
2022年

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの

ご飯 牛乳120(80)

肉団子 ヨーグルトムース

トマトの和え物

キャベツのみそ汁

ご飯 チンゲン菜とえのきのみそ汁 牛乳120(80)

あじの黄金焼き フルーツ白玉

揚げ野菜のサラダ

ゆでとうもろこし

ご飯 牛乳120(80)

鶏肉のトマトソース ねったぼ

小松菜とコーンのごま和え

豆腐となめこのみそ汁

ご飯 すいか 牛乳120(80)

豆腐バーグのあんかけ フライドポテト

モロヘイヤのお浸し

なすとベーコンのみそ汁

ご飯 かぼちゃとなすのみそ汁 牛乳120(80)

さわらのコーンマヨネーズ焼き 豆腐団子(きな粉)

きゅうりの胡麻和え

トマト

焼き鶏丼 牛乳120(80)

かぼちゃの甘煮 お菓子

豚肉となすのみそ汁

ミートスパゲティー 牛乳120(80)

蒸しかぼちゃ 甘納豆おにぎり

わかめとコーンのスープ

なし

ご飯 牛乳120(80)

かじきのさっぱり甘酢ソース ゆでとうもろこし

ひじきの煮物

豚肉となすのみそ汁

ご飯 冷凍みかん 牛乳120(80)

肉じゃが 焼きかぼちゃもち

きゅうりの中華風酢の物

ズッキーニのみそ汁

チキンドリア 牛乳120(80)

きゅうりとコーンのサラダ マカロニきな粉

豆腐とねぎのスープ

豚丼 牛乳120(80)

キャベツとささ身のサラダ お菓子

切り干しと玉葱のみそ汁

ご飯 牛乳120(80)

ツナナゲット チーズスティックパン

小松菜の納豆あえ

鶏肉と冬瓜のみそ汁

ドライカレーライス 牛乳120(80)

切干し大根のサラダ ココアういろう

チーズ

きんぴらごはん 牛乳120(80)

豆腐のコーンみそ焼き 人参ゼリー

ゆで野菜（きゅうり・人参） ビスケット

小松菜と油揚げのすまし汁

ご飯 牛乳120(80)

厚揚げと豚肉の煮物 オレンジ蒸しパン

いんげん胡麻あえ

わかめともやしのみそ汁

ご飯 牛乳120(80)

かれいのカレームニエル 冷やし汁粉

キャベツとトマトの中華あえ

かぼちゃと葱のみそ汁

きのこピラフ 牛乳120(80)

