
エネルギー
たんぱく質
　脂質／塩

分
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 調味料

01 550(497)

木 24(22)

20(19)

1.1(1.0)

02 605(487)

金 26(21)

17(13)

1.3(1.1)

05 543(489)

月 24(22)

17(16)

1.9(1.6)

06 538(485)

火 29(26)

19(18)

1.3(1.1)

07 550(493)

水 23(21)

14(14)

2.2(1.8)

08 587(525)

木 23(21)

24(22)

1.7(1.5)

09 524(472)

金 19(18)

18(18)

1.4(1.2)

12 512(465)

月 22(20)

15(15)

0.8(0.7)

13 596(534)

火 28(25)

23(22)

1.3(1.1)

14 563(504)

水 19(17)

19(19)

0.9(0.8)

15 561(502)

木 24(21)

22(20)

1.6(1.3)

16 677(595)

金 23(21)

23(22)

1.5(1.3)

19 573(515)

月 27(24)

21(20)

1.9(1.6)

20 576(516)

火 22(20)

24(22)

1.7(1.4)

21 564(504)

水 27(24)

15(15)

1.4(1.2)

26 604(536)

月 25(22)

22(20)

2.1(1.8)

27 495(450)

火 30(27)

15(15)

1.1(0.9)

28 740(649)

水 27(24)

28(26)

1.7(1.4)

29 605(538)

木 22(20)

23(21)

1.3(1.1)

30 570(513)

金 27(25)

23(22)

2.2(1.8)

