
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 メロン 牛乳 エネルギー 664 kcal ジャージャー麺 牛乳 エネルギー 764 kcal

中華スープ てりやきトースト たんぱく質 23.0 ｇ 中華スープ 焼おにぎり たんぱく質 34.8 ｇ

プルコギ風炒め 脂 質 25.9 ｇ もやしときゅうりのサラダ 脂 質 28.5 ｇ

かぼちゃのサラダ カルシウム 207 mg みかん カルシウム 239 mg

エビのトマトクリームスパゲティ ぶどうゼリー 牛乳 エネルギー 795 kcal 御飯 バナナ 牛乳 エネルギー 580 kcal

コンソメスープ パイナップルスコーン たんぱく質 29.0 ｇ みそ汁 じゃこトースト たんぱく質 22.2 ｇ

タラの香草パン粉焼き 脂 質 26.8 ｇ 肉豆腐 脂 質 20.2 ｇ

キャベツとコーンのサラダ カルシウム 274 mg コールスローサラダ カルシウム 235 mg

御飯 キウイフルーツ 牛乳 エネルギー 597 kcal 人参としらすの御飯 オレンジ 牛乳 エネルギー 555 kcal

みそ汁 抹茶とさつま芋の蒸しパン たんぱく質 19.4 ｇ けんちん汁 ポンデケージョ（トマト） たんぱく質 23.2 ｇ

はんぺんフライ 脂 質 17.1 ｇ 豚肉のしょうが焼き 脂 質 21.3 ｇ

筑前煮 カルシウム 248 mg ほうれん草のごま和え カルシウム 300 mg

塩焼きそば アセロラゼリー 牛乳 エネルギー 817 kcal かえるパン あじさいゼリー 牛乳 エネルギー 817 kcal

野菜スープ 鮭のおにぎり たんぱく質 30.9 ｇ ミネストローネスープ 骨太チャーハン たんぱく質 30.1 ｇ

レンコン入りつくね 脂 質 25.8 ｇ ミートローフ 脂 質 35.0 ｇ

白菜と油揚げの煮浸し カルシウム 269 mg フライドポテト カルシウム 293 mg

鶏ごぼう御飯 みかん 牛乳 エネルギー 627 kcal キッズビビンバ 牛乳 エネルギー 662 kcal

わかめスープ ポンデケージョ（チーズ） たんぱく質 25.6 ｇ 冷や汁（宮崎県） みたらし団子 たんぱく質 23.4 ｇ

さばのかば焼き 脂 質 21.0 ｇ フルーツポンチ 脂 質 19.6 ｇ

切干し大根の旨煮 カルシウム 300 mg カルシウム 294 mg

ほうれん草パン バナナ 牛乳 エネルギー 792 kcal カルボナーラ風うどん 牛乳 エネルギー 572 kcal

豆乳スープ 紅芋ちんすこう たんぱく質 26.1 ｇ ひじきのつくね焼き 豆腐ドーナツ たんぱく質 21.6 ｇ

ミートボールのソース炒め 脂 質 31.0 ｇ 白菜と油揚げのお浸し 脂 質 23.0 ｇ

そら豆入りポテトサラダ カルシウム 240 mg カットマンゴー カルシウム 330 mg

御飯 キウイフルーツ 牛乳 エネルギー 592 kcal 御飯 キウイフルーツ 牛乳 エネルギー 604 kcal

こづゆ(福島県) おやつピザ たんぱく質 26.0 ｇ ベーコンとレタスのスープ さつまいもパイ たんぱく質 21.7 ｇ

白身魚のフライ 脂 質 14.9 ｇ メンチカツ 脂 質 21.5 ｇ

海苔あえ カルシウム 239 mg ごまじゃこサラダ カルシウム 248 mg

冷やし中華 牛乳 エネルギー 606 kcal チャーハン 豆乳プリン 牛乳 エネルギー 632 kcal

えびしゅうまい きなこ餅 たんぱく質 29.8 ｇ 野菜スープ 黒糖わらび餅 たんぱく質 26.9 ｇ

