月
タコライス
1
さつま芋ときゅうりのサラダ
青菜入りコーンスープ
スイカ

【赤】牛挽肉,チーズ,卵,保育ミルク,ミルク
【黄】米,強化米,油,さつま芋,マヨネーズ,片栗粉,薄力粉,強力
粉,グラニュー糖
【緑】たまねぎみじん切り,にんにく,レタス,トマト,きゅうり,ほう
れんそう・葉-冷凍,玉ねぎ,しめじ,コーンクリーム缶,すいか

ミルク ココア蒸しパン

8 ハヤシライス
野菜としらすのごま和え
小松菜とベーコンのスープ
パイン缶

【赤】牛もも,生クリーム,しらす(塩抜き）,ベーコン,ミルク,まぐろ
缶
【黄】米,強化米,油,三温糖,ごま,片栗粉
【緑】玉ねぎ,人参,しめじ,マッシュルーム缶,ﾄﾏﾄ缶ﾎｰﾙ,グリー
ンピース-冷凍」,きゅうり,小松菜,生椎茸,パイン缶,ねぎ

ミルク ゆかりおにぎり

火
きびご飯
2
赤魚の甘酢あんかけ
ひじき炒め（枝豆）煮
白菜とオクラのみそ汁
ｵﾚﾝｼﾞ
【赤】あこうだい(切り身)-生,ひじき,油揚げ,豚肩ﾛｰｽ,ミルク,
ﾁｰｽﾞ・カテージ
【黄】米,きび,強化米,片栗粉,油,炒め油,三温糖,強力粉,グラ
ニュー糖,はちみつ,無塩バター(1ｃｍ角上に散らす））
【緑】トマト,ピーマン,赤ピーマン,人参,たけのこ,乾ししいたけ,
にんにく,しょうが,もやし－ゆで,さやいんげん,白菜,オクラ,ｵﾚ
ﾝｼﾞ

ミルク 蜂の巣ケーキ

9 麦ご飯
鮭のホイル焼き
竹輪とゴボウの炒め煮
夏の豚汁
黄もも缶
【赤】鮭切り身,焼き竹輪,豚・もも,ミルク,卵,粉ﾁｰｽﾞ
【黄】胚芽米,麦,強化米,バター,板こんにゃく,三温糖,ごま油,
小麦粉,無塩バター
【緑】玉ねぎ,人参,生しいたけ,青ピーマン,ごぼう,さやいんげ
ん,なす,オクラ,黄もも缶,パセリ（みじん）

ミルク スコーン

16 きびご飯
マーボー豆腐
レタス入りごぼうｻﾗﾀﾞ
もやしと竹輪のすまし汁
スイカ

15

【赤】豆腐,豚挽肉,わかめ,焼き竹輪,ミルク,卵
【黄】米,きび,強化米,油,砂糖,片栗粉,ごま油,マヨネーズ,いり
ごま,黒砂糖,三温糖,小麦粉,焼油
【緑】人参,青ピーマン,赤ピーマン,筍水煮,玉ねぎ,干椎茸,ささ
がきごぼう,ｺｰﾝ缶,レタス,もやし,すいか

ミルク 菓子パン

22 豚肉のカレー
中華サラダ
サラダ菜ｽｰﾌﾟ

【赤】豚・肩ロース,ハム・ロース,カットわかめ,かまぼこ,ヨーグ
ルト・全脂無糖
【黄】米,強化米,じゃがいも,油,薄力粉(１等),バター,三温糖,ご
ま油
【緑】玉ねぎ,人参,ピーマン（茹で最後に加える）,キャベツ,
きゅうり,サラダ菜,えのきたけ,バナナ

ヨーグルト バナナ

29 きびご飯
鶏肉のみそからめ焼き
コーンキャベツ
かに棒と卵のスープ
ｵﾚﾝｼﾞ
【赤】鶏・もも,かに棒,卵,ミルク,焼きのり,わかめ
【黄】米,きび,強化米
【緑】キャベツ,ｺｰﾝ缶,玉ねぎ,南瓜,ｵﾚﾝｼﾞ

ミルク わかめおにぎり

【赤】血や肉・骨となる
【黄】熱や力となる
【緑】体の調子を整える

献立作成者
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23 エビピラフ
鶏肉のマーマレード焼き
コールスロー
人参ポタージュ
メロン
【赤】むき海老,鶏・もも,かに風味かまぼこ,豆乳,ミルク,卵,普
通牛乳,生クリーム（7分立て）,ヨーグルト(全脂無糖)
【黄】米,強化米,バター,油,三温糖,薄力粉,粉ホットケーキ,グ
ラニュー糖
【緑】たまねぎ,人参,青ピーマン,にんにく,マーマレード,キャベ
ツ,きゅうり,コーン缶,レモン・果汁,玉ねぎ,ブロッコリー,メロン

