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給食だより 　　※献立は、材料の関係などで変更する場合があります。                                       　 さくらんぼ
　※午前中のおやつは、栄養価の関係から、ふたば、つくし、たんぽぽに出しています。 スイカ、りんご

メロン
デラウエア
みしょうかんなど

今月の果物

1 せんべい 2 せんべい

ハヤシライス
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　水
生姜焼きごはん

野菜スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　食塩　野菜ブイヨン　もやし 具だくさん汁

みそ　だし節　にんじん　さつまいも紅あずま
だいこん　木綿豆腐　油揚げ

果物　麦茶 果物　麦茶

ホットケーキ お菓子
小麦粉　きび砂糖　卵　牛乳　油　ベイキングパ

ウダー　塩　バニラエッセンス

枝豆、牛乳 麦茶

4 胚芽クッキー 5 せんべい 6 せんべい 7 せんべい 8 ビスケット 9 せんべい

ごはん 七分つき米 ごはん　麦茶 七分つき米 ごはん 七分つき米
冷麦　ミニトマ
ト

干しひやむぎ　かつお節　こんぶ　煮干し　きび
砂糖　塩　しょうゆ　みかん缶　きゅうり　コー
ン缶　焼ふ　にんじん　オクラ

ごはん 七分つき米
ひじきのドライ

カレー
みそ汁　果物 みそ　煮干　豆腐　生わかめ　たまねぎ 昆布の佃煮 こんぶ　いりごま　きび砂糖　しょうゆ 中華スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　たけのこ　は
るさめ　塩　しょうゆ　野菜ブイヨン　こまつな ワンタンスープ

豚ひき肉　たまねぎ　にんじん　もやし　ねぎ
ワンタンの皮　塩　しょうゆ　野菜ブイヨン

鮭の南蛮漬け
生さけ　片栗粉　油　酢　しょうゆ　酒　きび砂
糖　あさつき　いりごま みそ汁　果物 みそ　煮干　こまつな　だいこん　油揚げ 麻婆豆腐

豚肉(ばら)　にんにく　酒　豆腐　たまねぎ　に
んじん　もやし　ごま油　油　しょうゆ　食塩

鳥がらだし

チャンプルー 野菜スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　食塩　野菜ブイヨン

きんぴら　麦茶
にんじん　ごぼう　きび砂糖　本みりん　しょう
ゆ　いりごま　ごま油

高野豆腐の卵と
じ

鶏肉　たまねぎ　にんじん　いんげん　高野豆腐
卵　きび砂糖　しょうゆ　油 果物　麦茶 ポテトマッシュ じゃがいも　塩　マーガリン　牛乳 果物　麦茶 果物　麦茶

豚ひき肉　にんじん　たまねぎ　ねぎ　しょうが
にんにく　にら　豆腐　干ししいたけ　油　しょ
うゆ　みそ　きび砂糖　食塩　鳥がらだし　片栗

粉　ごま油

ハンバーグ　さ
くらんぼ　麦茶

豚ひき肉　たまねぎ　食塩　こしょう　パン粉
ながいも　油　中濃ソース　ケチャップ　たまね

ぎ　トマト　スライスチーズ　にんじん

ピザパン 食パン　ピザ用チーズ　ケチャップ　豚ひき肉　ピーマン
にんじん蒸しパ
ン

ホットケーキ　にんじん　りんご濃縮果汁　きび
砂糖　油　ベーキングパウダー 黄な粉おはぎ 七分つき米　もち米　水　きな粉　きび砂糖　塩

七夕ゼリー　牛
乳

青りんごゼリーのもと　　牛乳　きび砂糖　かん
てん ふかしじゃが芋 じゃがいも　塩 お菓子

牛乳 牛乳
きゅうりのしょ
うゆ漬け　牛乳

きゅうり　塩　しょうゆ　きび砂糖 トウモロコシ とうもろこし 牛乳 麦茶

11 せんべい 12 ボーロ 13 せんべい 14 せんべい 16 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 ひじきごはん
七分つき米　鶏糸切り肉　人参　ごぼう　油揚げ
干ししいたけ　ひじき　きび砂糖　しょうゆ　塩
酒

おにぎり　ポテ
ト　ミニトマト
麦茶 生姜焼きごはん

七分つき米　豚肉(ばら)　豚肉(もも)　しょうが
しょうゆ　いりごま　ごま油

七分つき米　炊き込みわかめ　じゃが芋

沢煮椀　麦茶
豚肉(ばら)　人参　ごぼう　竹の子　大根　干し
いたけ　しょうゆ　塩　だし節　油　こまつな みそ汁

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

みそ　煮干　かぼちゃ　生わかめ

焼きそば　板ず
りきゅうり　枝
豆

焼きそばめん　豚肉(もも)　にんじん　もやし
キャベツ　食塩　中濃ソース　焼きそばソース

15

さんまの蒲焼
さんま　油　片栗粉　きび砂糖　しょうゆ　酒
水 菜果サラダ

りんご　みかん缶　レタス　キャベツ　きゅうり
食塩　油　酢

じゃがいもとさ
さ身のごま和え

クラッカー

じゃがいも　にんじん　ブロッコリー　鶏ささ身
いりごま　きび砂糖　しょうゆ 肉じゃが

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　じゃがいも
きび砂糖　本みりん　しょうゆ　油　いんげん
しらたき

焼きとうもろこ
し

とうもろこし　しょうゆ 具だくさん汁
みそ　だし節　にんじん　さつまいも紅あずま
だいこん　木綿豆腐　油揚げ

浅漬け キャベツ　きゅうり　だいこん　塩　にんじん 麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶 鶏のからあげ 鶏もも肉　しょうゆ　しょうが　油　片栗粉 果物　麦茶

きな粉サンド 食パン　マーガリン　きび砂糖　きな粉
ポテトのトマト
ソースがけ

じゃがいも　油　トマト　たまねぎ　ケチャップ
中濃ソース　食塩

しらすチーズの
おやき

七分つき米　しらす干し　とろけるチーズ　小麦
粉　食塩　あおのり　ごま油　食塩 チヂミ

小麦粉　片栗粉　にら　豚肉(もも)　にんじん
油　ごま油　水　しょうゆ　きび砂糖　酢

索餅（さくべ
い）

強力粉　小麦粉　ベーキングパウダー　きび砂糖
塩　油 お菓子

酢ごぼう　牛乳 ごぼう　きび砂糖　しょうゆ　酢 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 麦茶

18 19 せんべい 20 せんべい 21 せんべい 22 胚芽クッキー 23 せんべい

ごはん 果物 麦
茶

七分つき米 冷麦
干しひやむぎ　かつお節　こんぶ　煮干し　きび
砂糖　塩　しょうゆ　みかん缶　きゅうり ごはん　麦茶 七分つき米

みそ汁 みそ　煮干だし汁　こまつな　だいこん　油揚げ いそ辺揚げ ちくわ　小麦粉　小麦粉　あおのり　油 みそ汁　果物 みそ　煮干し　だいこん　油揚げ

タコライス
七分つき米　豚ひき肉　たまねぎ　レタス　トマ
ト　にんにく　しょうが　油　中濃ソース　ケ

チャップ　食塩　カレー粉　ピザ用チーズ

ひじきのドライ
カレー

根菜ハンバーグ
豚ひき肉　ごぼう　たまねぎ　食塩　こしょう
パン粉　油　中濃ソース　ケチャップ　水

生揚げといんげ
んの煮物

生揚げ　いんげん　にんじん　きび砂糖　しょう
ゆ　みりん　酒 野菜スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　もやし　食塩　野菜ブイヨン 鮭の南蛮漬け

さけ　片栗粉　油　酢　しょうゆ　酒　きび砂糖
あさつき　いりごま　水 野菜スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　食塩　野菜ブイヨン

ポテトマッシュ
きゅうり　キャベツ　にんじん　もやし　コーン
缶　きび砂糖　酢　しょうゆ 果物　麦茶 果物　麦茶 きんぴら

にんじん　ごぼう　きび砂糖　本みりん　しょう
ゆ　いりごま　ごま油 果物　麦茶

大学かぼちゃ かぼちゃ　油　きび砂糖　しょうゆ　黒ごま 黄な粉おはぎ 七分つき米　もち米　水　きな粉　きび砂糖　食塩 和風スパゲティ ピザパン
食パン　ピザ用チーズ　ケチャップ　豚ひき肉
ピーマン お菓子スパゲティー　ツナ水煮缶　にんじん　えのきた

け　たまねぎ　ピーマン　にんにく　油　しょう
ゆ　食塩　こしょう　焼きのり

牛乳 牛乳 麦茶煮干し　牛乳 牛乳

25 ビスケット 26 せんべい 27 ボーロ 28 せんべい 29 クラッカー 30 せんべい

ごはん 七分つき米 ごはん 七分つき米 きつねごはん 七分つき米　酒　塩　しょうゆ　油揚げ
スパゲティー　豚ひき肉　たまねぎ　にんじん

ピーマン　干ししいたけ　油　ケチャップ　中濃
ソース　塩　トマト

生姜焼きごはん
なすとかぼちゃ

のカレー

七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん
かぼちゃ　なす　油　ケチャップ　中濃ソース
塩　野菜ブイヨン　カレー粉　カレールウ　油

小麦粉ワンタンスープ
豚ひき肉　たまねぎ　にんじん　キャベツ　ねぎ
ワンタンの皮　塩　しょうゆ　野菜ブイヨン 中華スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　たけのこ　は
るさめ　塩　しょうゆ　野菜ブイヨン　こまつな みそ汁 みそ　煮干　かぼちゃ　生わかめ

スパゲッティ
ミートソース

チャンプルー 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 麻婆豆腐 肉じゃが 菜果サラダ

豚肉(ばら)　にんにく　酒　豆腐　たまねぎ　に
んじん　もやし　ごま油　油　しょうゆ　食塩

鳥がらだし
果物　麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶 麦茶

黒糖わらびもち 黒砂糖　きび砂糖　片栗粉　水　きな粉
おにぎり（おか
か）

七分つき米　かつお節　しょうゆ　塩 ふかしじゃが芋 じゃがいも　塩 お菓子

果物　麦茶

豚ひき肉　にんじん　たまねぎ　ねぎ　しょうが
にんにく　にら　豆腐　干ししいたけ　油　しょ
うゆ　みそ　きび砂糖　食塩　鳥がらだし　片栗

粉　ごま油

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　じゃがいも
きび砂糖　本みりん　しょうゆ　油　いんげん

しらたき

りんご　みかん缶　レタス　キャベツ　きゅうり
食塩　油　酢 具だくさん汁

みそ　だし節　にんじん　さつまいも紅あずま
だいこん　豆腐　油揚げ

麦茶牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

チヂミ
小麦粉　片栗粉　にら　豚肉(もも)　にんじん
油　ごま油　水　しょうゆ　きび砂糖　酢 きな粉サンド 食パン　マーガリン　きび砂糖　きな粉

　６月２３日、たいよう組の合宿で、子どもたちが、夕食にカレーを作りました。初めは心配だった包丁も上手になり、玉ねぎや人参、サラダの野菜
を切ってくれました。じゃが芋の皮はザラザラした石（洗ったもの）で一生懸命むきました。かまどで炊いたご飯や、薪で焼いたとうもろこしなど、美味
しいものをたくさん食べました。苗間保育園が開園した時に、ふたば組で入園した子どもたち。こんなに沢山できる事が増え、成長がまぶしい一日
でした。

お祭り給食の日は、パックに入った給食でお祭りごっこをしたいと思います。
おにぎり、焼きそば、焼きとうもろこし、鶏のからあげ、板ずりきゅうり、ベイクドポテ

ト、ミニトマト、枝豆、スイカ、麦茶　　おやつに索餅、七夕に古来よりお供えされていた
お菓子を出します。

七分つき米　豚肉(ばら)　豚肉(もも)　しょうが
しょうゆ　いりごま　ごま油

七分つき米　豚ひき肉　ひじき　たまねぎ　にん
じん　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

七分つき米　豚ひき肉　ひじき　たまねぎ　にん
じん　ピーマン　にんにく　しょうが　油　ケ

チャップ　ソース　食塩　カレールウ　カレー粉
野菜ブイヨン

七分つき米　豚肉(ばら)　豚肉(もも)　しょうが
しょうゆ　いりごま　ごま油

なすとかぼちゃ
のカレー

七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん
かