
あか みどり きいろ
ちやにくになるもの からだのちょうしをととのえるもの ねつやちからになるもの

<旬の食材　えだまめ> だっしふんにゅう たまねぎ　かぼちゃ　えだまめ トマトケチャップ

かぼちゃコロッケ だいず にんじん　コーン　きゅうり あぶら　パンこ　こむぎこ

まめまめサラダ　オレンジ チーズ オレンジ かたくりこ　マヨネーズ

とりにく たまねぎ　にんじん　ねぎ あぶら　さとう

たまご ふともやし　きゅうり じゃがいも

ロースハム　きざみのり りんご　 ごまあぶら

<歯と口の衛生こんだて> ツナ　こうやどうふ にんじん　ごぼう　ほししいたけ さとう

さんしょくどん きんしたまご しょうが　ほうれんそう　こまつな アーモンドスライス

かみかみサラダ　Ｆｅチーズ ロースハム　ちりめん　チーズ キャベツ　コーン

とりにく たまねぎ　にんじん　グリンピース じゃがいも

スキムミルク プルーン　パイナップル　りんご あぶら　さとう　ゼリー

バナナ　おうとう カレールー（乳・小麦）

さかなすりみ　チーズ　たまご キャベツ　たまねぎ　にんじん あぶら　パンこ

ぶたにく　あおのり ふともやし　ねぎ　ピーマン こむぎこ　トマトケチャップ

けずりこ ブロッコリー　ゆかり やきそばめん　てんかす

ぶたにく にんじん　たまねぎ　いとこんにゃく あぶら　さとう

さつまあげ（小麦） グリンピース　きりぼしだいこん じゃがいも

ロースハム きゅうり　バナナ ごま　マヨネーズ

<旬の食材　とうもろこし> ベーコン たまねぎ　にんじん　グリンピース かんきつドレッシング

コーンクリームシチュー スキムミルク　ぎゅうにゅう コーン　クリームコーン　キャベツ あぶら　じゃがいも

フレンチサラダ ロースハム　チーズ きゅうり　レーズン シチュールー（乳・小麦）

<旬の食材　さくらんぼ> とりにく　ぎゅうにく たまねぎ パンこ　ゼリー

ハンバーグ　きせつのさくらんぼゼリー だいずたんぱく　めひじき きゅうり　にんじん さとう　トマトケチャップ

ひじきとだいずのサラダ だいず　チーズ ごま　　マヨネーズ

ベーコンポテトグラタン ベーコン　わかめ たまねぎ　しめじ　パセリ じゃがいも　こむぎこ　

ムギムギスープ　 チーズ　ぎゅうにゅう キャベツ　にんじん　コーン パンこ　ﾏｰｶﾞﾘﾝ（乳）

ウィンナー おしむぎ　

たまご たまねぎ　にんじん　ほうれんそう さとう　あぶら

あいミンチ ほししいたけ スパゲティ

ツナ きゅうり　コーン　 マヨネーズ

チキンボールのチリソース とりにく　たまご たまねぎ　しろねぎ パンこ　カレーこ

バンサンスー だっしふんにゅう きゅうり　にんじん トマトケチャップ　さとう

　オレンジ きんしたまご　ロースハム オレンジ はるさめ　ごまあぶら　

ぶたにく たまねぎ　にんじん　ピーマン あぶら　さとう

だいず ブロッコリー じゃがいも　トマトケチャップ

ツナ マヨネーズ

やさいたっぷりはるまき とりにく　だいずたんぱく キャベツ　ねぎ　たけのこ あぶら　こむぎこ

みそラーメン　 ぶたにく　わかめ たまねぎ　にんじん　ふともやし かたくりこ　はるさめ　ごま

パインかん みそ コーン　パイナップル　ゆかり ちゅうかそば　ごまあぶら

ぶたにく たまねぎ　にんじん　グリンピース あぶら　さとう　ハヤシルー（小麦）　さとう

ロースハム マッシュルーム　トマトかん　きゅうり マカロニ　マヨネーズ　きょうりきこ

てづくりごまパン スキムミルク コーン　キャベツ　 ごま　　ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ　ﾄﾞﾗｲｲｰｽﾄ

とりにくのゴマてりやき とりにく きゅうり　にんじん さとう　

ちゅうかサラダ わかめ コーン ごま　はるさめ　ごまあぶら

　バナナ ツナ バナナ 　

しろみざかなフライ オーロラソース ホキ たまねぎ　にんじん あぶら　こむぎこ

こふきいも あおのり コーン　クリームコーン　 パンこ　じゃがいも　トマトケチャップ

　コーンスープ ベーコン　ぎゅうにゅう パセリ マヨネーズ　かたくりこ　クルトン

マーボーどうふ ぶたミンチ　とうふ　みそ にんじん　たまねぎ　ねぎ あぶら　さとう

うまうまサラダ　 ロースハム しょうが　にんにく　ほししいたけ かたくりこ

オレンジ しおこんぶ　はなかつお キャベツ　きゅうり　コーン　オレンジ トマトケチャップ
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一口クッキング
『バンサンスー』

材料（幼児１人分） 作り方
春雨 ６ｇ １）春雨はゆでて水で冷やし、５㎝長さに切っておきます。
きゅうり １５ｇ 錦糸卵を作って、千切りにします。
人参 ５ｇ ２）人参は千切りにしてゆでて冷却、きゅうりも千切りにして塩もみ、
錦糸卵 ５ｇ ロースハムは千切にして、炒めておきます。
ロースハム ２ｇ ３）具材、調味液をそれぞれ合わせて、できあがりです。
酢 ２．５ｃｃ
砂糖 １．５ｇ

醤油 ２．５ｃｃ

だんだん暑くなってきました。今月は、のどごしの良いバンサンスーを紹介します。
こどもたちも大好きな、春雨の冷たい中華サラダです。


