
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

あわごはん くだもの まめぴよ

昆布イリチー パイナップルケーキ

グルクンのいそべ揚げ

みそ汁（はくさい・えのき）

チャーハン くだもの 牛乳

野菜炒め 黒糖ぼうろ

揚げぎょうざ

みそ汁（だいこん・ねぎ）

麦ごはん くだもの 牛乳

とうがんのそぼろ煮 きなこラスク

豚肉の野菜巻き

みそ汁（じゃが芋・こまつな）

あわごはん デザート 麦茶

マーボー豆腐 ひじきごはん

ちくわチーズの磯辺揚げ

みそ汁（キャベツ・油揚げ）

牛丼 牛乳

おくらの梅和え 黒糖ちんびん

みそ汁（豆腐・わかめ）

くだもの

ごはん みそ汁（ほうれん草・えのき） ヨーグルト

味付けのり くだもの レーズンパン

チキンカツ

にんじんしりしりー

あわごはん くだもの 乳酸菌飲料

豆腐チャンプルー スイートポテト

レバーの南蛮漬け

みそ汁（だいこん・わかめ）

豚みそ丼 牛乳

切干大根のツナサラダ ココアブラウニー

みそ汁（玉ねぎ・アーサ）

くだもの

雑穀ごはん くだもの 麦茶

さばのみそ煮 わかめごはん

厚揚げと菜の花の炒め物

みそ汁（だいこん・ねぎ）

麦ごはん デザート バナナ

鶏肉と大根の煮物 ビスケット

千草焼き

そうめん汁

夏野菜カレーライス 牛乳

マカロニサラダ ジャムサンド

コーンと卵のスープ

くだもの

麦ごはん みそ汁（はくさい・えのき） プリン

ひじきの佃煮 くだもの せんべい

チキンの照り焼き

パパイヤ炒め

雑穀ごはん くだもの 牛乳

豚肉のしょうが炒め サーターアンダギー（かぼちゃ）

ブロッコリーサラダ

みそ汁（大根・しめじ）

まめぴよ

ドーナツ
16 木

ドーナツ（卵・乳・小
麦）

１か月の
平均栄養量
（幼児・おやつ含む）

15 水

米、小麦粉、三温糖、マ
ヨネーズ（卵）、きび、
押麦、ホットケーキミッ
クス（小麦・乳）、油

牛乳、豚肉、卵、大豆、
みそ

ブロッコリー、たまねぎ、
大根、にんじん、ピーマ
ン、しめじ、しょうが、オ
レンジ

お誕生会　（お弁当）

14 火

米、押麦、油、プリン
（乳・卵）、せんべい

豚肉、みそ、鶏肉 パパイヤ、はくさい、にん
じん、いんげん、えのきた
け、ひじき、にんにく、い
りごま、オレンジ 30

13 月

米、じゃがいも、マヨ
ネーズ（卵）、マカロ
ニ、油、食パン（小麦）

牛乳、牛豚合びき肉、卵 すいか、たまねぎ、にんじ
ん、なす、ブルーベリー
ジャム、トマト、キャベ
ツ、ピーマン、コーン、
きゅうり

29

12 日 28

11 土

米、そうめん、押麦、ビ
スケット(小麦・乳）

卵、鶏肉 だいこん、にんじん、いん
げん、ほうれんそう、ね
ぎ、バナナ、しいたけ、ひ
じき 27

10 金

米、きび、押麦、油 揚げ豆腐、さば、豚肉、
みそ

なのはな、にんじん、だい
こん、オレンジ、ねぎ、
しょうが、いりごま 26

9 木

米、油、小麦粉、片栗
粉、粉糖

牛乳、豚肉、卵、ツナ
缶、みそ

たまねぎ、きゅうり、にん
じん、ピーマン、切り干し
だいこん、バナナ、あお
さ、にんにく、しょうが 25

8 水

米、さつまいも、油、片
栗粉、きび、バター
（乳）

乳酸菌飲料（乳）、豆
腐、豚レバー、豚肉、み
そ、生クリーム、卵黄

キャベツ、もやし、だいこ
ん、にんじん、ピーマン、
ねぎ、にんにく、しょう
が、わかめ、ぶどう 24

7 火

米、パン粉（小麦）、
油、小麦粉、レーズンパ
ン（小麦・乳・大豆）

鶏肉、卵、みそ、ツナ
缶、ヨーグルト（乳）

にんじん、ほうれんそう、
にら、えのきたけ、にんに
く、味付けのり 23

6 月

米、小麦粉、黒糖、油、
片栗粉

牛乳、牛肉、豆腐、卵、
みそ

たまねぎ、オクラ、きゅう
り、ピーマン、にんじん、
しらたき、うめびしお、わ
かめ、しょうが、オレンジ 22

5 日 21

19

4 土

米、油、きび、小麦粉、
片栗粉

豆腐、ちくわ、牛豚合び
き肉、チーズ（乳）、み
そ、油揚げ（大豆）

キャベツ、たまねぎ、長ね
ぎ、にんじん、ひじき、に
んにく、しょうが、いりご
ま、あおのり 20

18

3 金

米、じゃがいも、バター
（乳）、押麦、油、片栗
粉、食パン（小麦）

牛乳、豚肉、揚げ豆腐、
鶏ひき肉、みそ、きな粉

とうがん、バナナ、にんじ
ん、いんげん、いんげん、
こまつな、しいたけ

17

2 木

米、ホットケーキミック
ス（小麦・乳）、油、黒
糖、ごま油

牛乳、豚肉、みそ、卵 キャベツ、もやし、たまね
ぎ、だいこん、ミックスベ
ジタブル、にんじん、ピー
マン、ぶどう、ねぎ

1 水

米、小麦粉、バター
（乳）、油、きび

卵、豚肉、みそ、牛乳、
グルクン

はくさい、こんにゃく、こ
んぶ、パイナップル、にん
じん、えのきたけ、オレン
ジ、あおのり
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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