ツナサラダ お菓子

ポテトスープ
20 土

米、じゃが芋、米油 牛乳、牛乳、鶏もも肉、ツ
ナ水煮、バター

クリームコーン缶、玉ねぎ、
しめじ、いんげん、人参、
コーン、えのきたけ、椎茸、
にんにく

18 木

米、米粉、きび砂糖、米油 牛乳、生揚げ、豚肉、み
そ、ごま

もやし、玉ねぎ、オレンジ
ジュース、いんげん、人参、
わかめ

19 金

米、白玉粉、きび砂糖、小
麦粉、米油、ごま油

牛乳、かれい、豆腐、鶏さ
さ身、あずき（乾）、みそ、
油揚げ

キャベツ、南瓜、トマト、
コーン、ねぎ

16 火

米、きび砂糖、小麦粉、米
粉、米油

牛乳、豚ひき肉、牛乳、
チーズ、ツナ水煮、ごま

玉ねぎ、人参、きゅうり、
ピーマン、切り干し大根、ト
マトピューレ、にんにく、生
姜

17 水

米、白滝、押麦、きび砂
糖、マヨネーズ、ごま油、
米油

牛乳、豆腐、豚ひき肉、油
揚げ、みそ、バター、ごま

人参、りんご濃縮果汁、小
松菜、きゅうり、えのきた
け、クリームコーン缶、ごぼ
う、いんげん、寒天

13 土

米、米油 牛乳、豚肉、豚肉、鶏ささ
身、みそ、油揚げ

玉ねぎ、キャベツ、きゅう
り、切り干し大根、生姜、わ
かめ

15 月

米、ホットケーキ粉、米
粉、米油、マヨネーズ、き
び砂糖

牛乳、豆腐、納豆、ツナ水
煮、鶏ひき肉、バター、牛
乳、みそ、粉チーズ、かつ
お節

冬瓜、小松菜、玉ねぎ、人
参、ねぎ、にんにく、生姜

10 水

米、じゃが芋、米粉、きび
砂糖、米油、ごま油

牛乳、豚肉、豆腐、鶏ささ
身、みそ、油揚げ、ごま

冷凍みかん、玉ねぎ、南瓜、
もやし、人参、ズッキーニ、
きゅうり、コーン、わかめ

12 金

米、マカロニ、小麦粉、き
び砂糖、パン粉、米油

牛乳、豆腐、鶏もも肉、ツ
ナ水煮、鶏ひき肉、きな
粉、バター、粉チーズ

きゅうり、玉ねぎ、人参、
コーン、小松菜、ねぎ、マッ
シュルーム、パセリ

8 月

スパゲティー、米、米粉、
きび砂糖、米油

牛乳、豚ひき肉(赤身)、
鶏ひき肉

南瓜、なし、玉ねぎ、人参、
コーン、葉ねぎ、わかめ

9 火

米、米油、片栗粉、きび砂
糖、ごま油

牛乳、かじき、豚ひき肉
(赤身)、みそ、油揚げ

とうもろこし、玉ねぎ、な
す、人参、さやえんどう、ひ
じき、パセリ

5 金

米、米粉、白玉粉、マヨ
ネーズ、きび砂糖、小麦
粉

牛乳、さわら、豆腐、きな
粉、みそ、バター、粉チー
ズ、かつお節

トマト、南瓜、きゅうり、な
す、クリームコーン缶、ね
ぎ、パセリ

6 土

米、きび砂糖、米油 牛乳、鶏もも肉、豚ひき
肉(赤身)、みそ、ごま

南瓜、なす、玉ねぎ、人参、
きざみのり

3 水

米、さつま芋、もち米、き
び砂糖、小麦粉、米油

牛乳、鶏もも肉、豆腐、き
な粉、みそ、ごま

小松菜、なめこ、トマト、人
参、コーン、玉ねぎ、糸みつ
ば、にんにく

4 木

じゃが芋、米、米油、片栗
粉

牛乳、豆腐、鶏ひき肉、
ベーコン、みそ、ごま、か
つお節

すいか、玉ねぎ、なす、モロ
ヘイヤ、いんげん、ねぎ

1 月

米、きび砂糖、片栗粉、米
油

牛乳、豚ひき肉(赤身)、
ヨーグルト、牛乳、生ク
リーム(純生)、ツナ水煮、
みそ、油揚げ、ゼラチン

トマト、キャベツ、きゅうり、
もも缶、玉ねぎ、ねぎ、人
参、レモン、わかめ

2 火

米、米粉、白玉粉、マヨ
ネーズ、きび砂糖、小麦
粉、米油

牛乳、あじ、豆腐、みそ、
しらす干し

とうもろこし、玉ねぎ、青梗
菜、南瓜、すいか、人参、も
も缶、なし、なす、いんげ
ん、えのきたけ

　　8月予定献立表
日 曜 昼食献立名 3時おやつ

材料（昼食と午後おやつ）

体の調子を整えるもの



熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの

ご飯 牛乳120(80)

豚肉と野菜のカレー炒め 米粉ドーナツ

おくらのおかか和え

さつま芋とわかめのみそ汁

キムムッチご飯 いちごヨーグルト 牛乳120(８０)

鮭のしょうが焼き さつまいものミルクかりんとう

ゴロゴロサラダ

じゃが芋と葱のみそ汁

冷やし中華 牛乳120(80)

蒸しかぼちゃ ココアケーキ

枝豆

すいか

ご飯 しいたけとわかめの野菜スープ 牛乳120(80)

レバーの南蛮漬け かぼちゃボーロ

かぶときゅうりの塩昆布あえ

トマト

ご飯 牛乳120(80)

さばと玉ねぎのみそ煮 ごまスコーン

キャベツとおくらの和え物

じゃが芋のすまし汁

カレーうどん 牛乳120(80)

キャベツの甘酢和え お菓子

みかんヨーグルト

ご飯 牛乳120(80)

かぼちゃコロッケ ヨーグルトースト

いんげんとツナのマヨネーズあえ

豆腐とわかめのスープ

マーボー丼 牛乳120(80)

トマトのサラダ りんごシャーベット(幼児)

中華スープ 【りんごゼリー(乳児)】

ビスケット

ご飯 五目みそ汁 牛乳120(80)

