
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）

のりご飯、はんぺんのすまし汁 　580 （482） 精白米 豚肉、ツナ 大根、きゅうり ヨーグルト 甘納豆蒸しパン ご飯、キャベツの卵スープ 　576 （469） 精白米 鶏肉、ハム 玉ねぎ、人参 ほうじ茶 チーズドック

１　（水） 豚肉の味噌焼き 　20.5（15.8） はんぺん トマト、人参 果物 １３(月) ローストチキン、マカロニサラダ 　24.0（18.8） マカロニ 卵 きゅうり、キャベツ せんべい 牛乳

大根サラダ、トマト 　27.2（20.5） 甘納豆、卵 えのき 牛乳 ボイルブロッコリー 　24.3（18.3） マヨネーズ ブロッコリー

ご飯、豆腐の味噌汁 　601 （517） 精白米 めかじき 玉ねぎ、人参 牛乳 パインクレープ わかめご飯、なすの味噌汁 　580 （498） 精白米 豚肉、豆腐 玉ねぎ、にら 牛乳 あんホイップサンド

２　（木） かじきまぐろの塩麹焼き 　23.0（20.5） じゃが芋 豚肉、豆腐 小松菜 牛乳 １４（火） 肉豆腐、ちくわの磯辺揚げ 　25.0（21.7） 米粉 竹輪、青のり ほうれん草、もやし 果物

肉じゃが、小松菜のお浸し 　19.2（18.2） 白滝 油揚げ、わかめ グリンピース ほうれん草のおひたし 　20.0（18.6） 食パン 小豆、油揚げ 人参、なす 牛乳

ご飯、キャベツのスープ 　597 （514） 精白米 豚肉、卵 人参、玉ねぎ 牛乳 クリームソースペンネ ご飯、チンゲン菜のスープ 　618 （488） 精白米 かにフレーク ねぎ、干し椎茸 ヨーグルト 大豆のナゲット

３　（金） ミートローフ、さつま芋サラダ 　20.0（18.3) パン粉 バター、ハム コーン、きゅうり 野菜ジュース １５（水） かに玉、じゃが芋とピーマンの中華炒め 　23.2（19.8） じゃが芋 卵、ベーコン 筍、ピーマン、人参 ビスケット

果物 　18.4（17.6） さつま芋 牛乳、チーズ キャベツ しゅうまい 　26.5（18.5） 片栗粉 大豆 パプリカ、きゅうり 牛乳

焼きそば 　619 （524） 中華麺 豚肉 人参、玉ねぎ プリン バウムクーヘン ご飯、高野豆腐の味噌汁 　561 （487） 精白米 たら、バター えのき、人参 牛乳 スコーン

４　（土） ねぎのスープ 　19.4（17.8） 青のり もやし、ピーマン ミニゼリー １６（木） たらのホイル焼き、すき昆布の煮物 　22.2（20.0） 白滝 さつま揚げ オクラ、もやし 果物

果物 　20.8（19.0） 卵、わかめ ねぎ 牛乳 オクラと人参のおかか和え 　21.3（19.7） 小麦粉 高野豆腐、卵 キャベツ 牛乳

ご飯、人参のスープ 　604 （506） 精白米 鮭、卵 玉ねぎ、きゅうり 麦茶 ココアケーキ ご飯、大根の味噌汁 　597 （515） 精白米 豚肉、卵 玉ねぎ、人参 牛乳 ナポリタンスパゲティ

６　（月） 鮭のムニエル、ジャーマンポテト 　22.6（17.5） じゃが芋 ウインナー ブロッコリー、人参 ビスケット 牛乳 １７（金） お好み焼き風ハンバーグ 　21.0（19.4） じゃが芋 ハム、油揚げ きゅうり、大根 野菜ジュース

ブロッコリーサラダ 　25.8（22.1） ココア バター 干し椎茸 ポテトサラダ、果物 　19.6（18.5） スパゲティ ウインナー ピーマン

ちらし寿司、豆腐の味噌汁 　604 （520） 精白米 鶏肉、卵 ごぼう、人参 牛乳 冷製豆乳うどん カレーうどん 　599 （488） 乾うどん 鶏肉 ねぎ、干し椎茸 牛乳 ミニドーナッツ

７　（火） 星のハンバーグ、スパゲティサラダ 　25.6（22.5） スパゲティ ハム、豚肉 れんこん、オクラ 果物 １８（土） 果物 　21.4（18.8） カレールウ かまぼこ 人参 ミニゼリー

ミニケーキ 　21.7（20.1） うどん 豆腐、わかめ 干し椎茸 麦茶 　21.0（19.5） 片栗粉 油揚げ 牛乳

ゆかりご飯、お麩のすまし汁 　586 （509） 精白米 さば、鶏肉 なす、ピーマン ゼリー ＢＬＴサンド ご飯、豆腐の味噌汁 　573 （482） 精白米 ぶり、ハム 人参、きゅうり ほうじ茶 ピーナッツクリームサンド

８　（水） さばのカレー粉焼き、なす炒り 　27.8（23.2） カレー粉 豆腐 人参、えのき (０歳：ジャムサンド) ２０（月） ぶりの照り焼き、春雨サラダ 　25.2（19.5） 春雨 豆腐 ハム、もやし ビスケット 果物

冷やっこ 　24.3（18.2） 麩、食パン ベーコン ほうれん草 果物、牛乳 ブロッコリーのごま和え 　23.9（20.7） 食パン わかめ ブロッコリー 牛乳

ご飯、きのこの味噌汁 　596 （514） 精白米 豚肉、ツナ キャベツ、水菜 牛乳 シュークリーム ロールパン、クラムチャウダー 　583 （496） ロールパン 鶏肉、あさり レタス、きゅうり 牛乳 星のコロッケ

９　（木） 豚しゃぶ、さつま芋の甘煮 　20.4（18.6） さつま芋 わかめ えのき、しめじ 牛乳 ２１（火） 鶏肉のマーマレード焼き 　25.0（21.8） マーマレードジャム ベーコン サニーレタス、トマト 果物

カニカマとわかめの和え物 　27.0（24.0） カニカマ 干し椎茸、もやし グリーンサラダ、トマト 　29.8（26.0） じゃが芋 チーズ、味噌 玉ねぎ、人参 牛乳

ご飯、大根の味噌汁 　578 （501） 精白米 はんぺん、卵 キャベツ、人参 牛乳 パンプキンパイ そうめん 　545 （497） そうめん しらす 人参 プリン みそ焼きおにぎり

１０（金） チーズはんぺんフライ 　15.5（15.0） パン粉 チーズ、ハム きゅうり、コーン 野菜ジュース ２２（水） かき揚げ 　14.8（15.0） さつま芋 味噌 玉ねぎ 牛乳

 キャベツサラダ、果物 　21.3（19.8） パイ皮 バター、油揚げ 大根、南瓜 果物 　12.3（12.7） 蒟蒻 ごぼう

クリームスープスパゲティ 　590 （462） スパゲティ ベーコン 玉ねぎ、キャベツ ヨーグルト カスタードケーキ ロコモコ丼 　623 （506） 精白米 豚肉、鶏肉 レタス 牛乳 マドレーヌ

１１（土） 果物 　18.3（16.1） シチュールウ 人参、マッシュルーム ミニゼリー ２５（土） 玉ねぎのスープ 　20.3（18.0） バター サニーレタス ミニゼリー

　18.8（14.2） グリンピース 牛乳 果物 　23.7（21.5） 卵、わかめ 玉ねぎ、人参 牛乳

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：1.8ｇ ご飯、豆腐の中華スープ 　580 （502） 精白米 鶏肉、ハム 人参、南瓜 牛乳 黒糖まんじゅう

２７（月） 鶏肉の中華照り焼き 　21.3（19.2） 黒糖 豆腐 きゅうり、玉ねぎ 果物

≪今月の食育予定≫ 南瓜サラダ、トマト 　22.0（20.3） わかめ トマト 牛乳

１５日（水）　５歳　箸指導 ひじきご飯、玉ねぎの味噌汁 　573 （497） 精白米 かれい、ひじき 玉ねぎ、人参 牛乳 スイートポテト

 ２２日（金）　３歳　箸指導 ２８（火） カレイのレモン醤油焼き 　25.1（22.1） ごま油 豆腐、鶏肉 干し椎茸、ピーマン 果物

擬製豆腐、無限ピーマン 　13.3（13.7） 砂糖 卵、わかめ パプリカ 野菜ジュース

※30日(木)　総合避難訓練により、以上児は ご飯、きくらげのスープ 　562 （468） 精白米 ハム、卵 キャベツ、人参 ヨーグルト ツナサンド

　　　　　　　　非常食(カレーライス)を提供する予定です。 ２９（水） ハムカツ 　22.0（19.5） パン粉 竹輪、味噌 大根、トマト 牛乳

キャベツと竹輪の味噌マヨ和え、トマト 　23.4（17.7） 食パン 油揚げ、ツナ きゅうり

ひき肉カレーライス 　649 （524） 精白米 豚肉 玉ねぎ、人参 ほうじ茶 ずんだ団子

３０（木） フルーツヨーグルト 　23.1（18.1） じゃが芋 ヨーグルト もも缶、みかん缶 せんべい 牛乳

　19.5（14.7） カレールウ ずんだ、豆腐 パイナップル缶

ご飯、大根の味噌汁 　564 （490） 精白米 赤魚、おから 人参、ごぼう 牛乳 ケークサレ

３１（金） 赤魚煮、卯の花炒り 　27.1（23.6） 小麦粉 鶏肉、チーズ ねぎ、干し椎茸 果物

令和２年７月　　予定献立表　　　太陽認定こども園

≪旬の食材≫

枝豆、きゅうり、冬瓜、トマト、なす、すいか

オクラ、いんげん、ピーマン、パプリカ



ズッキーニピカタ 　16.6（16.2） 調合油 卵、ベーコン ズッキーニ、大根 牛乳