以上児 未満児
目標量/平均栄養価 目標量/平均栄養価

熱量 630/577 530/514
タンパク質 26/25 26/22

脂質 18/20 14/19
食塩相当量 1.8/1.5 1.7/1.3

牛乳、豆腐ポンデ
ケージョ

牛乳、パイナップ
ルムース

牛乳、チーズ蒸し
パン

＊献立変更の可能性があります。ご了承ください。

★保育園で初めて食べる食材が無いようご家庭での練習をお願いします★

＊吉川産コシヒカリを使用しております。

ブロッコリー、バナナ、にん
じん、ミニトマト、こまつ
な、もやし

とうがん、バナナ、たまねぎ、こ
まつな、にんじん、えのきたけ、
トマト、きゅうり、赤ピーマン、
ねぎ、グリンピース、あおのり、
しょうが

たまねぎ、パイナップル、
キャベツ、にんじん、オレン
ジ 、オレンジジュース、えだ
まめ、ピーマン、ねぎ、しい
たけ、わかめ

牛乳、牛肉、とうふ、
チーズ、ハム、みそ

牛乳、キャロット
レーズンケーキ

牛乳、クラッカー
サンド

牛乳、ピデ（トル
コ風ピザ）

牛乳、お誕生日ト
ライフルケーキ

牛乳、のりじゃこ
トースト

牛乳、鶏むねの
コーンフレーク焼
き

牛乳、チーズまん
じゅう

ジョア、せんべ
い、バームクーヘ
ン

麦茶、牛乳もち

牛乳、焼きビーフ
ン

牛乳、米粉のバナ
ナケーキ

牛乳、アメリカン
ドッグ

酢、食塩、コンソメ

だし汁、酢、本みりん、
酒、食塩、しょうゆ

しょうゆ、酢、中華だし

だし汁、酢、酒、食塩、
鶏がらだし

3時おやつ

牛乳、マーマレー
ドケーキ

牛乳、そうめん

牛乳、鯖カレー

牛乳、大豆焼きナ
ゲット

牛乳、きらきらフ
ルーツポンチ

だし汁、酒、本みりん、
しょうゆ、食塩

酢、しょうゆ、中華だ
し、食塩

だし汁、酢、しょうゆ、
食塩、パセリ粉

酢、ケチャップ、食塩、
鶏がらだし、パセリ粉

だし汁、しょうゆ、食塩

食塩、コンソメ、パセリ
粉、こしょう

カレールウ、酒、コンソ
メ、しょうゆ、食塩

酒、酢、しょうゆ、食
塩、鶏がらだし

だし汁、酒、しょうゆ、
コンソメ

きゅうり、トマト 、オレンジ
、たまねぎ、キャベツ、黄
ピーマン、コーン、しょうが

ブロッコリー、たまねぎ、オ
レンジ、キャベツ、ミニトマ
ト、にんじん、みかん缶、も
も缶、ぶどう、ピーマン、い
ちごソース

グレープフルーツ、ブロッコ
リー、チンゲンサイ、にんじ
ん、たまねぎ、なす、ピーマ
ン、干ししいたけ、ニンニ
ク、しょうが、あおのり

しょうゆ、本みりん、食
塩、中華だし、酢、鶏が
らだし、食塩

ケチャップ、酢、酢、中
華だし、ウスターソー
ス、食塩、カレー粉、パ
セリ粉

ケチャップ、ウスター
ソース、コンソメ、食塩

酒、しょうゆ、酢、中華
だし、食塩、鶏がらだし

たまねぎ、こまつな、なす、
キャベツ、オレンジ、もや
し、ピーマン、ねぎ、にんじ
ん

バナナ 、たまねぎ、ブロッコ
リー、にんじん、もやし、こ
まつな、えのきたけ、グリン
ピース、しょうが

グレープフルーツ、トマト、
きゅうり、キャベツ、にんじ
ん、たまねぎ、ほうれんそ
う、バナナ 、さやいんげん、
ニンニク

バナナ、ブロッコリー、たま
ねぎ、にんじん、こまつな、
なめこ、グリンピース、干し
しいたけ、刻みのり

コーン、ミニトマト、ブロッ
コリー、にんじん、干しぶど
う、きゅうり、葉ねぎ

こまつな、バナナ、にんじ
ん、もやし、ミニトマト、た
まねぎ、いちごジャム、に
ら、ニンニク、しょうが

たまねぎ、ブロッコリー、
キャベツ、オレンジ、きゅう
り、ほうれんそう、トマト、
にんじん、コーン、えのきた
け

牛乳、ヨーグルト、肉
団子、とうふ、生ク
リーム、しらす干し、
ゼラチン、干しえび、
削り節

牛乳、かれい、とう
ふ、ちくわ、卵、チー
ズ、みそ

バナナ、ズッキーニ、たまね
ぎ、キャベツ、なす、にんじ
ん、トマト、マーマレード
ジャム、ピーマン

なす、バナナ、ブロッコ
リー、たまねぎ、コーン、に
んじん、きゅうり、ねぎ、わ
かめ、しょうが

たまねぎ、にんじん、オレン
ジ、きゅうり、ピーマン、え
のきたけ、ねぎ、ホールトマ
ト、にんにく、しょうが

ミニトマト、たまねぎ、オレ
ンジ 、こまつな、ほうれんそ
う、にんじん、たまねぎ、う
めぼし、わかめ、ニンニク、
しょうが

もも、みかん、にんじん、た
