
10時のおやつ 10時のおやつ

（3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児

とうもろこしご飯 精白米 若鶏もも スイートコーン エネルギー 538 Kcal 609 Kcal ピラフ 精白米 ベーコン たまねぎ エネルギー 519 Kcal 559 Kcal

チキンカツ 薄力粉 鶏卵 キャベツ お好み焼き たんぱく質 20.6ｇ 22.6ｇ 春雨サラダ 有塩バター ロースハム にんじん さつまいも たんぱく質 15.3ｇ 14.9ｇ

キャベツとハムのサラダ パン粉 ロースハム きゅうり 脂  質 22.1 ｇ 24.0 ｇ キャベツとしめじのスープ 調合油 コーン缶詰粒 蒸しパン 脂  質 16.4 ｇ 16.2 ｇ

じゃがいもとさやえんどうの味噌汁 調合油 淡色辛みそ にんじん 牛乳 ヨーグルト はるさめ マッシュルーム

マヨネーズ 鶏ひき肉 たまねぎ マヨネーズ グリーンピース 牛乳

じゃがいも さくらえび素干し さやえんどう さつまいも きゅうり

きつねうどん ゆでうどん 油揚げ ほうれんそう エネルギー 499 Kcal 588 Kcal ひき肉カレー 精白米 ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 616 Kcal 685 Kcal

豆腐入り松風焼き 三温糖 鶏卵 長ねぎ きな粉揚げパン たんぱく質 24.2ｇ 28.6ｇ カリカリベーコンサラダ 有塩バター ベーコン にんじん マドレーヌ たんぱく質 19.7ｇ 21.0ｇ

茹でブロッコリー いりごま なると みついしこんぶ 脂  質 20.5 ｇ 24.7 ｇ 冬瓜とコーンの中華スープ 調合油 鶏卵 さやいんげん 脂  質 28.1 ｇ 30.8 ｇ

果物 コッペパン 削り節 しょうが 牛乳 キャンディーチーズ 三温糖 キャベツ 牛乳

調合油 鶏ひき肉 ブロッコリー 薄力粉 アスパラガス

砂糖 木綿豆腐 くだもの 無塩バター きゅうり

ネバネバ丼 精白米 納豆 きざみのり エネルギー 544 Kcal 616 Kcal わかめご飯 精白米 さば 乾わかめ エネルギー 476 Kcal 531 Kcal

人参しりしり 押麦 しらす干し にんじん ハムチーズ たんぱく質 22.4ｇ 25.0ｇ さばの香味焼き 餃子の皮 かつお節 にんじん アップルパイ たんぱく質 19.4ｇ 21.2ｇ

キャベツと油揚げの味噌汁 調合油 削り節 キャベツ トースト 脂  質 21.8 ｇ 23.7 ｇ 牛乳 オクラと人参のおかか和え 砂糖 木綿豆腐 長ねぎ 脂  質 16.6 ｇ 17.1 ｇ

ミニゼリー 食パン まぐろ油漬缶詰 豆腐となめこの味噌汁 調合油 淡色辛みそ オクラ 牛乳

ソフトマーガリン 油揚げ 牛乳 果物 粉糖 なめこ

マヨネーズ 淡色辛みそ くだもの

三色丼 精白米 鶏ひき肉 ほうれんそう エネルギー 512 Kcal 567 Kcal たまごドック コッペパン 鶏卵 きゅうり エネルギー 497 Kcal 558 Kcal

切り干し大根のサラダ 押麦 鶏卵 切干しだいこん ポンデケージョ たんぱく質 20.9ｇ 22.8ｇ 野菜とウインナーのソテー ソフトマーガリン ウインナーソーセージ キャベツ 梅としらす たんぱく質 15.5ｇ 16.1ｇ

えのきとお麩のすまし汁 三温糖 削り節 きゅうり 脂  質 16.3 ｇ 16.8 ｇ 豆乳 かぼちゃのポタージュ マヨネーズ 生クリーム たまねぎ おにぎり 脂  質 20.7 ｇ 22.1 ｇ

果物 いりごま パルメザンチーズ にんじん 牛乳 果物 調合油 しらす干し にんじん

調合油 えのきたけ 有塩バター かぼちゃ 麦茶

観世ふ くだもの 精白米 くだもの

ご飯 精白米 ぶたばら しょうが エネルギー 471 Kcal 521 Kcal さんまのかば焼丼 精白米 さんま 乾ひじき エネルギー 471 Kcal 646 Kcal

豚肉の生姜焼き 調合油 しらす干し たまねぎ かぼちゃの たんぱく質 16.7ｇ 17.6ｇ ひじきと生揚げの煮物 押麦 生揚げ にんじん ピザポテト たんぱく質 16.7 ｇ 24.5 ｇ

キャベツとしらすの和え物 三温糖 かつお節 こねぎ 水ようかん 脂  質 21.6 ｇ 23.1 ｇ 牛乳 ミニトマト 片栗粉 鶏卵 ミニトマト 脂  質 21.6 ｇ 29.1 ｇ

大根と厚揚げの味噌汁 生揚げ キャベツ かき卵汁 調合油 削り節 切りみつば 牛乳

淡色辛みそ きゅうり 牛乳 果物 三温糖 ベーコン えのきたけ

乾わかめ じゃがいも ピザ用チーズ くだもの

七夕そうめん そうめん ロースハム にんじん エネルギー 471 Kcal 635 Kcal ご飯 精白米 はんぺん さやいんげん エネルギー 508 Kcal 570 Kcal

さつまいも天ぷら 三温糖 鶏卵 オクラ キラキラドック たんぱく質 16.7ｇ 21.1ｇ はんぺんチーズフライ 薄力粉 切れてるチーズ にんじん ガーリック たんぱく質 19.1 ｇ 20.7 ｇ

竹輪の磯辺揚 さつまいも 削り節 みついしこんぶ 脂  質 21.6 ｇ 21.3 ｇ 豆乳 いんげんのごま味噌あえ パン粉 鶏卵 オクラ トースト 脂  質 19.0 ｇ 20.0 ｇ

ミニトマト 天ぷら粉 焼き竹輪 あおのり 牛乳 豆腐とオクラのすまし汁 調合油 淡色辛みそ えのきたけ

果物 調合油 生クリーム ミニトマト いりごま 木綿豆腐 みついしこんぶ 牛乳

ロールパン くだもの 三温糖 削り節 にんにく

鶏塩バターラーメン 中華めん 鶏むね しょうが エネルギー 511 Kcal 565 Kcal 和風きのこスパゲティー マカロニ・スパゲティ ベーコン たまねぎ エネルギー 501 Kcal 521 Kcal

シュウマイ ごま油 鶏卵 長ねぎ フルーツポンチ たんぱく質 18.0 ｇ 19.1 ｇ パンプキンサラダ オリーブ油 ロースハム にんじん ヨーグルト たんぱく質 15.7 ｇ 15.2 ｇ

きゅうりのナムル 有塩バター シュウ ほうれんそう 脂  質 15.5 ｇ 15.7 ｇ 31 豆乳 野菜スープ 有塩バター まいたけ 脂  質 15.3 ｇ 15.0 ｇ

ヨーグルトドリンク 調合油 ドリンクヨーグルト りょくとうもやし おせんべい 果物 マヨネーズ えのきたけ おせんべい

三温糖 にんじん しょうゆせんべい 黄ピーマン

しょうゆせんべい きゅうり くだもの

麦ご飯 精白米 あじ たまねぎ エネルギー 492 Kcal 548 Kcal

あじの南蛮漬 押麦 木綿豆腐 赤ピーマン じゃがバター たんぱく質 20.9ｇ 22.8ｇ

ほうれん草の白和え 薄力粉 油揚げ 黄ピーマン 茹でとうもろこし 脂  質 17.0 ｇ 17.4 ｇ

かぶと油揚げの味噌汁 調合油 淡色辛みそ ほうれんそう

三温糖 にんじん 牛乳

いりごま かぶ

ロールパン ロールパン ぎんざけ ブロッコリー エネルギー 478 Kcal 537 Kcal

さけのムニエル 薄力粉 ロースハム キャベツ ツナ昆布 たんぱく質 19.5ｇ 21.3ｇ

ミモザサラダ 調合油 鶏卵 にんじん おにぎり 脂  質 18.8 ｇ 19.9 ｇ

じゃがいもとベーコンのスープ 有塩バター ベーコン たまねぎ

果物 じゃがいも まぐろ油漬缶詰(白) くだもの 麦茶

精白米 塩昆布
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※材料の都合により、変更することがあります。
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7月の旬の食材

えだまめ

きゅうり

とうがん

トマト

とうもろこし

なす すいか

体を冷やしてくれる食べ物

夏野菜には、きゅうり、トマト、なす、レタス、かぼちゃなど、

体の余分な熱を取ったり、汗で失われるミネラルやビタミンを豊富に

含むものがあります。これらを食べて夏を乗り切りましょう。

今年も、園長先生の畑で収穫されたきゅうりやなす、トマトなどを

子ども達が給食室へ届けに来てくれます。電解水を使用してよく洗い、

生の食感を味わえるように、その場で食べてみたり、食事のおかずの

一品として提供していきます。どうぞお楽しみに♡