ミルク お誕生ケーキ

30 麦ご飯
さばの味噌煮
人参シリシリー
冬瓜入り夏野菜のサラダ
わかめとえのきのすまし汁
ｵﾚﾝｼﾞ
【赤】鯖切り身,ベーコン,ハム,わかめ,ウインナー
【黄】米,麦,強化米,三温糖,油,ごま油,砂糖,ロールパン,調合
油
【緑】にんにく（おろす）,しょうが（おろす）,人参,玉ねぎ,にら,冬
瓜,オクラ,ｺｰﾝ缶,えのき,葉ねぎ,ｵﾚﾝｼﾞ,野菜ジュース,キャベ
ツ

野菜ジュース ホットドッグ

たまご
えび・いか・かに
ごま

水
ロールパン
3
鶏肉とトマトのカレー風煮
マセドアンサラダ
キャベツのコンソメスープ
りんご
【赤】鶏・もも,ベーコン,ツナ缶（油切り）,昆布佃煮,焼きのり
【黄】ロールパン,バター,三温糖（隠し味）,じゃがいも,マヨネー
ズ,米,強化米
【緑】玉ねぎ,トマト,人参,きゅうり,もも缶黄色,キャベツ,ブロッコ
リー,りんご

麦茶 ツナ昆布おにぎり

10 カレーうどん
ツナ入り卵焼き
きゅうりの中華風
バナナ

【赤】鶏・もも,まぐろ油漬缶,卵,絹ごし豆腐,ミルク,焼きのり
【黄】うどん,小麦粉,グラニュー糖,調合油,三温糖,ごま油,米,
強化米
【緑】しめじ,人参,玉ねぎ,たけのこ・若茎-ゆで,もやし,小松菜,
玉ねぎ(みじん切り）,きゅうり,バナナ

ミルク 塩おにぎり

17 ミニクロワッサン
タンドリーチキン
夏野菜ときのこのパスタ
豆乳入り南瓜スープ
スイカ
【赤】鶏もも,ヨーグルト,ベーコン,豆乳,保育ミルク,味付けすし
揚げ
【黄】クロワッサン,スパゲッティ－,オリーブ油,米,強化米,砂
糖,ごま－いり
【緑】にんにく,なす,ﾄﾏﾄ,ｺｰﾝ缶,青ピーマン,しめじ,南瓜,玉ね
ぎ,スイカ

ミルク いなり寿司

24 沖縄そば
夏野菜サラダ
南瓜のオーブン焼き
オレンジ

【赤】棒かまぼこ,豚三枚肉,昆布（色紙切り）,まぐろ缶,ミルク,
削り節,チーズ,焼きのり
【黄】沖縄そば,三温糖,油,米,強化米
【緑】ねぎ,ゴーヤー,ﾄﾏﾄ,ｺｰﾝ缶詰,オクラ,南瓜,ｵﾚﾝｼﾞ

ミルク チーズおかかおにぎり

木
きびご飯
4
納豆
肉じゃが
切り干し大根とカニ棒のサラダ
冬瓜とわかめのみそ汁
ｵﾚﾝｼﾞ
【赤】納豆,牛肩ﾛｰｽ,かに棒,カットわかめ,ミルク,卵,普通牛乳
【黄】米,きび,強化米,じゃが芋,糸こんにゃく,油,砂糖,いりごま,
薄力粉(１等),上白糖,調合油,甘納豆・あずき
【緑】葉ねぎ,人参,玉ねぎ,しめじ,さやいんげん（冷凍）,切り干
し大根,きゅうり,キャベツ,冬瓜,ねぎ,ｵﾚﾝｼﾞ

金
七夕ソーメン
5
チキンナゲット風から揚げ
ブロッコリーのごまみそ和え
ｵﾚﾝｼﾞ

【赤】豚レバー,卵,まぐろ缶,豚うで肉（グーヤーヌジー）,ミルク
【黄】米,きび,強化米,薄力粉,パン粉,油,三温糖,こんにゃく,さ
つま芋
【緑】にんにく(おろし）,トマト,ほうれん草,もやし,人参,干椎茸,
冬瓜,りんご

【赤】さんま開き,削り節,ポークランチョンミート（米国）,豆腐,ミ
ルク
【黄】米,きび,強化米,片栗粉,油,グラニュー糖＊,ごま油,薄力
粉
【緑】おろしだいこん（トッピング）＊,梅干し＊,ブロッコリー,ｺｰ
ﾝ缶,へちま,にら,りんご,

【赤】納豆,豚肩ﾛｰｽ,まぐろ缶水煮,ミルク,卵
【黄】米,麦,強化米,片栗粉,油,砂糖,マカロニ,マヨネーズ,さつ
ま芋,薄力粉,バター
【緑】葉ねぎ,オクラ１本,きゅうり,ｺｰﾝ缶,ﾐﾆﾄﾏﾄ,キャベツ,もや
し,パイン缶

ミルク さつま芋のガレット

13 豚ひき肉と茄子の丼
胡瓜とワカメの酢の物
玉ねぎと厚揚げのみそ汁
フルーツ

【赤】全卵,豚挽き肉,もずく,ミルク
【黄】米,麦,強化米,三温糖,油,ごま油,薄力粉,片栗粉,調合油,
バター,食パン,ジャム
【緑】にんにく（おろす）,しょうが（おろす）,人参,玉ねぎクリー
ム,ｺｰﾝ缶,ほうれん草,ピーマン,赤ピーマン,ｵﾚﾝｼ

ミルク ジャムサンド

【赤】豚・ひき肉,わかめ,しらす干し,厚揚げ,ミルク
【黄】胚芽米,強化米,油,三温糖,ごま油,菓子パン
【緑】にんにく,玉ねぎ,根深ねぎ,なす,赤ピーマン,黄
ピーマン,さやいんげん,きゅうり,ねぎ,フルーツ

ミルク 菓子パン

19 きびご飯
鮭のポテト焼き
ゴーヤーチャンプルー
大根とえのきのみそ汁
ｵﾚﾝｼﾞ

20 五目チャーハン
きゅうりの中華風
野菜スープ
フルーツ

【赤】鮭切り身),保育ミルク,豚肩ﾛｰｽ,豆腐,卵,ミルク,焼きのり 【赤】焼き豚,炒り卵,生揚げ,ミルク
【黄】米,きび,強化米,小麦粉,焼油,炒め油,じゃがいも,バター, 【黄】胚芽米,強化米,ごま油,炒め油,三温糖,菓子パン
油
【緑】人参,玉ねぎ,レタス,キャベツ,もやし,フルーツ
【緑】たまねぎ,生しいたけ,パセリ,ゴーヤー,玉ねぎ,人参,大
根,えのきたけ,葉ねぎ,ｵﾚﾝｼﾞ,コーン缶

ミルク ソベポーポー

25 麦ご飯
納豆
オクラの肉巻き
和風マカロニサラダ
キャベツともやしのみそ汁
パイン缶

なつまつり

麦茶 ライスピザ

12 もずく丼
きびなごのから揚げ
和風コーンスープ
ｵﾚﾝｼﾞ

ミルク 焼き芋

18 きびご飯
サンマの梅香漬け
ブロッコリーおかか和え
ナーベーラーンブシー
りんご

6

【赤】ハム・ロース（星形）,卵（星形）,鶏・もも,まぐろ缶水煮,ウ
インナー,プロセスチーズ
【黄】そうめん,薄力粉,調合油,ごま-ねり,胚芽米,強化米,三温
糖,油
【緑】人参(星形）,きゅうり,角オクラ,ブロッコリー,大根,コーン
缶,ｵﾚﾝｼﾞ,にんにく,玉ねぎ,青ピーマン,ｺｰﾝ缶

ミルク 抹茶と小豆のマフィン

11 きびご飯
レバーフライ
トマト
ほうれん草とツナ和え物
クーリジシ
りんご

土

ミルク コーンとわかめのおにぎり

26

ミルク 菓子パン

27 みそすき丼
なます
冬瓜とベーコンのスープ
もも缶

お弁当会

【赤】,普通牛乳,ヨーグルト(全脂無糖)
【黄】バター,油,三温糖,薄力粉,粉ホットケーキ,グラニュー糖
【緑】

ミルク ヨーグルートケーキ

【赤】豚・肩ロース,豆腐,ベーコン,ミルク
【黄】米,強化米,しらたき,調合油,砂糖,菓子パン
【緑】玉ねぎ,人参,ごぼう・根-生,根深ねぎ,みつば,大
根,冬瓜,生椎茸,黄もも缶

ミルク 菓子パン

31 胚芽パン
チキンクリームシチュウ
ウインナー
ツナ入りフレンチサラダ
りんご
【赤】鶏もも,あさり缶,ベーコン,豆乳,ウインナー,まぐろ缶,ミル
ク,焼きのり
【黄】胚芽パン,じゃが芋,油,小麦粉,バター,砂糖,米,強化米
【緑】玉ねぎ,人参,ブロッコリー,ｺｰﾝ缶,レタス,トマト,きゅうり,オ
クラ,りんご,梅干し,しそ

ミルク 梅しそおにぎり

※材料、その他の都合により、献立を変更することがあります。

