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2016年07月 献　　　立　　　表 認定こども園 OURS(一般)

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 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 体の調子を整えるもの

御飯 白桃ゼリー 牛乳130 御飯 里芋の煮物 牛乳

きのこのスープ スイートポテト みそ汁 きなこバナナ

エビ・カニカマフライ（付け合せ） サバの香味焼き

マカロニサラダ ひじきときゅうりのサラダ

焼きもろこし飯 パイナップル 牛乳130 御飯 ミニトマト 牛乳

みそ汁 こんぶおにぎり 吉野汁 かぼちゃプリン

豚肉のしょうが焼き 豚肉と野菜のごま炒め

白和え キャベツのおかか和え

御飯 りんご 牛乳130 焼きそば 牛乳

みそ汁 豆乳寒天 ゆでとうもろこし セサミクッキー

ぶりの照焼き フランクフルト

ほうれん草と油揚げの煮びたし .すいか

焼きうどん 牛乳130 ジャンバラヤ 牛乳130

わかめスープ てりやきトースト 豆乳スープ（白菜・えのき） じゃがりこ(手作り）

棒々鶏風サラダ トマトの和え物

ぶどうゼリー

パン（キャロット） キウイフルーツ 牛乳130 黒糖パン キウイフルーツ 牛乳130

野菜のクリームスープ 黒糖蒸しぱん 野菜スープ 蒸しパン（小豆）

たらのカレー照り焼き 鶏肉のコーンフライ

トマトの和え物 ブロッコリーのたまねぎドレッシング

御飯 オレンジ 牛乳130 夏野菜カレー 牛乳130

みそ汁 肉まん パスタサラダ カリカリトースト

チキン南蛮 メロン

【七夕】そうめん 牛乳130 御飯 オレンジ 牛乳

鶏のから揚げ 七夕ゼリー 鶏肉のさっぱり煮 カステラ

かぼちゃの煮付け ほうれん草とじゃこのお浸し

すいか 吉野汁

チキントマトピラフ 牛乳130 御飯 バナナ 牛乳

コンソメスープ 大学芋 あじの南蛮漬け お好み焼き

ポテトコロッケ ひじきのマヨネーズサラダ

バナナ みそ汁

ミートソースパスタ 牛乳130 わかめ御飯 パイン缶 牛乳

キャベツとウインナーのスープ アップルパイ 擬製豆腐 焼きドーナツ

はく菜とちくわのサラダ ほうれん草のごま和え（もやし）

麩のすまし汁

御飯 メロン 牛乳130 ロールパン すいか 牛乳

中華スープ メロンパン風 鶏肉のマーマレード焼き 水菜の塩焼きそば

春巻き アップルドレッシングサラダ

厚揚げの炒め物 はるさめスープ

御飯(わかめ） りんごゼリー 牛乳130 和風スパゲッティー 牛乳

みそ汁（かぼちゃ・ねぎ） ゆでとうもろこし ポテトサラダ ピーチケーキ

ハニーチキン コンソメスープ

切干し大根の旨煮 キウイフルーツ

ジャムサンド(ブルーベリー) 牛乳130 食パン(ブルーベリージャム) メロン 牛乳

ミネストローネスープ ビーフン（焼き） 鮭のタンドリー風 骨太チャーハン

ブロッコリーとちくわのサラダ ハワイアンサラダ

オレンジ 野菜スープ

キッズビビンバ 牛乳130 御飯 オレンジ 牛乳

中華スープ ラスク・きな粉 豚肉のプルコギ風 ゆでとうもろこし

フルーツポンチ　 はるさめサラダ

チンゲンサイのスープ

ツナサンド 牛乳130 きつねうどん 牛乳

野菜スープ（キャベツ） おにぎり（みそ焼き） 白身魚の照り焼き 梅おにぎり

大豆とジャコの甘辛煮 キャベツの磯あえ

パイナップル パイン缶

御飯 いんげんのおかかあえ 牛乳130 御飯 バナナ 牛乳

みそ汁（こまつな・なめこ） チーズケーキ 大豆入りチキンナゲット パイナップルスコーン

ハンバーグ ツナフレンチサラダ

かぼちゃのサラダ オニオンスープ

ラーメン（もやし・にら） 牛乳 エ ネ ル ギ ー 1291 ｋｃａｌ 鉄 6.2 ｍｇ

えび餃子 蒸しパン（黒糖） た ん ぱ く 質 58.8 ｇ カ ル シ ウ ム 469 ｍｇ

杏仁豆腐 脂　　　質 36.7 ｇ ビ タ ミ ン C 106 ｍｇ

塩　　　分 5.8 ｇ 食 物 繊 維 11.5 ｇ

材料（昼食と午後おやつ）
曜 昼食献立名 3時おやつ

材料（昼食と午後おやつ）

※仕入れの状況によりメニューの変更をすることがあります。

いんげんとブロッコリーのごまきなこあえ

日 曜 昼食献立名 3時おやつ 10時おやつ

18

1 金

さつまいも、七分つき
米、マヨネーズ、マカ
ロニ、小麦粉、パン
粉、砂糖、油

牛乳、卵、ツナ油漬
缶、バター、バナメイ
エビ、かにかまぼこ

もも缶（白桃）、きゅうり、
にんじん、たまねぎ、コー
ン缶、サニーレタス、しめ
じ、粉かんてん

17

10時おやつ 日

19

日

さといも、米、砂糖、フ
レンチドレッシング

牛乳、さば、きな粉、
米みそ（淡色辛み
そ）、ハム、油揚げ

バナナ、きゅうり、たまね
ぎ、なす、ねぎ、にんじ
ん、コーン缶、いんげん、
ひじき、しょうが

2 土

七分つき米、じゃがい
も、油、砂糖、すりご
ま

牛乳、豚肉(肩ロー
ス)、木綿豆腐、米み
そ（淡色辛みそ）

パイナップル、たまねぎ、
コーン（冷凍）、ほうれん
そう、にんじん、ひじき、
こんぶ佃煮、焼きのり、
カットわかめ、しょうが

20

月

米、砂糖、じゃがい
も、油、小麦粉、ご
ま、片栗粉

牛乳、豚肉(ロース)、
卵、油揚げ、無塩バ
ター、かつお節

たまねぎ、かぼちゃ、ミニ
トマト、きゅうり、キャベ
ツ、ねぎ、だいこん、にん
じん、こまつな、にんに
く、しょうが

3 日

米、砂糖、小麦粉、油 牛乳、豆乳、ぶり、米
みそ（淡色辛みそ）、
油揚げ

りんご、ほうれんそう、だ
いこん、しめじ、みかん
缶、さくらんぼ缶、キウイ
フルーツ、にんじん、カッ
トわかめ、粉かんてん

21

火

焼きそばめん、小麦
粉、砂糖、ごま、油

牛乳、ウインナーソー
セージ、豚肉(ばら)、
バター、卵

すいか、とうもろこし、キャ
ベツ、たまねぎ、にんじ
ん、あおのり

4 月

ゆでうどん、食パン、
マヨネーズ、ごま油、
砂糖、ねりごま

牛乳、豚肉(肩ロース)
スライス、鶏ささ身、ツ
ナ水煮缶、白みそ、
かつお節

ぶどう濃縮果汁、キャベ
