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手づくりマーマ
レード　牛乳

ふかしじゃが芋

スティック野菜

ヨ-グルトゼリ-

鬼うち豆のりん
かけ　牛乳

ふかしじゃが芋

ひじきのサラダ

フライドチキン

つくねハンバー
グ

ポテトクッキー

酢ごぼう 牛乳

ポテトクッキー

鬼うち豆のりん
かけ　牛乳

つくねハンバ-グ

鶏もも肉　しょうゆ　本みりん　酒 中華サラダ

キャベツ　きゅうり　食塩　人参

にんじん　キャベツ　きゅうり　も
やし　はるさめ　鶏ささ身　酢　き
び砂糖　ごま油　しょうゆ

ポテトマッ
シュ

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

クラッカー 牛乳
きゅうりのしょ
うゆ漬け　牛乳

おやつ昆布 牛乳

七分つき米　豚ひき肉　ひじき　た
まねぎ　ピーマン　にんにく　しょ
うが　油　ケチャップ　中濃ソース
食塩　カレールウ　カレー粉　野菜
ブイヨン

ひじきのドラ
イカレー

おやつ昆布 牛乳

七分つき米　もち米　鶏ひき肉　人
参　油揚げ　干ししいたけ　油　き
び砂糖　食塩　酒　しょうゆ

スパゲティー　豚ひき肉　たまねぎ
人参　ピーマン　干ししいたけ　油
ケチャップ　中濃ソース　食塩　ト
マト

スパゲッティ
ミートソース

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 せんべい 2 ボーロ 3 4 せんべい

ごはん 七分つき米 そぼろごはん

ハヤシライス
豚汁　麦茶

せんべい

豚肉 だいこん 人参 ごぼう ねぎ じゃ
がいも こまつな こんにゃく 木綿豆
腐 油揚げ だし節 みそ

みそ汁 かぼちゃ　生わかめ　みそ　煮干
みそ汁
果物　麦茶

キャベツ 人参 油揚げ みそ 煮干

七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖
しょうゆ　食塩　ほうれんそう わかめごはん 七分つき米　炊き込みわかめ

クラッカー 牛乳

鶏の照り焼き
かじき 片栗粉 油 ケチャップ 中濃
ソース カレー粉 きび砂糖 酢 野菜スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　人参　じゃが
いも　キャベツ　食塩　野菜ブイヨ
ン

浅漬け　果物

かじきのバ-ベ
キュ-ソ-ス

じゃがいも 食塩 マーガリン 牛乳 果物　麦茶果物　麦茶

じゃがいも　食塩　油 きな粉プリン 牛乳　きな粉　きび砂糖　かんてん チヂミ
小麦粉  片栗粉  にら  豚肉 人参　 油
ごま油  しょうゆ  きび砂糖  酢 お菓子

きゅうり　しょうゆ　きび砂糖　食
塩 牛乳 麦茶

6 せんべい 7 胚芽クッキー 8 せんべい 9 クラッカー 10 せんべい 11 せんべい

ごはん 七分つき米 ごはん
七分つき米　鶏むね肉　ごぼう　油
揚げ　干ししいたけ　油　きび砂糖
食塩　酒　しょうゆ

七分つき米
ごはん
果物　麦茶

七分つき米
ごはん
果物　麦茶

七分つき米

五目鶏飯

すまし汁
たまねぎ　じゃがいも　えのきたけ
わかめ　こんぶ　かつお節　しょう
ゆ　食塩

けんちん汁
果物　麦茶

鶏むね肉 木綿豆腐 人参 だいこん ご
ぼう じゃがいも こんにゃく ねぎ 油
食塩 しょうゆ だし節

みそ汁 なす　油揚げ　みそ　煮干 中華スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　もやし　人参
こまつな　はるさめ　食塩　しょう
ゆ　野菜ブイヨン

厚揚げと豚肉の
みそ炒め

生揚げ　豚肉(ばら)　ねぎ　人参　も
やし　食塩　酒　本みりん　しょう
ゆ　きび砂糖　みそ　油

ツナサラダ
ツナ油漬缶　レタス　キャベツ
きゅうり　コーン缶　酢　油　食塩

さけ　みそ　マヨネーズ
鶏ひき肉 木綿豆腐 たまねぎ ひじき
パン粉 食塩 しょうゆ 本みりん きび
砂糖　 片栗粉 ながいも

高野豆腐の
からあげ

凍り豆腐　酒　しょうゆ　中華だし
の素　しょうが　にんにく　ごま油
油　片栗粉

鮭のみそマヨ焼
き

豚汁
豚肉(もも)　だいこん　人参　ごぼう
ねぎ　じゃがいも　木綿豆腐　だし
節　みそ

果物　麦茶 果物　麦茶
きゃべつとツ
ナの甘酢あん

キャベツ　人参　ツナ油漬缶　きび
砂糖　酢　油

もやしの梅し
そ和え

もやし きゅうり しそ うめ干し かつ
お節 しょうゆ みりん ごま油

マカロニ 人参 レタス きゅうり キャ
ベツ マヨネーズ 食塩 酢 油 果物　麦茶マカロニサラダ

じゃがいも　食塩 手づくりパン
強力粉　きび砂糖　ドライイースト
食塩　マーガリン 焼きおにぎり

七分つき米　しょうゆ　本みりん
かつお節　こんぶ

じゃがいも　小麦粉　きび砂糖　油
おにぎり
（ゆかり）

七分つき米　ゆかり　食塩 お菓子

かじきのバーベ
キューソース

チーズ　牛乳 なつみかん　砂糖 にぼし　だいず　きび砂糖 牛乳 ごぼう　きび砂糖　しょうゆ　酢 麦茶

13 せんべい 14 ビスケット 15 せんべい 17 せんべい 18 せんべい

ごはん　果物 七分つき米
食パン
果物　麦茶

そぼろごはん

みそ汁　麦茶
だいこん　えのきたけ　こまつな
油揚げ　みそ　煮干

じゃが芋のポ
タージュ

たまねぎ　じゃがいも　マーガリン
食塩　野菜ブイヨン　牛乳　こしょ
う

みそ汁

ボーロ16

ミニトマト

七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖
しょうゆ　食塩　ほうれんそう 冷やし中華

生中華めん　卵　きゅうり　鶏ささ
身　いりごま　きび砂糖　食塩
しょうゆ　酢　ごま油

わかめごはん 七分つき米　炊き込みわかめ

豚肉(もも)　たまねぎ　人参　じゃが
いも　キャベツ　食塩　野菜ブイヨ
ン

キャベツのご
ま和え

キャベツ 人参 油揚げ きび砂糖 しょ
うゆ いりごま 砂糖 しょうゆ ラタトゥユ

豚肉(もも)　たまねぎ　なす　トマト
ズッキーニ　油　食塩　野菜ブイヨ
ン　ケチャップ

かぼちゃ　生わかめ　みそ　煮干だ
し汁

かぼちゃのそ
ぼろ煮

かぼちゃ　豚ひき肉　きび砂糖
しょうゆ　本みりん　油

みそ汁
果物　麦茶

キャベツ 人参 油揚げ みそ 煮干

じゃがいも 食塩 マーガリン 牛乳

ミニトマト
かじき 片栗粉 油 ケチャップ 中濃
ソース カレー粉 きび砂糖 酢 野菜スープ

サバの竜田揚げ

サバの竜田揚げ さば しょうゆ しょうが 片栗粉 油
鶏唐揚げ用　しょうが　にんにく
食塩　清　こしょう　油　小麦粉
レモン果汁　しょうゆ

中華サラダ
人参　キャベツ　きゅうり　もやし
はるさめ　鶏ささ身　酢　きび砂糖
ごま油　しょうゆ

チヂミ

果物　麦茶 果物　麦茶
ポテトマッ
シュ

麦茶

果物　麦茶

みそ蒸しパン ホットケーキ 黒砂糖 みそ きび砂糖 中華おこわ あんぱん 食パン　あずき　きび砂糖　食塩 きな粉プリン 牛乳　きな粉　きび砂糖　かんてん

24

小麦粉  片栗粉  にら  豚肉  人参
油  ごま油  しょうゆ  きび砂糖  酢 お菓子

人参　きゅうり　みそ　マヨネーズ 煮干し　牛乳 牛乳

ごはん
果物　麦茶

20 せんべい 21 胚芽クッキー 22 せんべい 23 クラッカー

豚肉(もも)　たまねぎ　もやし　人参
こまつな　はるさめ　食塩　しょう
ゆ　野菜ブイヨン

せんべい 25 せんべい

ごはん 七分つき米 冷やしうどん
ゆでうどん　焼きのり　きゅうり
こんぶ　かつお節　煮干し　きび砂
糖　食塩　しょうゆ

ごはん
果物　麦茶

七分つき米

たまねぎ　じゃがいも　えのきたけ
わかめ　こんぶ　かつお節　しょう
ゆ　食塩

鶏もも肉　じゃがいも　だいこん
人参　ごぼう　干ししいたけ　こん
にゃく　油　きび砂糖　本みりん
しょうゆ　いんげん

筑前煮

みそ汁 なす　油揚げ　みそ　煮干 中華スープ

五目鶏飯

ツナ油漬缶　ひじき　レタス　キャ
ベツ　きゅうり　きび砂糖　酢
しょうゆ　ごま油　コーン缶

厚揚げと豚肉
のみそ炒め

生揚げ　豚肉(ばら)　ねぎ　人参　も
やし　食塩　酒　本みりん　しょう
ゆ　きび砂糖　みそ　油

鶏ひき肉 木綿豆腐 たまねぎ ひじき
パン粉 食塩 しょうゆ 本みりん きび
砂糖　 片栗粉 ながいも

高野豆腐の
からあげ

凍り豆腐　酒　しょうゆ　中華だし
の素　しょうが　にんにく　ごま油
油　片栗粉

豚汁

七分つき米

すまし汁

豚肉(もも)　だいこん　人参　ごぼう
ねぎ　じゃがいも　木綿豆腐　だし
節　みそ

果物　麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶
もやしの梅し
そ和え

もやし きゅうり しそ うめ干し かつ
お節 しょうゆ みりん ごま油

マカロニ 人参 レタス きゅうり キャ
ベツ マヨネーズ 食塩 酢 油 果物　麦茶

ココアサンド 食パン マーガリン きび砂糖 ココア じゃがいも　食塩 焼きおにぎり
七分つき米　しょうゆ　本みりん
かつお節　こんぶ

マカロニサラダ

じゃがいも　小麦粉　きび砂糖　油 とうもろこし お菓子

チーズ　牛乳 にぼし　だいず　きび砂糖 牛乳 牛乳 麦茶

27 せんべい 28 ビスケット 29 せんべい 30 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 ごはん 七分つき米 冷やし中華
生中華めん　卵　きゅうり　鶏ささ
身　いりごま　きび砂糖　食塩
しょうゆ　酢　ごま油

納豆ごはん
七分つき米　納豆　こまつな　焼き
のり　しょうゆ　かつお節　水

みそ汁　麦茶
だいこん　えのきたけ　こまつな
油揚げ　みそ　煮干 豚汁　麦茶

豚肉 だいこん 人参 ごぼう ねぎ じゃ
がいも こまつな こんにゃく 木綿豆
腐 油揚げ だし節 みそ

かぼちゃのそ
ぼろ煮

かぼちゃ　豚ひき肉　きび砂糖
しょうゆ　本みりん　油 みそ汁

だいこん　生わかめ　木綿豆腐　油
揚げ　にぼし　みそ

さば しょうゆ しょうが 片栗粉 油 鶏の照り焼き 鶏もも肉　しょうゆ　本みりん　酒 ミニトマト ミニトマト 肉じゃが
豚ひき肉　たまねぎ　人参　じゃが
いも　いんげん　しらたき　きび砂
糖　本みりん　しょうゆ　油

キャベツのご
ま和え

キャベツ 人参 油揚げ きび砂糖 しょ
うゆ いりごま 砂糖 しょうゆ 浅漬け　果物 キャベツ　きゅうり　食塩　人参 果物　麦茶

みそ蒸しパン ホットケーキ 黒砂糖 みそ きび砂糖
おにぎり
（ゆかり）

七分つき米　ゆかり　食塩 あんぱん 食パン　あずき　きび砂糖　食塩

枝豆　牛乳 枝豆　食塩 ごぼう　きび砂糖　しょうゆ　酢 煮干し　牛乳酢ごぼう 牛乳

果物　麦茶

プレーンヨーグルト　生クリーム
きび砂糖　ゼラチン　レモン果汁

ベイクドポテト

七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ
しめじ　にんにく　しょうが　油
小麦粉　ホールトマト缶詰　ケ
チャップ　ウスターソース　食塩

七分つき米　ケチャップ　食塩　野
菜ブイヨン　きび砂糖　鶏もも肉
たまねぎ　人参　コーン缶

ケチャップライ
ス

七分つき米　鶏むね肉　ごぼう　油
揚げ　干ししいたけ　油　きび砂糖
食塩　酒　しょうゆ

さつまいもス
ティック　牛乳

さつまいも紅あずま

給食だより

枝豆・とうもろこしは、富士見市の農家さんから、朝収穫したものを

直接届けてもらう予定です。

子どもたちにさやとりや皮むきのお手伝いをお願いしたり、他にも

新じゃが芋や新ごぼうなどの新鮮な旬の物を献立に取り入れて、

旬のおいしさを存分に味わってもらいたいと思います。

今月の果物

夏みかんや美生柑などの柑橘類、りんご、

すいか、メロン、さくらんぼ、などを使用します。