華風和え 脂 質 15.1 ｇ コーンシュウマイ 脂 質 20.5 ｇ

マンゴープリン カルシウム 236 mg 彩りナムル カルシウム 246 mg

御飯 オレンジ 牛乳 エネルギー 637 kcal 御飯 メロン 牛乳 エネルギー 660 kcal

はるさめスープ スイートポテト たんぱく質 19.3 ｇ みそ汁 フレンチトースト たんぱく質 27.7 ｇ

焼肉 脂 質 21.2 ｇ 松風焼き・豆腐いり 脂 質 21.5 ｇ

マカロニサラダ カルシウム 222 mg ひじきの煮物 カルシウム 301 mg

御飯 パイン缶 牛乳 エネルギー 671 kcal わかめ御飯 パイン缶 牛乳 エネルギー 530 kcal

豚汁 カステラ たんぱく質 22.2 ｇ 麩のすまし汁 お好み焼き風 たんぱく質 22.7 ｇ

揚げだし豆腐 脂 質 23.7 ｇ 鮭のちゃんちゃん焼き 脂 質 13.1 ｇ

棒々鶏風サラダ カルシウム 251 mg きんぴらごぼう カルシウム 222 mg

御飯 白桃缶 牛乳 エネルギー 568 kcal サラダうどん 牛乳 エネルギー 646 kcal

すまし汁 アメリカンドッグ たんぱく質 23.4 ｇ ジャージャン豆腐 昆布のおにぎり たんぱく質 21.9 ｇ

豚肉と厚揚げの味噌炒め 脂 質 21.5 ｇ ピーチゼリー 脂 質 21.5 ｇ

なめたけ和え カルシウム 267 mg カルシウム 254 mg

ひじきと御飯 メロン 牛乳 エネルギー 633 kcal 御飯 キウイフルーツ 牛乳 エネルギー 714 kcal

ワンタンスープ ココアちんすこう たんぱく質 22.3 ｇ みそ汁 ガーリックシュリンプトースト たんぱく質 29.1 ｇ

さばのみそ煮 脂 質 21.3 ｇ ソースかつ（長野県） 脂 質 26.0 ｇ

トマトの和え物 カルシウム 186 mg ひじきのサラダ カルシウム 225 mg

しょうゆラーメン 牛乳 エネルギー 889 kcal 黒糖パン みかん缶 牛乳 エネルギー 746 kcal

春巻き チキンライス たんぱく質 31.8 ｇ かぼちゃのポタージュ ビーフン炒め たんぱく質 28.0 ｇ

小松菜とツナの和え物 脂 質 20.1 ｇ えびチリ豆腐 脂 質 24.9 ｇ

りんごゼリー カルシウム 239 mg きゅうりとささみの酢和え カルシウム 284 mg

焼き飯茶漬け（島根県） 牛乳 エネルギー 544 kcal キーマカレー 牛乳 エネルギー 809 kcal

鶏じゃが メロンパン風トースト たんぱく質 18.4 ｇ マカロニサラダ 肉まん たんぱく質 22.5 ｇ

五目きんぴら 脂 質 13.4 ｇ フルーツゼリー 脂 質 30.5 ｇ

バナナ カルシウム 183 mg カルシウム 235 mg

食パン・いちごジャム キウイフルーツ 牛乳 エネルギー 618 kcal

オニオンスープ じゃこごまおにぎり たんぱく質 27.9 ｇ

鮭のクリーム煮 脂 質 16.1 ｇ

アスパラとキャベツの和風サラダ カルシウム 270 mg

カレーピラフ すいか 牛乳 エネルギー 688 kcal エ ネ ル ギ ー 668 ｋｃａｌ 鉄 2.5
コンソメスープ ココアブラウニー たんぱく質 24.5 ｇ た ん ぱ く 質 25.2 ｇ カ ル シ ウ ム 253
ハンバーグ・エビフライ 脂 質 26.9 ｇ 脂　　　質 22.3 ｇ ビ タ ミ ン C 32
ほうれん草とコーンの和え物 カルシウム 247 mg 塩　　　分 3.0 ｇ 食 物 繊 維 4.4

七分つき米、小麦粉、マカロ
ニ、オリーブ油、マヨネーズ、
砂糖、はちみつ、ごま油

牛乳、豚ひき肉、ハム

牛乳、絹ごし豆腐、えび、調製
豆乳、鶏ささ身、豚肉(肩ロー
ス)、ベーコン、かにかまぼこ、
無塩バター

※仕入れの状況によりメニューが変更することがあります。

金

16 金

七分つき米、小麦粉、砂糖、パ
ン粉、油

牛乳、豚ひき肉、えび、牛ひき
肉、無塩バター、豆乳、バ
ター、かつお節

すいか、たまねぎ、ほうれんそ
う、にんじん、キャベツ、もや
し、コーン缶、しめじ、グリン
ピース（冷凍）、セロリ

牛乳、豆乳、さけ、しらす干
し、白みそ、ツナ油漬缶

15 木

たまねぎ、キウイフルーツ、い
ちごジャム、キャベツ、ほうれ
んそう、にんじん、グリーンア
スパラガス、しめじ、パセリ、
焼きのり、干ししいたけ

13 火

生中華めん、七分つき米、春巻
きの皮、油、砂糖、片栗粉

牛乳、豚ひき肉、焼き豚、ツナ
油漬缶、鶏ひき肉

バナナ、れんこん、にんじん、
たまねぎ、いんげん、さやえん
どう
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12 月

りんご濃縮果汁、もやし、にん
じん、こまつな、たまねぎ、
コーン缶、きゅうり、キャベ
ツ、にら、ピーマン、粉かんて
ん

ゆでうどん、七分つき米、砂
糖、マヨネーズ、ごま

もも缶（白桃）、キャベツ、に
んじん、チンゲンサイ、しめ
じ、こんぶ佃煮、コーン（冷
凍）、カットわかめ、粉かんて
ん

牛乳、豚肉(肩ロース)　スライ
ス、生揚げ、米みそ（淡色辛み
そ）、ツナ味付缶、油揚げ

火

水

七分つき米、食パン、じゃがい
も、小麦粉、砂糖、しらたき、
油、グラニュー糖、ごま油

牛乳、鶏もも肉(皮なし)　小間
15ｇ、ちくわ、豚ひき肉、米み
そ（淡色辛みそ）、無塩バター

黒糖パン、ビーフン、油、砂
糖、小麦粉、ごま油、片栗粉

たまねぎ、かぼちゃ、みかん
缶、もやし、チンゲンサイ、に
んじん、にら、きゅうり、ね
ぎ、切り干しだいこん木

牛乳、豚肉(ヒレ)、バナメイエ
ビ、ツナ味付缶、米みそ（淡色
辛みそ）、卵、無塩バター

食パン、七分つき米、片栗粉、
ごま、油、砂糖、ごま油

ホールトマト缶詰、たまねぎ、キャベ
ツ、トマトジュース缶（食塩無添
加）、にんじん、りんご、ピーマン、
なす、きゅうり、パイン缶、たけの
こ、さくらんぼ缶、キウイフルーツ、
にんにく、粉かんてん

食パン、七分つき米、オリーブ
油、マヨネーズ、小麦粉、パン
粉、はちみつ、ごま、砂糖

水

七分つき米、小麦粉、砂糖、
油、ワンタンの皮、ごま油

牛乳、さば、ツナ水煮缶、鶏ひ
き肉、米みそ（淡色辛みそ）

メロン（緑肉）、トマト、きゅ
うり、はくさい、にんじん、ひ
じき、ねぎ、しょうが

キウイフルーツ（黄）、にんじ
ん、キャベツ、チンゲンサイ、
だいこん、もやし、コーン（冷
凍）、えだまめ（冷凍）、レモ
ン果汁、ひじき

11 日

七分つき米、ホットケーキ粉、
砂糖、油

牛乳、豚肉(肩ロース)　スライ
ス、生揚げ、魚肉ソーセージ、
卵、米みそ（淡色辛みそ）、油
揚げ

ほうれんそう、もも缶（白
桃）、チンゲンサイ、にんじ
ん、えのきたけ、もやし、なめ
たけ

メロン（緑肉）、かぼちゃ、な
す、たまねぎ、にんじん、ね
ぎ、ひじき、さやえんどう、あ
おのり

10 土

七分つき米、砂糖、強力粉、小
麦粉、油、マヨネーズ、板こん
にゃく、はちみつ、片栗粉、ね
りごま、ごま油

牛乳、木綿豆腐、卵、鶏ささ
身、豚肉(肩ロース)、米みそ
（淡色辛みそ）、白みそ、油揚
げ

だいこん、パイン缶、レタス、
なす、かぼちゃ、きゅうり、ね
ぎ、にんじん、ごぼう、コーン
（冷凍） 月

七分つき米、小麦粉、マヨネー
ズ、焼ふ、砂糖、ごま、ごま油

牛乳、さけ、白みそ、鶏ひき
肉、バター、干しえび

にんじん、キャベツ、パイン
缶、ごぼう、たまねぎ、えのき
たけ、ほうれんそう、にら、し
めじ

牛乳、豆乳、卵、豚ひき肉、焼
き豚、きな粉、ゼラチン

たまねぎ、ほうれんそう、もや
し、コーン（冷凍）、にんじ
ん、キャベツ、ねぎ、えのきた
け、コーン缶、しょうが

七分つき米、食パン、砂糖、片
栗粉、ごま、ごま油

牛乳、鶏ひき肉、卵、木綿豆
腐、米みそ（淡色辛みそ）、油
揚げ、無塩バター

9 金

さつまいも、七分つき米、マヨ
ネーズ、マカロニ、砂糖、はる
さめ、油、片栗粉、ごま、ごま
油

牛乳、豚肉(もも)、ツナ油漬
缶、無塩バター

オレンジ・ネーブル、きゅう
り、たまねぎ、にんじん、チン
ゲンサイ、えのきたけ、コーン
缶、ピーマン 日

七分つき米、さつまいも、パン
粉、砂糖、小麦粉、春巻きの
皮、ごま、マヨネーズ、油、片
栗粉

牛乳、牛ひき肉、豚ひき肉、
卵、ベーコン、ちりめんじゃこ

キャベツ、キウイフルーツ、し
めじ、レタス、たまねぎ、こま
つな

8 木

ゆで中華めん、白玉粉、砂糖、
ぎょうざの皮、片栗粉、ごま
油、油

牛乳、豆乳、卵、ハム、白身魚
すり身、えび、木綿豆腐、きな
粉、ツナ油漬缶、ゼラチン

きゅうり、もやし、たまねぎ、
マンゴー、にんじん

土

七分つき米、砂糖、片栗粉、黒
砂糖、ごま、ごま油

7 水

食パン、七分つき米、パン粉、
油、さといも、小麦粉、玉麩、
しらたき

牛乳、メルルーサ、鶏もも肉、
とろけるチーズ、卵

キウイフルーツ、キャベツ、も
やし、たまねぎ、コーン缶、に
んじん、しめじ、ピーマン、た
けのこ、しいたけ、焼きのり 金

牛乳、絹ごし豆腐、豚ひき肉、
鶏ひき肉、さば(水煮)、米みそ
（淡色辛みそ）

もやし、ほうれんそう、きゅう
り、たまねぎ、もも缶（白
桃）、みかん缶、にんじん、り
んご（缶詰）、さくらんぼ(米国
産）、パイン缶、しそ、ねぎ、
しょうが、にんにく

6 火

ほうれん草パン、じゃがいも、
小麦粉、砂糖、油、マヨネー
ズ、片栗粉

牛乳、豆乳、豚ひき肉、鶏ひき
肉、木綿豆腐、ツナ油漬缶、
ベーコン

バナナ、チンゲンサイ、たまね
ぎ、にんじん、はくさい、えの
きたけ、そらまめ、きゅうり

木
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牛乳、鶏ひき肉、木綿豆腐、
ベーコン、粉チーズ、油揚げ、
無塩バター

