
令和元年

麦ごはん　白身魚の香味焼き ジャム入りホットケーキ 赤魚 牛乳 白米 麦 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 油砂糖 人参 玉ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ ｷｭｳﾘ

ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ　ｶﾎﾞﾁｬﾎﾟﾀｰｼﾞｭ　果物 牛乳 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ ﾊﾞﾀｰ ﾊﾟﾝ粉 南瓜　ﾊﾟｾﾘ 果物　

ごはん　麻婆豆腐　果物 トマトケーキ 合挽肉 ちくわ 卵 白米 油 バター 人参 玉ねぎ ﾈｷﾞ　果物　

きゅうりとちくわの和え物　白菜のスープ 牛乳 木綿豆腐 ひじき　牛乳 小麦粉 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ﾄﾏﾄ きゅうり 白菜　ニラ

あわごはん　鯖のゴマみそ焼き ヒラヤーチー 鯖　絹ごし豆腐　卵　牛乳 白米　あわ　車麩　砂糖　油 人参 ニラ もやし ｷｬﾍﾞﾂ

麩ﾁｬﾝﾌﾟﾙｰ　とろろ昆布のすまし汁　果物 牛乳 ﾄﾛﾛ昆布　ツナ 白ゴマ 小麦粉 ﾈｷﾞ　果物

麦ごはん　チキンナゲット おやつﾊﾟﾝ 豚肉　卵　木綿豆腐 白米　押し麦　 人参 ﾍﾁﾏ ニラ　

ナーベーラーンブシー　人参しりしり　果物 牛乳 ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ ﾂﾅ 牛乳 油　おやつパン 果物

【七夕★献立】　七夕ちらし寿司　 チョコチップカップｹｰｷ 卵　ﾊﾑ　のり　 白米　そうめん　小麦粉 人参　ｵｸﾗ　

ちくわの磯辺揚げ　そうめん汁　果物 牛乳 ﾚｰｽﾞﾝ ちくわ 牛乳 ﾊﾞﾀｰ ﾁｮｺﾁｯﾌﾟ油　 果物

あわごはん　ドライカレー ミニゼリー クラッカー 豚ﾐﾝﾁ　ﾁｰｽﾞ　 白米　あわ　ゴマ油　 玉ねぎ　人参　ｼﾒｼﾞ　

白菜のスープ　果物 牛乳 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 牛乳 ﾐﾆｾﾞﾘｰ　ｸﾗｯｶｰ 白菜　長ネギ　ﾆﾗ　果物

ごはん　照り焼きチキン 豆腐ドーナツ 鶏肉　ﾍﾞｰｺﾝ　わかめ 白米　ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ　砂糖 油 人参 ﾍﾁﾏ　長ﾈｷﾞ 

ﾔﾝｸﾞｺｰﾝのｿﾃｰ　ﾍﾁﾏのみそ汁　果物 牛乳 絹ごし豆腐 牛乳 小麦粉 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 果物

麦ごはん　肉じゃが　中華和え ココアクッキー 豚肉 わかめ ﾂﾅ 白米 麦 じゃが芋 砂糖 ﾊﾞﾀｰ 玉ねぎ 人参 小松菜 

パパイヤのみそ汁　果物 牛乳 牛乳 しらたき 小麦粉 ｵｰﾄﾐｰﾙ ﾊﾟﾊﾟｲﾔ ﾈｷﾞ 果物

ごはん　きびなごのから揚げ ゴマケーキ きびなご　鶏肉　ゆし豆腐 白米　ｺﾝﾆｬｸ　砂糖　ｺﾞﾏ 人参　大根　ｺﾞﾎﾞｳ　ｲﾝｹﾞﾝ

筑前煮　ゆし豆腐　果物 牛乳 卵　牛乳 ﾊﾞﾀｰ　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 干しｼｲﾀｹ　ﾈｷﾞ　果物

