
(主食)  ごはん、パン、
     めんの料理

(主菜) 　肉、魚、卵、
　　　　大豆・大豆製品の料理

(副菜) 野菜、芋、海草
　　きのこが中心の料理

その他

せんべい ★ごはん ★大豆入り肉じゃが ★きゅうりのおかか和え ★みそ汁 ★スティックパン

　なす　油揚げ　味噌 ★せんべい

麦茶 ★牛乳

ビスケット ★さつま芋レモン煮 3・31日★スープ ★おかかおにぎり

　ねぎ　わかめ　コンソメ　塩 　米　かつお節　しょうゆ

牛乳 3・31日★チーズ ★スティックきゅうり

17日★飲むヨーグルト ★麦茶

せんべい ★春雨サラダ ★みそ汁 ★ホットケーキ

　きゃべつ　えのき　味噌
　小麦粉　卵　牛乳　バター　砂糖
B.P　油　シロップ

麦茶 ★せんべい

★牛乳

ハーベストセサミ ★ごはん ★魚の味噌つけ焼き ★切干大根の煮物 ★みそ汁 ★お好みパン

　（ふりかけ） 　かじき　しょうが　味噌　みりん　油 　豆腐　ねぎ　味噌 ★ミニゼリー

牛乳 ★牛乳

★グレープフルーツ

ビスケット ★ごはん ★豚肉のしょうが焼き ★お浸し ★みそ汁 ★いなり寿司

　 　豚肉　しょうが　玉ねぎ　しょうゆ　油 　かぼちゃ　油揚げ　味噌
　米　砂糖　塩　酢　油揚げ　しょうゆ
みりん

牛乳 ★スティックきゅうり

★ヨーグルト ★麦茶

せんべい ★冷麦 ★ごま和え ★ヨーグルト ★バームクーヘン

★バナナ ★せんべい

麦茶 ★麦茶 ★牛乳

せんべい ★夏野菜カレー ★グリーンサラダ ★スープ ★焼き団子（3・4・5歳）

　豆腐　わかめ　コンソメ　塩 ★せんべい（0・1・2歳）

麦茶 ★フルーツゼリー

★チーズ ★牛乳

ギンビスアスパラ ★冷やし中華 ★じゃが芋甘煮 ★ジョア(3・4・5歳） ★わかめおにぎり

　じゃが芋　砂糖　しょうゆ ★ヤクルト（0・1・2歳） 　米　わかめ　塩

牛乳
★味付小魚(2・3・4・5歳）
★せんべい（0・1歳）

★バナナ ★麦茶

せんべい ★ごはん ★魚の照り焼き ★海苔和え ★野菜スープ ★ミルクプリン

　鮭　しょうゆ　みりん　油 　牛乳　砂糖　ゼラチン　いちごジャム

麦茶
★枝豆（3・4・5歳）
★せんべい(0・1・2歳）

★トマト ★牛乳

たべっこ動物 ★ごはん ★なすと豚肉の味噌炒め ★かぼちゃ煮 ★すまし汁 ★ドーナツ

　（ふりかけ） 　かぼちゃ　砂糖　しょうゆ　 　豆腐　わかめ　しょうゆ　塩　★せんべい

りんごジュース ★牛乳

★ヨーグルト

ビスコ ★ごはん ★つくね焼き ★スティックきゅうり ★みそ汁 ★とうもろこし

　じゃが芋　ねぎ　味噌 ★カルシウムせんべい

牛乳 ★プチトマト ★牛乳

★チーズ

せんべい ★おかか和え ★みそ汁 ★お好みパン

わかめ　ねぎ　味噌 ★せんべい

麦茶 ★牛乳

★ヨーグルト

せんべい ★ごはん ★油淋鶏 ★ごま和え ★すまし汁 ★フライドポテト

　玉ねぎ　オクラ　しょうゆ　塩 　じゃが芋　塩　油

麦茶 ★ハーベストセサミ

★メロン ★牛乳

570 21.1 ☆給食だよりは裏面です。
491 17.8 *献立は行事などの都合で変更になる場合があります。               　    　未満児

 *だし汁はかつお節、煮干し、昆布からとっています。　　今月の栄養量（平日平均値）   　エネルギー　kcal           蛋白質　ｇ

14
28

（土）

（木）

20
（金）
行事
食

 *油はなたね油を中心にしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　以上児

（金）

13
27

　鶏肉　塩　こしょう　片栗粉　ねぎ
にんにく　しょうが　しょうゆ　酒　砂糖　酢
ごま油

３０年７月　土曜日付き　基本献立　　                                                                                                                         保育幼稚園課

（土）

4
18

午後のおやつ

(月）

（火）

10
24

　冷麦　豚肉　青菜　ねぎ　人参　しょうゆ　みりん 　きゃべつ　人参　ごま
しょうゆ　砂糖

5
19

日

9
30

午前の
おやつ

昼　　　　　　　　　　　　　　　　食

（月）

（火）

12
26

（水）

11
25

　鶏ひき肉　玉ねぎ　パン粉　スキムミルク
塩　卵　油　砂糖　しょうゆ　片栗粉

★肉豆腐丼

2
23

7
21

3
17
31

（木）

6

（金）

(水）

　大豆　豚肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ
しらたき　いんげん　砂糖　しょうゆ　塩
みりん　油

　きゅうり　もやし　かつお節
しょうゆ

3・31日★ミートソーススパゲティ

　スパゲティ　豚ひき肉　玉ねぎ　トマト　人参　マッシュルーム
ピーマン　ケチャップ　ソース　油　米粉 　さつま芋　レモン果汁

砂糖　塩
17日★冷やし肉味噌うどん

　きゃべつ　玉ねぎ　コンソメ
塩

　豚肉　なす　玉ねぎ　人参　酒　砂糖
味噌　しょうゆ　片栗粉　ごま油

　うどん　豚ひき肉　味噌　玉ねぎ　青菜　人参　砂糖　しょうゆ
みりん　油　片栗粉

★マーボー豆腐丼

　米　豆腐　豚ひき肉　玉ねぎ　人参　ねぎ　にんにく　しょうが　砂糖
しょうゆ　味噌　油　鶏がらスープの素　片栗粉　ごま油

　春雨　きゅうり　人参　しょうゆ
砂糖　酢　ごま油

　切干大根　人参　油揚げ
砂糖　干し椎茸　しょうゆ
みりん　油

　青菜　もやし　かつお節
しょうゆ

　青菜　もやし　ごま　しょうゆ
砂糖

　米　豚肉　ベーコン　かぼちゃ　玉ねぎ　なす　ピーマン　セロリ
トマト　しょうが　にんにく　りんご　油　コンソメ　ソース　ケチャップ
小麦粉　カレー粉　バター　牛乳

　レタス　きゅうり　コーン
レモン果汁　砂糖　塩　油

　中華麺　鶏肉　トマト　もやし　きゅうり　砂糖　しょうゆ　酢　ごま油
鶏がらスープの素

　ほうれん草　もやし　海苔
しょうゆ

米　豆腐　豚肉　人参　ねぎ　しらたき　しょうゆ　みりん　片栗粉 もやし　オクラ　かつお節
しょうゆ

夏野菜をたべて暑い夏をのりきろう！！
今回はこどもたちが育てている夏野菜のひとつ、オクラと枝豆について紹介します。

おいしいオクラ：
緑が濃い・うぶ毛が密生・みずみずしい・角がはっきり・長さ6～8㎝の未熟なも

おいしい枝豆：
実が揃っている・しっかり膨らんでいる・うぶ毛が濃い

枝豆は良質なたんぱく質と緑黄色
野菜のいいとこどり！
糖質からエネルギーをつくるとき
に必要なビタミンB1が豊富にふく
まれているので、スタミナ不足解
消にも効果を発揮します。

オクラのネバネバが、胃腸の回
復を助けて、夏バテに効果大◎
肉・卵・大豆・魚などと一緒に
食べるとたんぱく質の吸収
UP！

実はカルシウム含有量も野菜の中でもトップクラス！

オクラ ９０㎎
枝豆 ７６㎎ （可食部１００g中）



(主食)  ごはん、パン、
     めんの料理

(主菜) 　肉、魚、卵、
　　　　大豆・大豆製品の料理

(副菜) 野菜、芋、海草
　　きのこが中心の料理

その他

せんべい ★ごはん ★大豆入り肉じゃが ★きゅうりのおかか和え ★みそ汁 ★スティックパン（卵・乳あり）

　なす　油揚げ　味噌 ★せんべい

麦茶 ★牛乳

ビスケット ★さつま芋レモン煮 3・31日★スープ ★おかかおにぎり
（アンパンマン
幼児用ビスケット） 　ねぎ　わかめ　コンソメ　塩 　米　かつお節　しょうゆ

牛乳 3・31日★チーズ ★スティックきゅうり

17日★飲むヨーグルト ★麦茶

せんべい ★春雨サラダ ★みそ汁 ★ホットケーキ

　きゃべつ　えのき　味噌
　小麦粉　卵　牛乳　バター　砂糖
B.P　油　シロップ

麦茶 ★せんべい

★牛乳

ハーベストセサミ ★ごはん ★魚の味噌つけ焼き ★切干大根の煮物 ★みそ汁 ★お好みパン

　（ふりかけ） 　かじき　しょうが　味噌　みりん　油 　豆腐　ねぎ　味噌 　　ジャムサンド（卵なし乳あり）

牛乳 ★ミニゼリー

★グレープフルーツ ★牛乳

ビスケット ★ごはん ★豚肉のしょうが焼き ★お浸し ★みそ汁 ★いなり寿司
（マンナビスケット）

　豚肉　しょうが　玉ねぎ　しょうゆ　油 　かぼちゃ　油揚げ　味噌
　米　砂糖　塩　酢　油揚げ　しょうゆ
みりん

牛乳 ★スティックきゅうり

★ヨーグルト ★麦茶

せんべい ★冷麦 ★ごま和え ★ヨーグルト ★バームクーヘン（卵・乳あり）

★バナナ ★せんべい

麦茶 ★麦茶 ★牛乳

せんべい ★夏野菜カレー ★グリーンサラダ ★スープ ★焼き団子（3・4・5歳）

　豆腐　わかめ　コンソメ　塩 ★せんべい（0・1・2歳）

麦茶 ★フルーツゼリー

★チーズ ★牛乳

ギンビスアスパラ ★冷やし中華 ★じゃが芋甘煮 ★ジョア(3・4・5歳） ★わかめおにぎり

　じゃが芋　砂糖　しょうゆ ★ヤクルト（0・1・2歳） 　米　わかめ　塩

牛乳
★味付小魚(2・3・4・5歳）
★せんべい（0・1歳）

★バナナ ★麦茶

せんべい ★ごはん ★魚の照り焼き ★海苔和え ★野菜スープ ★ミルクプリン

　鮭　しょうゆ　みりん　油 　牛乳　砂糖　ゼラチン　いちごジャム

麦茶
★枝豆（3・4・5歳）
★せんべい(0・1・2歳）

★トマト ★牛乳

たべっこ動物 ★ごはん ★なすと豚肉の味噌炒め ★かぼちゃ煮 ★すまし汁 ★ドーナツ（卵・乳あり）

　（ふりかけ） 　かぼちゃ　砂糖　しょうゆ　 　豆腐　わかめ　しょうゆ　塩　★せんべい

りんごジュース
三島海苔ふりかけ（卵・乳なし）

★牛乳

★ヨーグルト

ビスコ ★ごはん ★つくね焼き ★スティックきゅうり ★みそ汁 ★とうもろこし

　じゃが芋　ねぎ　味噌 ★カルシウムせんべい

牛乳 ★プチトマト ★牛乳

★チーズ

せんべい ★おかか和え ★みそ汁 ★お好みパン

わかめ　ねぎ　味噌 　黒糖蒸しパン（卵乳なし）

麦茶 ★せんべい

★ヨーグルト ★牛乳

せんべい ★ごはん ★油淋鶏 ★ごま和え ★すまし汁 ★フライドポテト

　玉ねぎ　オクラ　しょうゆ　塩 　じゃが芋　塩　油

麦茶 ★ハーベストセサミ

★メロン ★牛乳

☆給食だよりは裏面です。
 *だし汁はかつお節、煮干し、昆布からとっています。　　今月の栄養量（平日平均値）   　エネルギー　kcal           蛋白質　ｇ
 *油はなたね油を中心にしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　以上児
 *献立は行事などの都合で変更になる場合があります。               　    　未満児

14
28

★肉豆腐丼

米　豆腐　豚肉　人参　ねぎ　しらたき　しょうゆ　みりん　片栗粉 もやし　オクラ　かつお節
しょうゆ

（土）

20
（金）
行事
食

　鶏肉　塩　こしょう　片栗粉　ねぎ
にんにく　しょうが　しょうゆ　酒　砂糖　酢
ごま油

　青菜　もやし　ごま　しょうゆ
砂糖

12
26

　豚肉　なす　玉ねぎ　人参　酒　砂糖
味噌　しょうゆ　片栗粉　ごま油

（木）

13
27 　鶏ひき肉　玉ねぎ　パン粉（卵乳なし）

　スキムミルク 塩　卵　油　砂糖　しょうゆ
　片栗粉

（金）

10
24

　中華麺（卵あり）　鶏肉　トマト　もやし　きゅうり　砂糖　しょうゆ
酢　ごま油　鶏がらスープの素

（火）

11
25

　ほうれん草　もやし　海苔
しょうゆ

　きゃべつ　玉ねぎ　コンソメ
塩

（水）

7
21 　冷麦　豚肉　青菜　ねぎ　人参　しょうゆ　みりん 　きゃべつ　人参　ごま

しょうゆ　砂糖
（土）

9
30

　米　豚肉　ベーコン（卵乳あり）　　かぼちゃ　玉ねぎ　なす
ピーマン　セロリ　トマト　しょうが　にんにく　りんご　油　コンソメ
ソース　ケチャップ　小麦粉　カレー粉　バター　牛乳

　レタス　きゅうり　コーン
レモン果汁　砂糖　塩　油

（月）

5
19

　切干大根　人参　油揚げ
砂糖　干し椎茸　しょうゆ
みりん　油（木）

6
　青菜　もやし　かつお節
しょうゆ

（金）

　うどん　豚ひき肉　味噌　玉ねぎ　青菜　人参　砂糖　しょうゆ
みりん　油　片栗粉

4
18

★マーボー豆腐丼

　米　豆腐　豚ひき肉　玉ねぎ　人参　ねぎ　にんにく　しょうが　砂糖
しょうゆ　味噌　油　鶏がらスープの素　片栗粉　ごま油

　春雨　きゅうり　人参　しょうゆ
砂糖　酢　ごま油

(水）

2
23

　大豆　豚肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ
しらたき　いんげん　砂糖　しょうゆ　塩
みりん　油

　きゅうり　もやし　かつお節
しょうゆ

(月）

3
17
31

3・31日★ミートソーススパゲティ

　スパゲティ　豚ひき肉　玉ねぎ　トマト　人参　マッシュルーム
ピーマン　ケチャップ　ソース　油　米粉 　さつま芋　レモン果汁

砂糖　塩

（火）
17日★冷やし肉味噌うどん

３０年７月　土曜日付き　基本献立　  アレルギー                                                                                                                         保育幼稚園課

日
午前の
おやつ

昼　　　　　　　　　　　　　　　　食
午後のおやつ