じゃがいも、ロールパン、七分
つき米、油、片栗粉、砂糖、ご
ま、ごま油

牛乳、豚ひき肉、木綿豆腐、ウ
インナーソーセージ、卵、ちく
わ、しらす干し、干しえび

たまねぎ、りんご濃縮果汁、ぶ
どう濃縮果汁、トマトジュース
缶、きゅうり、にんじん、ね
ぎ、トマト、キャベツ、セロ
リ、粉かんてん、ひじき、にん
にく

5 月

七分つき米、白玉粉、砂糖、
油、片栗粉

牛乳、さば、鶏もも肉(皮なし)
小間、ウインナーソーセージ、
油揚げ、粉チーズ

みかん、にんじん、コーン缶、
ごぼう、切り干しだいこん、ね
ぎ、えだまめ（冷凍）、カット
わかめ 水

七分つき米、白玉粉、砂糖、ご
ま、片栗粉、ねりごま、油、ご
ま油

4 日

焼きそばめん、七分つき米、砂
糖、油、ごま、片栗粉

牛乳、鶏ひき肉、卵、豚肉(ば
ら)、さけ（塩）、油揚げ

はくさい、アセロラ（果汁１
０％飲料）、にんじん、キャベ
ツ、もやし、たまねぎ、れんこ
ん、こまつな、ひじき、焼きの
り、粉かんてん

火20

バナナ、きゅうり、キャベツ、
はくさい、にんじん、コーン
（冷凍）、しめじ、ほうれんそ
う、カットわかめ、あおのり

3 土

七分つき米、小麦粉、じゃがい
も、さつまいも、油、パン粉、
板こんにゃく、砂糖

牛乳、はんぺん、豆乳、鶏もも
肉、米みそ（淡色辛みそ）、
チーズ、ハム

キウイフルーツ（黄）、にんじ
ん、チンゲンサイ、れんこん、
たけのこ（ゆで）、ごぼう、い
んげん、カットわかめ 月

七分つき米、白玉粉、すりご
ま、油、砂糖、ごま油

牛乳、豚肉(肩ロース)、ハム、
しらす干し、粉チーズ、木綿豆
腐、鶏もも肉、油揚げ

オレンジ・ネーブル、ほうれん
そう、にんじん、トマト、たま
ねぎ、だいこん、しめじ、コー
ン（冷凍）、ごぼう、ねぎ、
しょうが

ぶどう濃縮果汁、キャベツ、ト
マトピューレ、パイン缶、たま
ねぎ、コーン（冷凍）、グリー
ンアスパラガス、にんじん、セ
ロリ、にんにく、カットわか
め、粉かんてん

牛乳、豚ひき肉、ハム、かつお
節

七分つき米、食パン、マヨネー
ズ、砂糖、油

牛乳、木綿豆腐、牛肉(もも)、
ハム、米みそ（淡色辛みそ）、
油揚げ、しらす干し

日

七分つき米、食パン、マヨネー
ズ、ごま油、はるさめ、砂糖、
ごま、油

牛乳、牛肉(肩)、ツナ水煮缶 メロン（緑肉）、かぼちゃ、も
やし、きゅうり、にんじん、た
まねぎ、ピーマン、コーン缶、
にら、焼きのり

材料（昼食と午後おやつ）

ゆで中華めん、七分つき米、ご
ま油、ごま、油、砂糖、片栗粉

2 金

1 木

昼食献立名 3時おやつ

スパゲティ、ホットケーキ粉、
砂糖、油、パン粉、オリーブ油

牛乳、たら、生クリーム、バナ
メイエビ、無塩バター、粉チー
ズ

日 曜

土

2017年　 6月 　        　こ　ん　だ　て　だ　よ　り
材料（昼食と午後おやつ）

　　認定こども園　ＯＵＲＳ

栄　養　価 日

17

18

19

3時おやつ曜 昼食献立名

みかん、たまねぎ、もやし、
きゅうり、にんじん、はくさ
い、ねぎ、トマト、チンゲンサ
イ、しいたけ、にら、にんに
く、しょうが

ｍｇ
ｇ

22

23

24

25

26

27

ゆでうどん、ホットケーキ粉、
油、砂糖、片栗粉、グラニュー
糖

はくさい、クリームコーン缶、
マンゴー、たまねぎ、にんじ
ん、しめじ、えだまめ（冷
凍）、ひじき

（幼児・おやつ含む）

栄　養　価

ｍｇ

（幼児クラス）

29

30

１か月の平均栄養量 ｍｇ

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1495675550/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NvemFpLXNpdGUuY29tL2lsbHVzdC9pbWcvMDZfdHN1eXUwMV8xMS5naWY-/RS=%5EADBVy4FwdwCUXayeWBryYlr81sgy6E-;_ylt=A2RimFMe4SRZ_U8AQjiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1495675550/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NvemFpLXNpdGUuY29tL2lsbHVzdC9pbWcvMDZfdHN1eXUwMV8xMS5naWY-/RS=%5EADBVy4FwdwCUXayeWBryYlr81sgy6E-;_ylt=A2RimFMe4SRZ_U8AQjiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1495675638/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3B1dGl5YS5jb20vNmdhdHUvdHV5dS90dXl1MDIvNmdhdHVfdHV5dTAzX2RfMDcucG5n/RS=%5EADBEQOQNeEV1VQAITpr4IXiUdMMf1g-;_ylt=A2RivbZ24SRZJwMAgEiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1495675638/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3B1dGl5YS5jb20vNmdhdHUvdHV5dS90dXl1MDIvNmdhdHVfdHV5dTAzX2RfMDcucG5n/RS=%5EADBEQOQNeEV1VQAITpr4IXiUdMMf1g-;_ylt=A2RivbZ24SRZJwMAgEiU3uV7