三枚肉そば　野菜ツナマヨサラダ 鮭おにぎり 豚ﾊﾞﾗ　ｶﾏﾎﾞｺ　 沖縄そば　砂糖 人参　きゅうり　ﾈｷﾞ 

金時豆の甘煮　果物 お茶 ﾂﾅ　金時豆　鮭　牛乳 白米　コーン　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　 果物

肉野菜丼　モウイの和え物 フルーツポンチ ﾂﾅ　卵　豚肉 白米 あわ 砂糖 人参 きゅうり ﾓｳｲ 玉ねぎ果物

根菜スープ　果物 牛乳 牛乳 ﾋﾟｰﾏﾝ大根ｺﾞﾎﾞｳ長ﾈｷﾞﾌﾙｰﾂ缶

麦ごはん　鮭のﾁｰｽﾞ焼き スティック大学芋 鮭 ﾍﾞｰｺﾝ ﾁｰｽﾞ 白米 押し麦 ﾏﾖﾈｰｽﾞ油 玉ねぎ　ｺﾞｰﾔｰ ﾊﾟｾﾘ

ｺﾞｰﾔｰｽﾊﾟｻﾗﾀﾞ　なすのみそ汁　果物 牛乳 油揚げ　牛乳 ｻﾗｽﾊﾟ さつま芋　黒糖 なす ﾈｷﾞ　果物

9 火

お　　　弁　　　当　　　会お　　　弁　　　当　　　会お　　　弁　　　当　　　会お　　　弁　　　当　　　会

　　　　　　　　　　　　７　月予定幼児食献立表　　　　　　　　　　　　７　月予定幼児食献立表　　　　　　　　　　　　７　月予定幼児食献立表　　　　　　　　　　　　７　月予定幼児食献立表
みやび認定こども園     

日 曜日 昼食 おやつ
赤（血や肉になる

もの）
黄（熱や力になる

もの）
緑（体調を整えるも

の）

1 月

2 火

3 水

11 木

12 金

4 木

5 金

6 土

8 月

10 水

16 火

13 土

ｺﾞｰﾔｰｽﾊﾟｻﾗﾀﾞ　なすのみそ汁　果物 牛乳 油揚げ　牛乳 ｻﾗｽﾊﾟ さつま芋　黒糖 なす ﾈｷﾞ　果物

冷やし中華　 青菜しらすおにぎり ﾊﾑ　卵　しらす 中華麺　小麦粉　油 きゅうり ｵｸﾗ 南瓜 ｺﾞｰﾔ玉ねぎ

夏野菜のかき揚げ　果物 お茶 ｳｨﾝﾅｰ牛乳 白米　ゴマ油 青菜 果物

【カミカミ献立】　玄米ごはん　酢豚 レーズン蒸しパン 豚肉 ひじき 木綿豆腐 卵 白米 玄米　ｺﾞﾏﾄﾞﾚ　 人参 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ 果物

ひじきの白和え　豆スープ　果物 牛乳 大豆　ｷﾄﾞﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ　牛乳 強力粉　黒糖　じゃが芋 干しｼｲﾀｹ ﾚﾝｺﾝ

【食育の日献立】ごはん 魚のｼｰｸｧ‐ｻｰポン酢がけ ちんびん 赤魚 アーサ　 白米　じゃが芋 黒糖 人参 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ ニラ

パパイヤイリチー ア-サス-プ  果物　 牛乳 ツナ　絹ごし豆腐 牛乳 砂糖 小麦粉 片栗粉 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ　大根　果物

三色丼 せんべい　チーズ 鶏ミンチ 白米　チーズ　コーン 人参 玉ねぎ 小松菜 

けんちん汁　　果物 牛乳 牛乳 せんべい ﾚﾝｺﾝ 大根 長ねぎ　果物

夏野菜カレーライス　ナムル 　メープルカップケーキ 鶏肉　カニかま　もずく 白米 コーン 砂糖 玉ねぎ白菜 ｷｭｳﾘ ﾄﾏﾄ ｵｸﾗ ﾆﾗ

もずくスープ　果物 牛乳 卵 牛乳 ﾊﾞﾀｰ　小麦粉 粒ｼﾞｬﾑ ほうれん草 南瓜 ｺﾞｰﾔｰ 果物

【ｶﾐｶﾐ献立】雑穀米ごはん　わかさぎ南蛮漬け ミルクくずもち わかさぎ ｱｰｻ 牛乳 白米　雑穀米　片栗粉 玉ねぎ 黄ﾊﾟﾌﾟﾘｶ なす ﾈｷﾞ

なすのｶﾗﾌﾙみそ炒め　アーサのすまし汁　果物 牛乳 豚肉 きな粉 絹ごし豆腐 砂糖　黒糖 油 ｲﾝｹﾞﾝ 赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ 果物

ごはん　豚肉とﾋﾟｰﾏﾝのｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め バナナケーキ 豚肉 白米 ﾊﾞﾀｰ小麦粉 砂糖 油 大根 玉ねぎﾋﾟｰﾏﾝ 赤ﾋﾟｰﾏﾝ

ｲﾝｹﾞﾝのｺﾞﾏ和え 大根のみそ汁　果物 牛乳 卵　牛乳 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ　ゴマ油 しめじ ﾈｷﾞ ｲﾝｹﾞﾝ　果物

やきそば　大根ときゅうりの梅肉和え ふりかけおにぎり 豚肉　わかめ　青のり やきそば麺 砂糖　油 人参 玉ﾈｷﾞ 大根 ｼﾒｼﾞ ﾈｷﾞ

冬瓜のみそ汁　果物 お茶 牛乳 白米 冬瓜 キャベツ ｸﾞﾚ-ﾌﾟﾌﾙ-ﾂ

麦ごはん　豚肉の味噌漬け焼 おやつﾊﾟﾝ 豚肉　木綿豆腐　ツナ　 白米　油　おやつﾊﾟﾝ 人参　玉ねぎ　ねぎ　ｼﾒｼﾞ　

ｺﾞｰﾔｰﾁｬﾝﾌﾟﾙｰ　しめじのみそ汁　果物 牛乳 牛乳 ｺﾞｰﾔｰ　ｷｬﾍﾞﾂ　果物

バースデーケーキ 鶏肉　ﾊﾑ　ｳｨﾝﾅｰ 白米 ｸﾙﾄﾝ バター 砂糖 ﾎｳﾚﾝ草 ｷｬﾍﾞﾂ　きゅうり

牛乳 ヨーグルト 牛乳 小麦粉  ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 黄ﾋﾟ-ﾏﾝ 玉ねぎ 果物

炊き込みごはん　ソーキ汁 キャロットクッキー ﾂﾅ　ソーキ　昆布　わかめ 白米　ｺﾝﾆｬｸ　バター 人参　冬瓜　ｼﾒｼﾞ　ｺﾞﾎﾞｳ

オクラとｷｭｳﾘのジャコ和え　果物 牛乳 しらす 卵　牛乳 小麦粉　砂糖 小松菜　ｵｸﾗ 果物

納豆ごはん　南瓜のそぼろ煮　 小倉あん入りﾎｯﾄｹｰｷ 納豆　鶏ミンチ　わかめ 白米　こんにゃく　小倉あん 大根 人参 南瓜 ｷｬﾍﾞﾂ なめこ

　土佐和え　なめこのみそ汁　果物 牛乳 ちくわ 削り節 牛乳 砂糖 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 白菜ｷｭｳﾘ 小松菜 果物

＊7月15日(月)は海の日の振替でお休みです。

17 水

18 木

19 金

20 土

22 月

23 火

24 水

25 木

第　　1６　　回　　☆　　夏　　ま　　つ　　り第　　1６　　回　　☆　　夏　　ま　　つ　　り第　　1６　　回　　☆　　夏　　ま　　つ　　り第　　1６　　回　　☆　　夏　　ま　　つ　　り27 土

26 金

30 火

29 月

※食材の都合により献立を変更する事があります。

31 水

お　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ーお　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ーお　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ーお　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ー