沖縄そば 麦茶

キャベツのおかか和え クファジューシー

くだもの

チーズ

麦ごはん デザート 野菜ジュース

白身魚のフリット（カレー味） きなこケーキ

麩チャンプルー

みそ汁（とうがん）

三色そぼろ丼 まめぴよ

大根とわかめの中華和え ホットドッグ

みそ汁（豆腐・わかめ）

くだもの

麦ごはん くだもの 牛乳

豚肉の竜田揚げ おからバナナマフィン

切干大根炒め

みそ汁（キャベツ・しめじ）

ごはん くだもの 牛乳

豚肉となすのみそ炒め ココアドーナツ（豆腐）

蒸ししゅうまい

かき玉汁（ほうれん草）

鶏ごぼうごはん くだもの 牛乳

揚げ豆腐の和風野菜あんかけ コーンフレーク

もやしとわかめのナムル プルーン

みそ汁（冬瓜・ねぎ）

ごはん デザート 麦茶

鶏肉の野菜甘酢あんかけ 支那そばチャンプルー

ひじき入り野菜炒め

みそ汁（だいこん・ねぎ）

スパゲティーミートソース 　チーズ 麦茶

ロールパン 味噌おにぎり

キャベツサラダ 小魚（ごま）

冬瓜とわかめのスープ

あわごはん くだもの 牛乳

とんかつ もちケーキ

ゴーヤーチャンプルー

野菜のカレースープ

ごはん みそ汁（玉ねぎ・わかめ） 牛乳

納豆 くだもの にんじん天ぷら

赤魚の煮つけ

きんぴらごぼう

チキンライス くだもの ゼリー

ミートボール おかき

ブロッコリーサラダ

千切野菜スープ

エ ネ ル ギ ー 570 ｋｃａｌ 鉄 2.5 mg
た ん ぱ く 質 21.1 ｇ カ ル シ ウ ム 210 mg
脂　　　質 17.2 ｇ ビ タ ミ ン C 28 mg
塩　　　分 2.2 ｇ 食 物 繊 維 4 ｇ

１か月の
平均栄養量
（幼児・おやつ含む）

※

すいか、ブロッコリー、に
んじん、たまねぎ、キャベ
ツ、ミックスベジタブル

米、マヨネーズ（卵）、
油

ミートボール（乳・小
麦・鶏・豚）、鶏もも
肉、大豆、卵

児童の月齢、保育園行事、給食材料等の都合で献立を変更することがあります。

ごぼう、にんじん、こん
にゃく、たまねぎ、いんげ
ん、のり、バナナ、わか
め、しょうが

木

もも、にがうり、にんじ
ん、たまねぎ、キャベツ、
バナナ、コーン、にんにく

水

米、小麦粉、油 牛乳、あかうお、納豆、
豚肉、みそ、卵

月

スパゲティ、米、ごまド
レッシング（ごま・
卵）、ロールパン（小
麦・卵・乳）、オリーブ
油

牛豚合びき肉、みそ、小
魚（魚・ごま）、チーズ
（乳）

キャベツ、たまねぎ、とう
がん、ホールトマト、にん
じん、ピーマン、コーン、
きゅうり、にんにく、わか
め

火

米、もち粉、パン粉（小
麦）、油、きび、小麦
粉、バター（乳）

牛乳、豆腐、卵、豚肉

米、沖縄そば、油、片栗
粉、ごま油

揚げ豆腐、豚肉、みそ、
ツナ缶、鶏肉

キャベツ、たまねぎ、もや
し、にんじん、だいこん、
ピーマン、にら、ねぎ、ひ
じき

日

米、コーンフレーク
（乳・大豆）、片栗粉、
ごま油

牛乳、揚げ豆腐、鶏肉、
みそ

もやし、きゅうり、にんじ
ん、とうがん、たまねぎ、
ごぼう、きぬさや、えのき
たけ、ねぎ、いりごま、
しょうが、わかめ、オレン
ジ

土

木

金

水

米、ホットケーキミック
ス（小麦・乳）、油、
油、片栗粉

牛乳、豚肉、豆腐、卵、
みそ、しゅうまい（小
麦・乳・豚・大豆・鶏・
ごま）

なす、ほうれんそう、たま
ねぎ、たけのこ、にんじ
ん、ピーマン、バナナ

米、ロールパン、マヨ
ネーズ（卵）、ごま油、
油

鶏ひき肉、豆腐、みそ、
ウインナー（乳・鶏・
豚）

だいこん、ほうれんそう、
にんじん、キャベツ、きゅ
うり、ねぎ、わかめ、しょ
うが、オレンジ

火

米、ホットケーキミック
ス（小麦・乳）、バター
（乳）、片栗粉、小麦
粉、押麦、油

牛乳、豚肉、卵、みそ、
おから、豚肉

切り干しだいこん、こん
にゃく、バナナ、キャベ
ツ、しめじ、レモン、こん
ぶ、にんにく、オレンジ

日

月

土

米、小麦粉、油、麩、押
麦

キング、卵、豚肉、み
そ、牛乳、きな粉

キャベツ、とうがん、もや
し、にんじん、野菜ジュー
ス（もも・りんご）、ね
ぎ、にら

金

沖縄そば（小麦・大
豆）、米

豚三枚肉、豚だし骨、か
まぼこ（大豆・魚）、豚
肉、チーズ（乳）、かつ
お節

きゅうり、キャベツ、にん
じん、ねぎ、にら、しいた
け、ひじき、バナナ
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