ツ、レタス、きゅうり、もや
し、にんじん、ねぎ、コー
ン（冷凍）、カットわかめ、
焼きのり、粉かんてん

22

水

七分つき米、じゃがい
も、片栗粉、油、砂
糖、オリーブ油

牛乳、豆乳、鶏もも肉
(皮なし)　小間、ウイ
ンナーソーセージ、ツ
ナ水煮缶

キャベツ、トマト、たまね
ぎ、きゅうり、えのきたけ、
にんじん、コーン（冷
凍）、ピーマン、赤ピーマ
ン、にんにく

5 火

コッペパン、小麦粉、
黒砂糖、油、砂糖、片
栗粉

牛乳、たら、ツナ油漬
缶、バター

キウイフルーツ、トマト、
きゅうり、たまねぎ、ブロッ
コリー、にんじん

23

木

ロールパン、小麦粉、
コーンフレーク、油、
米粉、砂糖

牛乳、鶏むね肉、豆
乳、つぶしあん（砂糖
添加）、ちくわ

キウイフルーツ、ブロッコ
リー、にんじん、もやし、
たまねぎ、こまつな

6 水

米、小麦粉、じゃがい
も、マヨネーズ、砂
糖、すりごま、油、ごま
油、片栗粉

牛乳、卵、豚ひき肉、
米みそ（淡色辛み
そ）、きな粉、鶏もも肉
（皮なし）　50ｇ、鶏も
も肉（皮なし）　80ｇ、

オレンジ、いんげん、たま
ねぎ、ブロッコリー、たけ
のこ、レモン果汁、カット
わかめ

24

金

米、食パン、マヨネー
ズ、スパゲティ、小麦
粉、油

牛乳、豚ひき肉、
ベーコン、ハム

メロン（緑肉）、たまねぎ、
なす、ズッキーニ、きゅう
り、キャベツ、にんじん、
にんにく、しょうが

7 木

干しそうめん、油、砂
糖、上新粉

牛乳、鶏もも肉、卵、
ハム

すいか、かぼちゃ、オク
ラ、粉かんてん、しょう
が、にんにく、パイン缶

25

土

米、ホットケーキ粉、
砂糖、じゃがいも、は
ちみつ、油、片栗粉

牛乳、鶏もも肉（皮付
き）、卵、しらす干し、
油揚げ

オレンジ、ほうれんそう、
だいこん、にんじん、こま
つな、しょうが

8 金

さつまいも、じゃがい
も、七分つき米、油、
砂糖、パン粉、小麦
粉、黒ごま

牛乳、鶏むね肉、豚
ひき肉、牛ひき肉、
卵、バター

バナナ、たまねぎ、いん
げん、にんじん、サン
チュ

26

日

米、さといも（冷凍）、
小麦粉、マヨネーズ、
油、片栗粉、砂糖、す
りごま

牛乳、あじ、豚肉(も
も)、米みそ（淡色辛
みそ）、干しえび、か
つお節

バナナ、トマト、キャベ
ツ、ねぎ、きゅうり、ひじ
き、にんじん、コーン缶、
あおのり

9 土

スパゲティ、砂糖、
油、ごま油、春巻きの
皮

牛乳、豚ひき肉、牛
ひき肉、ウインナー
ソーセージ、ちくわ、
粉チーズ

はくさい、トマト、たまね
ぎ、にんじん、りんご、
キャベツ

27

月

米、小麦粉、砂糖、
油、ごま、焼ふ、粉糖

牛乳、木綿豆腐、卵、
絹ごし豆腐、豚ひき
肉

パイン缶、もやし、ほうれ
んそう、にんじん、たまね
ぎ、しいたけ、えのきた
け、葉ねぎ、グリンピース
（冷凍）

10 日

米、食パン、春巻きの
皮、小麦粉、油、片栗
粉、砂糖、ごま油

牛乳、豚ひき肉、生
揚げ、豚肉(もも)　スラ
イス、木綿豆腐、無塩
バター

メロン（緑肉）、にんじん、
チンゲンサイ、もやし、た
まねぎ、グリーンアスパラ
ガス、しめじ、しょうが