凍り豆腐のオランダ煮 大豆粉のコーンパン

おくらのおかか和え

冷凍みかん

エ ネ ル ギ ー 542 ｋｃａｌ 鉄 2.3 ｍｇ

た ん ぱ く 質 21.6 ｇ カ ル シ ウ ム 247 ｍｇ

脂　　　質 17.6 ｇ ビ タ ミ ン C 24 ｍｇ

塩　　　分 1.5 ｇ 食 物 繊 維 4.7 ｇ

※0～２歳児クラスは午前のおやつに牛乳７０ｍｌ(月・水・金)または豆乳７０ｍｌ(火・木)とビスケットまたはクラッカーが出ます。
※アレルギーをお持ちの園児については、アレルゲンの除去または代替えで対応しています。
 (鶏卵、鶏卵を含む食材の使用はありません。)

※食材の納入状況により、やむを得ずメニューの変更をする場合があります。ご了承ください。

１か月の平均栄養量
（幼児・おやつ含む）

30 火

米、押麦、きび砂糖、米
油、ごま油、片栗粉

牛乳、豆腐、りんごシャー
ベット　、豚ひき肉(赤
身)、鶏ひき肉、みそ

トマト、玉ねぎ、ねぎ、青梗
菜、えのきたけ、人参、パセ
リ、生姜、【かんてん、りんご
濃縮果汁、りんご缶】

31 水

米、米油、白玉粉、片栗
粉、米粉、きび砂糖

牛乳、鶏むね肉、豆乳、凍
り豆腐、大豆粉、みそ、油
揚げ、かつお節

冷凍みかん、玉ねぎ、大根、
キャベツ、人参、オクラ、青
梗菜、コーン、ねぎ、ごぼう

27 土

ゆでうどん、きび砂糖、米
油

牛乳、ヨーグルト、豚肉、
ツナ水煮、ごま

なつみかん缶、玉ねぎ、人
参、キャベツ、ねぎ、きゅう
り

29 月

米、食パン、小麦粉、パン
粉、マヨネーズ、きび砂
糖、米油

牛乳、豆腐、ヨーグルト、
ツナ水煮、豚ひき肉(赤
身)、鶏ひき肉、バター、
ごま

南瓜、いんげん、玉ねぎ、ね
ぎ、人参、マーマレード、
コーン、わかめ

25 木

米、きび砂糖、米粉、片栗
粉、米油

牛乳、豚レバー、ベーコ
ン、豆乳、ごま

トマト、きゅうり、かぶ、玉
ねぎ、南瓜、ねぎ、人参、か
ぶ・葉、干椎茸、塩こんぶ、
わかめ

26 金

米、ホットケーキ粉、じゃ
が芋、きび砂糖、米油

牛乳、さば、豆乳、みそ、
ごま

玉ねぎ、キャベツ、しめじ、
人参、ねぎ、オクラ、生姜

23 火

米、さつま芋、じゃが芋、
きび砂糖、米油、ごま油

牛乳、ヨーグルト、さけ、
みそ、脱脂粉乳、ごま

キャベツ、きゅうり、人参、
いちごジャム、ねぎ、焼き
のり、生姜、にんにく

24 水

焼きそばめん、ホットケー
キ粉、きび砂糖、米油、ご
ま油、粉糖

牛乳、鶏ささ身、豆乳、生
クリーム(純生)

すいか、南瓜、きゅうり、枝
豆、もも缶、トマト、わかめ

体の調子を整えるもの

22 月

米、さつま芋、米粉、米
油、きび砂糖、片栗粉

牛乳、豚肉、豆乳、みそ、
きな粉、黒ごま、かつお
節

玉ねぎ、オクラ、人参、ピー
マン、ねぎ、わかめ

日 曜 昼食献立名 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

不足しがちな栄養素

暑い日が続くと、食事もさっぱりしたものに

なりがちですが、そればかりではスタミナ不

足が心配です。体をつくるたんぱく質や、体

の機能を維持するビタミンやミネラルが不足

すると、夏バテでさまざまな症状が出てしま

います。特に夏場はエネルギー代謝に必要な

ビタミンB 群が不足しがちなので、豚肉やレ

バー、うなぎ、えだまめ、ごま、胚芽米など、

ビタミンB1の豊富な食材を摂るようにしま

しょう。

ごまちんすこう

(材料)１０個分
砂糖・・・・・・大さじ２・1/2(２３ｇ)
油・・・・・・・・・大さじ２弱(２３ｇ)
小麦粉・・・・・・・大さじ７強(６５ｇ)
塩・・・・・・・・・・・・ひとつまみ
すりごま・・・・・・・・・小さじ1/2

(作り方)
１ 砂糖、油、塩、すりごまをよく混ぜる。
２ 小麦粉を加えさっくり混ぜる。
３ 厚さ5ｍｍ位の好きな形に形作る。
４ 170℃のオーブンで13分焼く。
５ 冷めたら出来上がり！