まねぎ、きゅうり、ブロッコ
リー、オクラ、すいか、パイ
ナップル、えのきたけ、かん
てん

こまつな、オレンジ 、コー
ン、しめじ、わかめ

バナナ、たまねぎ、かぼ
ちゃ、トマト、なす、ズッ
キーニ、きゅうり、たまね
ぎ、切り干しだいこん、にん
じん、しめじ

牛乳、鶏肉、卵、ク
リームチーズ、ツナ

牛乳、鶏肉、豚肉、大
豆、チーズ、ベーコ
ン、ハム

牛乳、ナゲット、ウイ
ンナー、ベーコン、
卵、生クリーム

牛乳、とうふ、合挽
肉、チーズ、ちくわ、
しらす干し、みそ、干
しえび

牛乳、卵、鶏肉、ツ
ナ、コンビーフ

ジョア、豚肉、鶏肉、
ハム、みそ

牛乳、豚肉、豆乳、
ベーコン、ハム、きな
粉、みそ

牛乳、さば、生揚げ、
豚肉、みそ、高野豆腐

牛乳、豚肉、大豆、
卵、ハム

米、白玉粉、強力粉、
油、オリーブ油、砂糖

米、片栗粉、油、砂
糖、ごま油

米、ホットケーキ粉、
マヨネーズ、砂糖、バ
ター、油、ごま油、ご
ま

材         料        名

牛乳、鶏肉、ベーコン

牛乳、豚肉、とうふ、
卵、油揚げ、みそ

牛乳、豚肉、さば、ハ
ム

牛乳、あじ、鶏肉、大
豆、みそ

牛乳、ヨーグルト、
卵、ハム、鶏肉、かに
かまぼこ、麩

牛乳、鶏肉、チーズ、
卵、とうふ、しらす干
し、みそ

米、じゃがいも、プチ
ゼリー、ホットケーキ
粉、砂糖、マヨネー
ズ、油

米、クラッカー、砂
糖、ごま油、ごま

米、米粉、マヨネー
ズ、砂糖、油、片栗粉

スパゲティ、米粉、砂
糖、油

牛乳、卵、鶏肉、ウイ
ンナー、とうふ、しら
す干し、みそ

牛乳、かれい、おか
ら、チーズ、ハム

米、食パン、マヨネー
ズ、片栗粉、砂糖、ご
ま油、ごま

米、コーンフレーク、
油、米粉、バター、砂
糖

米、ホットケーキ粉、
米粉、無塩バター、マ
ヨネーズ、和風ドレッ
シング、砂糖

米、バームクーヘン、
せんべい、マヨネー
ズ、ごま油、ごま

米、砂糖、片栗粉、ご
ま、ごま油

米、ビーフン、片栗
粉、砂糖、ごま油

米、じゃがいも、米
粉、砂糖、油

米、ホットケーキ粉、
油、砂糖、マヨネーズ

ご飯、エビの中華スー
プ、野菜たっぷりマー
ボー、ブロッコリーの中
華和え、ピンクグレープ
フルーツ

ご飯、チキンスープ、ス
ペイン風オムレツ、きゅ
うりとコーンのツナサラ
ダ、オレンジ

牛肉みそ丼、とうがんの
すまし汁、豆腐のサラ
ダ、バナナ

ご飯、わかめスープ、肉
団子の酢豚風、枝豆のサ
ラダ、オレンジ

ご飯、みそ汁、かれいの
黄金焼き、ブロッコリー
とちくわのサラダ、バナ
ナ

米、小麦粉、バター、
砂糖

米、干しそうめん、ご
ま、砂糖、油

米、はるさめ、バ
ター、片栗粉、砂糖、
ごま油

米、片栗粉、油、砂糖

中華めん、砂糖、ごま
油、油

ご飯、野菜スープ、ポー
クビーンズ、コールス
ローサラダ、ピンクグ
レープフルーツ

ご飯、なめこのみそ汁、
親子煮、ブロッコリーの
のりマヨ和え、バナナ

ご飯、コーンスープ、カ
レイのチーズ焼き、おか
ら入りポテトサラダ、プ
チゼリー

ご飯、にら卵スープ、中
華風ローストチキン、小
松菜のナムル、バナナ

◆トルコ料理の日◆
ご飯、豆スープ、シシ・
ケバブ、チョバンサラ
ダ、オレンジ

◆らいおん組ﾘｸｴｽﾄ献立◆
ナポリタン、ミルクスー
プ、ナゲット、ぶどう・
オレンジ

ご飯、みそ汁、あじの梅
みそ焼き、ほうれん草の
おひたし、オレンジ

七夕冷やし中華、お星さ
まスープ、シュウマイ、
ボイルブロッコリー、
ヨーグルト

ご飯、みそ汁、チキン南
蛮風、小松菜のサラダ、
オレンジ

夏野菜カレー、ズッキー
ニのスープ、切干大根の
サラダ、バナナ

ご飯、キャベツの中華
スープ、なすと豚肉のみ
そ炒め、小松菜ともやし
のナムル、オレンジ

ご飯、みそ汁、さばの照
り焼き、厚揚げのそぼろ
煮、バナナ

2021年7月　幼児月間献立表

日付 献立

ご飯、きゃべつのスー
プ、鶏肉のバーベキュー
ソース焼き、ラタトゥイ
ユ、バナナ

ご飯、なすのみそ汁、豚
肉のしょうが焼き、ブ
ロッコリーの白あえ、バ
ナナ

ご飯、豆腐すまし汁、
ポークチャップ、春雨サ
ラダ、オレンジ

ケチャップ、中濃ソー
ス、コンソメ、食塩

だし汁、酒、本みりん、
しょうゆ、めんつゆ、食
塩

だし汁、しょうゆ、酢、
カレールウ、食塩、ウス
ターソース