28

火

ロールパン、焼きそば
めん、はるさめ、ごま
油、オリーブ油、砂
糖、ごま

牛乳、鶏もも肉、ハ
ム、ベーコン、干しえ
び

すいか、キャベツ、たま
ねぎ、みずな、きゅうり、
マーマレード、りんご、こ
まつな、トマト

11 月

米、砂糖、はちみつ、
油、上新粉

牛乳、鶏もも肉、ちく
わ、米みそ（淡色辛み
そ）、油揚げ

とうもろこし、かぼちゃ、り
んご濃縮果汁、にんじ
ん、ねぎ、サラダ菜、切り
干しだいこん、カットわか
め、干ししいたけ、粉か

29

水

スパゲティ、じゃがい
も、小麦粉、砂糖、油

牛乳、卵、ベーコン、
ツナ油漬缶、バター

キウイフルーツ、たまね
ぎ、もも缶（白桃）、にんじ
ん、きゅうり、キャベツ、ほ
うれんそう、しめじ、コー
ン（冷凍）

12 火

コッペパン、ビーフ
ン、じゃがいも、油、ご
ま油、マヨネーズ

牛乳、卵、ウインナー
ソーセージ、ホイップ
クリーム

オレンジ、たまねぎ、にん
じん、ブロッコリー、トマト
ジュース缶、トマト、キャ
ベツ、ブルーベリージャ
ム、ピーマン、セロリ、干

30

木

食パン、米、油、ご
ま、砂糖、ごま油

牛乳、さけ　40ｇ、卵、
しらす干し、ベーコ
ン、ヨーグルト(無糖)、
干しえび

メロン（緑肉）、キャベツ、
もやし、にんじん、ねぎ、
きゅうり、こまつな、パイン
缶

13 水

砂糖、米、フランスパ
ン、ごま、油、片栗
粉、ごま油

牛乳、豚ひき肉、鶏
ひき肉、卵、バター、
きな粉

もやし、ほうれんそう、バ
ナナ、パイナップル、す
いか、にんじん、たまね
ぎ、ねぎ、黒きくらげ

31

金

米、はるさめ、ごま、
砂糖、油、ごま油

牛乳、豚肉(もも)、
ベーコン、ハム

とうもろこし、オレンジ、た
まねぎ、きゅうり、なす、
チンゲンサイ、にんじん、
ピーマン、しいたけ

14 木

食パン、米、片栗粉、
油、砂糖、ごま、マヨ
ネーズ、すりごま

牛乳、ゆで大豆、ツナ
水煮缶、しらす干し、
米みそ（淡色辛みそ）

パイナップル、キャベツ、
ほうれんそう、たまねぎ、
えのきたけ、にんじん、
きゅうり

１か月の平均栄養量

土

ゆでうどん、米、砂
糖、ごま

牛乳、油揚げ、たら
40ｇ、かつお節、たら
50ｇ、たら　30ｇ

パイン缶、キャベツ、にん
じん、ねぎ、ほうれんそ
う、うめ干し、あおのり

15 金

米、砂糖、パン粉、マ
ヨネーズ、小麦粉

牛乳、牛ひき肉、ク
リームチーズ、豚ひき
肉、卵、生クリーム、
米みそ（淡色辛み
そ）、ヨーグルト(無

かぼちゃ、たまねぎ、い
んげん、きゅうり、だいこ
ん、こまつな、ねぎ、にん
じん、なめこ、コーン缶、
レモン果汁

（幼児・おやつ含む）

日

米、ホットケーキ粉、
油、片栗粉、砂糖

牛乳、鶏ひき肉、木
綿豆腐、ゆで大豆、
無塩バター、鶏もも
肉、ツナ油漬缶

バナナ、たまねぎ、キャ
ベツ、パイン缶、にんじ
ん、きゅうり、パセリ

16 土

生中華めん、小麦
粉、砂糖、油、黒砂
糖、ぎょうざの皮、片
栗粉

牛乳、豚肉(肩)、豆
乳、白身魚すり身、え
び、木綿豆腐、ゼラチ
ン

もやし、にら、にんじん、
コーン缶、たまねぎ


