
エネルギーKcal 　  　主　　な 　　 材　　料 　名 エネルギーKcal 　　   主　 な     材　 　料 　名
 日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ  日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ

脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児） 脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児）

ふりかけご飯、セロリと卵のスープ 458 精白米 鱈、バター キャベツ、人参 牛乳 人参ケーキ ご飯、じゃが芋の味噌汁 450 精白米 鶏肉 大根、きゅうり 麦茶 あんこタルト

１　（木） 鱈のムニエル(バター醤油) 18.7 小麦粉 ハム、卵 コーン、きゅうり 果物 １９（月） 鶏肉の中華照り焼き 15.6 さつま芋 ツナ、わかめ トマト ビスケット 果物

コールスローサラダ、トマト 16.6 調合油 牛乳 トマト、セロリ 牛乳 大根サラダ、トマト 17.8 蒟蒻 小豆 ねぎ 牛乳

ご飯、大根の味噌汁 456 精白米 鶏肉、豆腐 しそ、玉ねぎ 牛乳 お麩のラスク ふりかけご飯、玉ねぎのスープ 487 精白米 鮭、チーズ ブロッコリー 牛乳 毛布の中の子豚

２　（金） しそ入り豆腐のつくね焼き 18.8 パン粉 牛乳、卵 人参、ピーマン 野菜ジュース ２０（火） 鮭のチーズパン粉焼き 20.00 パン粉 えび きゅうり、人参 牛乳

無限ピーマン、果物 15.9 ごま油、麩 ツナ、味噌 パプリカ、大根 ブロッコリーとえびのサラダ、果物 19.8 食パン ウインナー セロリ、玉ねぎ

ナポリタンスパゲティ 486 スパゲティ ウインナー 人参、玉ねぎ ヨーグルト マドレーヌ ご飯、豆腐の中華スープ 473 精白米 豚肉、味噌 茄子、人参 ヨーグルト ホットケーキ

３　（土） キャベツとベーコンのスープ 18.4 調合油 ベーコン ピーマン ミニゼリー ２１（水） マーボー茄子、バンバンジーサラダ 21.4 片栗粉 鶏肉、わかめ 椎茸、ねぎ 果物

果物 18.8 卵 キャベツ 牛乳 ミニチーズ 15.4 調合油 豆腐、チーズ きゅうり、 牛乳

ゆかりご飯、なめこの味噌汁 452 精白米 鰈 人参、もやし 麦茶 シュークリーム風ケーキ

５　（月） 鰈の照り焼き、鶏大根煮 19.5 白滝 鶏肉、豆腐 ブロッコリー せんべい 果物 ２２（木）

ブロッコリーの胡麻和え 15.5 調合油 味噌 なめこ 牛乳

ご飯、きくらげのスープ 499 精白米 豚肉、味噌 キャベツ、人参 牛乳 ツナサンド

６　（火） ホイコーロー 16.5 春雨 ハム ねぎ、ピーマン 果物 ２３（金）

春雨サラダ、トマト 23.9 食パン ツナ 椎茸、きゅうり 牛乳

星のコロッケカレー 464 精白米 豚肉 玉ねぎ、人参 ヨーグルト 七夕素麺 ミートソーススパゲティ 527 スパゲティ 豚肉 人参、玉ねぎ プリン ドーナッツ

７　（水） グリーンサラダ 19.4 じゃが芋 レタス、きゅうり 果物 ２４（土） キャベツのスープ 21.9 片栗粉 チーズ マッシュルーム ミニゼリー

16.9 素麺 コーン 麦茶 果物 20.0 オリーブ油 ベーコン キャベツ 牛乳

のり佃煮ご飯、お麩のすまし汁 495 精白米 鯖 人参、ピーマン 牛乳 ケークサレ ご飯、卵のスープ 459 精白米 鶏肉 きゅうり、人参 麦茶 フルーチェ

８　（木） 鯖の塩焼き、じゃがいも金平 20.1 じゃが芋 ベーコン たくあん、えのき 果物 チキントマトチーズ焼き 17.2 サラスパ チーズ ブロッコリー せんべい クッキー

たくあんときゅうりの漬物 19.7 卵、牛乳 きゅうり、玉ねぎ 牛乳 スパゲティサラダ、ボイルブロッコリー 19.7 コンソメ ハム、卵 玉ねぎ、トマト

揚げパン、椎茸のスープ 465 コッペパン きな粉 ほうれん草 牛乳 冷製豆乳うどん ご飯、はんぺんのすまし汁 497 精白米 めかじき 人参、ごぼう 牛乳 お好み焼き

９　（金） 野菜たっぷりキッシュ 15.8 グラニュー糖 ベーコン 玉ねぎ、南瓜 野菜ジュース めかじきのみそ焼き、五目豆煮 20.9 蒟蒻 大豆、桜えび 小松菜、えのき 果物

キャベツサラダ、果物 22.1 精白米 チーズ、牛乳 キャベツ、人参 小松菜と桜えびの和え物 15.1 お好み焼き粉 鶏肉、はんぺん キャベツ 野菜ジュース

中華丼 515 精白米 豚肉、えび 玉ねぎ、人参 プリン カステラ ご飯、豆腐の味噌汁 492 精白米 豚肉、卵 キャベツ、水菜 ゼリー パンプキンパイ

１０（土） わかめのスープ 18.9 調合油 いか、あさり 白菜、きくらげ ミニゼリー 豚しゃぶ、じゃが芋入り卵焼き 16.8 じゃが芋 ベーコン もやし、トマト 牛乳

果物 19.3 片栗粉 わかめ、卵 ねぎ 牛乳 トマト 23.6 パイ皮 豆腐、わかめ 南瓜、玉ねぎ

ご飯、大根の味噌汁 439 精白米 赤魚、生揚げ 玉ねぎ、人参 麦茶 たい焼き(クリーム) 枝豆ご飯、豚汁 500 精白米 しらす、枝豆 人参、茄子 牛乳 卵サンド

１２（月） 赤魚煮、生揚げの中華煮 17.5 調合油 豚肉 筍、絹さや、大根 ビスケット 果物 ２９(木) 鰆の塩こうじ焼き 24.7 蒟蒻、里芋 さわら、豆腐 大根、白菜 果物

ボイルブロッコリー 13.1 ごま油 わかめ ブロッコリー 牛乳 茄子と豆腐の揚げ出し 21.0 食パン 豚肉、ハム ねぎ、ごぼう 牛乳

ご飯、キャベツのスープ 497 精白米 鶏肉 人参、玉ねぎ 牛乳 ブルーベリージャムサンド ロールパン、コーンスープ 515 ロールパン 豚肉、ハム 玉ねぎ、コーン 牛乳 きつねご飯

１３（火） 鶏肉のマリネ風 18.5 調合油 ハム ピーマン、南瓜 牛乳 ３０(金) ミートローフ 19.3 さつま芋 バター 人参、きゅうり 麦茶

春雨サラダ、ミニゼリー 20.7 食パン きゅうり、キャベツ さつま芋サラダ、果物 20.0 シチュールウ 牛乳、豆乳 ほうれん草

なめたけご飯、さつま芋の味噌汁 514 精白米 ほっけ、ツナ えのき プリン クリームソースペンネ 冷やし中華 483 中華麺 卵 きゅうり ヨーグルト カスタードケーキ

１４（水） ほっけの塩焼き、すき昆布煮 22.1 さつま芋 昆布、バター 人参、もやし 果物 ３1(土) 果物 18.0 ごま油 カニカマ トマト ミニゼリー

小松菜のお浸し 14.5 ペンネ さつま揚げ 小松菜、ねぎ 牛乳 15.8 上白糖 ハム 牛乳

ご飯、もやしの味噌汁 500 精白米 豚肉 人参、いんげん 牛乳 水ようかん 都合により献立が変更になることがあります。ご了承ください。　　1食あたりの平均塩分量　以上児：2.2ｇ　未満児：1.7ｇ

１５（木） ハムカツ 21.7 里芋 わかめ きゅうり、みかん 果物

わかめときゅうりの酢の物、トマト 16.2 蒟蒻 小豆 大根、ごぼう 麦茶

ご飯、こづゆ【郷土料理～福島県】 466 精白米 ハム 人参、きゅうり 牛乳 ラーメン こづゆ…福島県会津地方の伝統的郷土料理。

１６（金） 豚肉の野菜巻き 15.0 じゃが芋 卵 コーン、玉ねぎ 野菜ジュース 　豆麩、人参、椎茸などの具沢山の材料が入ったお吸い物です。

ポテトサラダ、果物 12.6 中華麺 なると ねぎ 　材料の数は、縁起の良い奇数が習わしと言われています。

　会津藩のご馳走料理として生まれたこづゆは、現在も正月や

１７（土） 　冠婚葬祭などの特別な日には欠かせないもてなしの料理です。

　多くの食材が盛られる贅沢な料理ながら、「おかわりを何杯しても
　良い」習慣があり、会津人のもてなしの心が表現されています。

今月の地方の料理

親子フェス

令和３年　７月　　予定献立表　　　しあわせ保育園

海の日

スポーツの日

２６（月）

２７(火)

２８（水）

  ≪旬の食材≫ 
きゅうり、さやいんげん 
とうもろこし、ピーマン 
しそ、生姜、枝豆  など 


