛乳,せんべい

ハイ！チーズ,鶏ささみ,みそ,豚
肉,絹ごし豆腐,牛乳

米・精白米,ごま油,三温糖,すり
ごま,せんべい

きゅうり,もやし,トマト,チンゲンサ
イ,たまねぎ,にんじん,えのきた
け

413kcal
21.2g
14.2g

6(火) スティック人参 ハヤシライス,ブロッコリーとちくわのサラダ,ゼリー 牛乳,ビスケット

豚ばら･脂付,ちくわ,牛乳 米・精白米,麦,じゃがいも,大豆
油,ごまドレッシング,ゼリー,ビス
ケット

にんじん,たまねぎ,グリンピース,
しめじ,ハヤシルウ,ブロッコリー 471kcal

13.2g
16.0g

7(水) せんべい
ご飯,生揚げとじゃが芋のそぼろ煮,麩のすまし汁,
オレンジ

牛乳,ドーナツ

生揚げ,豚もも肉,かまぼこ,かつ
お節,牛乳

せんべい,米・精白米,じゃがいも,
油,三温糖,かたくり粉,焼きふ,ﾄﾞ-
ﾅﾂ(ｹ-ｷﾄﾞ-ﾅﾂ)

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,オ
レンジ

484kcal
17.9g
14.2g

8(木) プレーンヨーグルト ミートスパゲティー,季節のサラダ,バナナ 牛乳,クッキー

プレーンヨーグルト,豚ひき肉,牛

乳

スパゲティ,油,三温糖,フレンチド

レッシング,クッキー

たまねぎ,にんにくチューブ,にん

じん,パセリ粉,キャベツ,きゅうり,
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(ｸﾞﾘ-ﾝ),コーンパック,
バナナ

445kcal
15.8g
15.9g

9(金) 特濃ミルク
食パン,魚のステーキソースかけ,新玉ねぎと
卵のスープ,こふきいも,トマト,牛乳

ポップコーン

白身魚,卵,ベーコン,あおのり,牛
乳

特濃ミルク,食パン,かたくり粉,油,
三温糖,はるさめ,じゃがいも,ポッ

プコーンの豆

たまねぎ,にんじん,ねぎ,トマト
378kcal

13.9g
13.6g

10(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

11(日)

12(月) チーズ ご飯,八宝豆腐,さつまいもと昆布の煮物 牛乳,ミニクロワッサン

ハイ！チーズ,豚肉,えび(むき
身),生揚げ,刻み昆布,大豆,牛乳

米・精白米,油,三温糖,かたくり
粉,さつまいも

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

443kcal
19.0g
13.2g

13(火) スティック人参
白い食卓ロールパン,野菜コロッケ,スープヌード,
アスパラのおかか和え,牛乳

オレンジ,かっぱえびせん

ベーコン,かつお節,牛乳 白い食卓ロールパン,野菜コロッ
ケ,マカロニ,かっぱえびせん

にんじん,たまねぎ,チンゲンサ
イ,ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(ｸﾞﾘ-ﾝ),コーンパッ
ク,オレンジ

252kcal
8.6g
9.4g

14(水) プリッツ 五目ごはん,豚汁,キャベツのツナサラダ,オレンジ 牛乳,バナナケーキ

鶏もも肉,あおのり,油あげ,かつ
お節,豚肉,木綿豆腐,みそ,ツナ
缶,牛乳,卵

プリッツ,米・精白米,生いも板こ
んにゃく,ごまドレッシング,マーガ
リン,三温糖,小麦粉

ごぼう,にんじん,干ししいたけ,大
根,しめじ,ねぎ,キャベツ,きゅうり,
コーンパック,バナナ,少しうれた
バナナ

486kcal
17.0g
16.8g

15(木) プレーンヨーグルト 親子丼,はるさめサラダ,ゼリー 牛乳,チーズ,せんべい

プレーンヨーグルト,鶏もも肉,か

まぼこ,木綿豆腐,卵,かつお節,ハ
ム,牛乳,ハイ！チーズ

米・精白米,三温糖,はるさめ,ご

ま油,ゼリー,せんべい

たまねぎ,にんじん,干ししいたけ,

ねぎ,ほうれんそう,コーンパック 507kcal
21.0g
15.7g

16(金) いかちび
全粒粉入り食パン,魚のエスカベージュ,
豆乳スープ,ブロッコリー,牛乳

マカロニあべ川

白身魚,ベーコン,豆乳,牛乳,きな
粉

いかちび,全粒粉入り食パン,小
麦粉,油,三温糖,じゃがいも,マカ

ロニ,砂糖・上白糖

たまねぎ,トマト,パセリ粉,にんじ
ん,エリンギ,ブロッコリー 339kcal

16.0g
11.9g

17(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

18(日)

19(月) チーズ
七分つき玄米,豆腐の肉あんかけ
やみつききゅうり,オレンジ

牛乳,クロロールパン

ハイ！チーズ,木綿豆腐,豚肉,か
つお節,牛乳

米・七分つき米,三温糖,かたくり
粉,ごま油,すりごま,クロロール
パン

たまねぎ,にんじん,エリンギ,しょ
うがチューブ,グリンピース,きゅう
り,オレンジ

453kcal
19.2g
16.7g

20(火) スティック人参
イングリッシュマフィン,鶏の唐揚げ
ワンタンスープ,キャベツとリンゴのサラダ,牛乳

りんご,ビスケット

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,フレンチドレッシング,しるこ
サンド

にんじん,しょうがチューブ,ねぎ,
チンゲンサイ,たまねぎ,キャベツ,
りんご,きゅうり

387kcal
16.8g
16.7g

21(水) 田舎あられ
麦ごはん,ドライカレー
ポテトとウインナーのスープ,バナナ

ミルクティー
パイナップルケーキ

豚もも肉ミンチ,ウインナー,牛乳,
卵

田舎あられ,米・精白米,麦,油,
じゃがいも,三温糖,マーガリン,小
麦粉

たまねぎ,にんじん,ピーマン,干し
ぶどう,カレー粉,チンゲンサイ,も
やし,バナナ,パイナップル

478kcal
14.1g
13.5g

22(木) プレーンヨーグルト 焼きそば,ポテトサラダ,ヨーグルト 牛乳,せんべい

プレーンヨーグルト,豚もも肉,か

まぼこ,あおのり,ヨーグルト,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,コーンパック,きゅうり 371kcal
16.3g
14.2g

23(金) カルシウムせんべい
ライ麦パン,白身魚の磯部揚げ,チキンスープ,
ごぼうのきんぴら,トマト,牛乳

フルーツヨーグルト

いわし(40g),豆乳,あおのり,鶏も
も肉,牛乳,プレーンヨーグルト

カルシウムせんべい,ライ麦パ
ン,小麦粉,油,ごま油,三温糖,すり

ごま

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,いんげん,トマト,みかん缶,
バナナ

211kcal

12.6g
10.0g

24(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

25(日)

26(月) チーズ
野菜たっぷりマーボー丼
キャベツの中華風サラダ

牛乳,ドーナツ

ハイ！チーズ,木綿豆腐,豚ひき
肉,みそ,しらす干し,牛乳

米・精白米,ごま油,三温糖,かた
くり粉,すりごま,ﾄﾞ-ﾅﾂ(ｹ-ｷﾄﾞ-ﾅ
ﾂ)

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,キャベツ,きゅうり

498kcal
19.4g
17.0g

27(火) スティック人参
白い食卓ロールパン,シンデレラシチュー,
きゅうりとコーンのサラダ,オレンジ,牛乳

ビスケット

ツナ缶,ベーコン,豆乳,牛乳 白い食卓ロールパン,じゃがいも,
油,和風ドレッシング,ビスケット

にんじん,かぼちゃ,たまねぎ,し
めじ,きゅうり,コーンパック,オレン
ジ

328kcal
15.2g
24.4g

28(水) せんべい
たけのこごはん,いわしのみぞれ煮,五目みそ汁,
ブロッコリー

牛乳
コーンフレーク,バナナ

油あげ,鶏もも肉,いわしのみぞ
れ煮,鶏もも皮なし,カットわかめ,
かつお節,みそ,牛乳

せんべい,米・精白米,三温糖,
コーンフレーク

たけのこ(ゆで),にんじん,さやえ
んどう,大根,こまつな,なす,ブロッ
コリー,バナナ

423kcal
16.7g
11.1g

29(木) 昭和の日

30(金) 揚一番
バターロールパン,いかの香味揚げ,カレースープ,
ほうれんそうともやしのナムル,牛乳

野菜かりんとう

木綿豆腐,豚ひき肉,牛乳 せんべい,バターロールパン,じゃ
がいも,油,ごま油,すりごま,野菜

かりんとう

たまねぎ,にんじん,カレールウ,
ほうれんそう,もやし,コーンパッ

ク

406kcal

16.6g
34.6g

月平均栄養価　　　エネルギー   396kcal　　　たんぱく質   14.3g　　　脂質   13.7g

*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。

令和3年 4月     献立表

第２へきなんこども園

日付 献立名 材料名

1(木)
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

2(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

3(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

4(日)

5(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

6(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

7(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

8(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

9(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

10(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

11(日)

12(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

13(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

14(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

15(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

16(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

17(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

18(日)

19(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

20(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

21(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

22(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

23(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(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

25(日)

26(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

27(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

28(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

29(木) 昭和の日

30(金)
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3年4月   献　立　表


