
2021年07月 献    　  立      　表 粉河保育園(一般)

エネルギー

たんぱく質
　脂質／塩分
 (  )は未満児

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

01 575(522)

木 20.6(17.1)

17.9(16.2)

3.2(2.4)

02 560(452)

金 17.7(12.8)

22.7(14.8)

2.8(2.1)

03
土
05 550(464)

月 22.4(21.1)

19.3(16.8)

2.1(1.9)

06 563(495)

火 25.9(19.6)

17.0(15.6)

2.7(2.2)

07 547(385)

水 15.0(9.6)

17.3(12.5)

2.4(1.8)

08 612(528)

木 16.6(13.4)

18.0(14.5)

1.7(1.4)

09 483(413)

金 17.7(15.1)

12.6(9.8)

2.3(1.7)

10
土
12 522(443)

月 21.3(17.2)

18.0(11.9)

2.3(1.8)

13 534(400)

火 12.2(10.7)

19.8(15.6)

2.6(2.2)

14 555(415)

水 17.7(11.4)

22.3(15.5)

2.6(1.8)

15 536(511)

木 21.3(19.6)

17.6(15.2)

2.3(1.9)

16 609(457)

金 17.6(13.1)

9.9(8.3)

4.0(3.1)

17
土
19 567(439)

月 29.7(21.6)

18.1(11.9)

2.5(2.0)

20 581(425)

火 16.2(11.9)

27.0(17.6)

1.6(1.2)

21 533(437)

水 19.9(15.8)

16.2(10.9)

2.2(1.6)

24
土
26 487(465)

月 14.9(13.3)

11.2(12.4)

1.8(1.5)

27 513(387)

火 24.9(17.2)

15.9(12.8)

3.1(2.4)

28 449(449)

水 15.5(16.3)

13.3(15.7)

1.8(1.8)

29 532(498)

木 21.8(18.9)

26.9(25.6)

1.6(1.3)

30 514(449)

金 14.7(12.2)

18.6(12.2)

2.4(1.9)

31
土

※仕入れ材料の都合により献立内容を変更することもありますので、ご了承下さい。

★手作り又は少し手を加えたおやつです。

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ) 10時おや

つ  (乳児）
3時おやつ

幼児りんご えびせん、牛
乳

中華丼、ｷｬﾍﾞﾂとツナのサラダ、たまご
スープ、ぶどうゼリー

米、片栗粉、○ミロ、ごま油、○リ
ングドーナツ、ぶどうゼリー、◎白
い風船

○牛乳、豚肉、卵、ツナ、赤板か
まぼこ

はくさい、キャベツ、たまねぎ、に
んじん、たけのこ、ねぎ、いんげ
ん、しいたけ

ノンオイル減塩和風ドレッシ
ング、中華だし、しょうゆ、
酒、塩、おろししょうが、おろ
しにんにく、こしょう

白い風船 リングドーナ
ツ、アイスミロ

ロールパン、かぼちゃひき肉フライ、ほ
うれん草の和え物、コーンスープ

コーンスープ、油、砂糖、ロール
パン、かぼちゃひき肉フライ、○
かっぱえびせん、○1才からの
かっぱえびせん

○牛乳、牛乳、錦糸卵、脱脂粉
乳

ほうれんそう、にんじん、◎幼児り
んごジュース

とんかつソース、うすくちしょ
うゆ

御飯、鮭の塩焼き、マカロニサラダ、み
そ汁（豆腐）、フルーツ（パイン缶）

米、マヨネーズ、マカロニ、○ねじ
パン

○牛乳、豆腐、みそ、ハム、さけ、
◎ピピピチーズ

パイン缶、きゅうり、にんじん、ね
ぎ

だし汁、塩 チーズ ねじぱん、牛
乳

パン（お茶持参ください）

アンパンマン
お野菜せん
べい

★フライドポ
テト（のり
塩）、カルピ
ス

御飯、鶏肉のレモンソース、高野豆腐
の卵とじ、みそ汁（しめじ・小松菜）

米、○コーンフロスト、片栗粉、
油、砂糖、◎ライスクッキー

○牛乳、鶏肉、卵、みそ、高野豆
腐

たまねぎ、しめじ、こまつな、にん
じん、グリンピース、レモン果汁

だし汁、しょうゆ、みりん、
酒、塩

ライスクッ
キー

○牛乳、牛肉、牛乳 もも缶、たまねぎ、キャベツ、かぼ
ちゃ、なす、にんじん、コーン

酢 ミニゼリー

コーンフレー
ク　フロスト、
牛乳

七夕そうめん、肉団子、七夕デザート そうめん、○フライドポテト、○
油、七夕星色ゼリー

○カルピス、錦糸卵、ハム、肉団
子

オクラ、星人参、○あおのり めんつゆ、○塩

★蒸しパン、
牛乳

コッぺパン、白身魚の磯辺揚げ、かぼ
ちゃのサラダ、オニオンスープ

○わらびもち、マヨネーズ、てん
ぷら粉、油、○砂糖、コッペパン

脱脂粉乳、ハム、○きな粉、たら、
◎ヤクルト

かぼちゃ、たまねぎ、きゅうり、に
んじん、ねぎ、あおのり

中華だし、酒、しょうゆ、塩 ヤクルト わらびもち、
お茶

夏野菜カレー、コールスローサラダ、フ
ルーツ（桃缶）

米、○蒸しパンミックス、カレー
ルー、マヨネーズ、油、砂糖、◎ミ
ニゼリー

幼児ぶどう
ジュース

たべっこどう
ぶつ、牛乳

パン（お茶持参ください）

○牛乳、みそ、油揚げ、◎ピピピ
チーズ

ブロッコリー、えのき、にんじん、
ねぎ、グリンピース、ひじき、わか
め

だし汁、とんかつソース、しょ
うゆ

チーズ

御飯、焼肉風炒め、かに風味はるさめ
サラダ、みそ汁（あげ）

米、はるさめ、○たべっこどうぶ
つ、○たべっこＢＡＢＹ

○牛乳、牛肉、みそ、油揚げ、か
に風味かまぼこ

にんじん、たまねぎ、きゅうり、キャ
ベツ、ねぎ、◎ぶどうジュース

だし汁、しょうゆ、酒、さとう、
ノンオイル減塩和風ドレッシ
ング、酒

★チョコババ
ロア

黒糖ロールパン（３歳以上児）、ロール
パン（２歳児以下）、ハンバーグ（煮込
み）、きゅうりとコーンのサラダ、コンソメ
スープ

○大学芋、砂糖、油、黒糖ロール
パン、ロールパン、◎プチクッ
キー

脱脂粉乳、ハンバーグ きゅうり、キャベツ、たまねぎ、に
んじん、コーン、トマトジュース、○
ごま

ケチャップ、ノンオイル減塩
ごまドレッシング、とんかつ
ソース、洋風だしの素、塩

プチクッキー 大学芋、お
茶

ひじき御飯、コロッケ、ゆで野菜（ブロッ
コリー）、みそ汁（わかめ・えのき）

米、○チョコババロアの素、油、マ
ヨネーズ、砂糖、コロッケ、ごま油

ビスコ ★おにぎり
（菜めし）、お
茶

御飯、赤魚の煮つけ、スパゲティーサラ
ダ、鶏けんちん汁、フルーツ（みかん
缶）

米、マヨネーズ、スパゲティ、砂
糖、○ハーベスト

○牛乳、鶏肉、みそ、ハム、あかう
お、◎ヤクルト

みかん缶、ごぼう、たまねぎ、きゅ
うり、にんじん、だいこん、ねぎ

だし汁、しょうゆ、みりん、お
ろししょうが、塩

ヤクルト ハーベスト、
牛乳

冷やし中華、チキンナゲット、バナナ 中華麺、○米、油、○ふりかけ
菜めし、◎ビスコ

ハム、錦糸卵、チキンナゲット きゅうり、バナナ 冷やし中華つゆ、ケチャップ

ロールパン、鶏肉のトマトソース、キャベ
ツとベーコンのサラダ、コーンスープ

コーンスープ、小麦粉、油、ロー
ルパン、○サッポロポテト、◎ミニ
ゼリー、○１歳からのサッポロポテ
ト

鶏肉、牛乳、ベーコン、脱脂粉
乳、○ジョアプレーン

キャベツ、たまねぎ、きゅうり、トマ
トピューレ

ノンオイル減塩ごまドレッシ
ング、ケチャップ、酒、洋風
だしの素、塩、おろしにんに
く

ミニゼリー サッポロポテ
ト、ジョア（プ
レーン）

パン（お茶持参ください）

ヤクルト アイスクリー
ム

☆お誕生日メニュー☆、ふりかけ御飯、
エビフライ、ゆで野菜（ブロッコリー）、厚
焼き卵、たこウインナー、ミニゼリー

米、油、マヨネーズ、ミニゼリー、
○ソフトクレープ、ふりかけ、○イ
チゴソース、◎ぱりんこ

○牛乳、タコ型ウインナー、エビ
フライ、厚焼き卵

ブロッコリー とんかつソース ぱりんこ ★クレープ
（ソース）、牛
乳

牛丼、きゅうりとワカメの酢の物、みそ汁
（だいこん）、フルーツ（りんご）

米、砂糖 牛肉、みそ、油揚げ、○アイスク
リーム（バニラ）、◎ヤクルト

たまねぎ、きゅうり、だいこん、オク
ノス　角切りりんご、ねぎ、わか
め、ごま

だし汁、酢、しょうゆ、みり
ん、おろししょうが

ハヤシライス、ブロッコリーのおかか和
え、ヨーグルト

米、ハヤシフレーク、油、砂糖、◎
ホームパイ

牛肉、ヨーグルト、かつお節 ○すいか、たまねぎ、ブロッコ
リー、にんじん、にんじん、グリン
ピース、しめじ

ケチャップ、しょうゆ ホームパイ すいか

パン（お茶持参ください）

チーズ 栗まんじゅ
う、お茶

コッぺパン、鶏肉の漬け揚げ、キャベツ
とかにかまぼこのドレッシング和え、わ
かめスープ

○ホットケーキミックス、油、片栗
粉、○マーガリン、○砂糖、コッペ
パン、◎白い風船

○カルピス、鶏肉、かに風味かま
ぼこ、ツナ、脱脂粉乳、○卵、○
牛乳

キャベツ、コーン、ねぎ、○レモン
果汁、わかめ

ノンオイル減塩和風ドレッシ
ング、しょうゆ、中華だし、み
りん、酒、おろししょうが、塩

白い風船

○牛乳、豚肉、卵、ツナ たまねぎ、だいこん、きゅうり、
コーン、ねぎ

だし汁、しょうゆ、酒、塩、お
ろししょうが、塩

ライスクッ
キー

★レモンケー
キ、カルピス

御飯、さばの塩焼き、ほうれん草とじゃ
このお浸し、みそ汁（さつま芋・ねぎ）

米、さつまいも、○栗まんじゅう みそ、しらす干し、さば、◎ピピピ
チーズ

ほうれんそう、ねぎ だし汁、しょうゆ、塩

バームクーヘ
ン、アイスミロ

ビビンバ、揚げギョウザ、ｷｬﾍﾞﾂスープ、
パインゼリー

米、油、砂糖、パインゼリー、○ま
がりせんべい、ごま油

豚ひき肉、鶏ひき肉、ベーコン、
餃子、◎ヤクルト

ほうれんそう、もやし、キャベツ、
にんじん、ごま

しょうゆ、ポン酢、洋風だし
の素、酒、おろししょうが、
塩、おろしにんにく

ヤクルト まがりせんべ
い、お茶

御飯、豚肉のしょうが焼き、大根とツナ
のサラダ、かき玉汁

米、マヨネーズ、○ミロ、油、砂
糖、片栗粉、○バームクーヘン、
◎ライスクッキー

パン（お茶持参ください）


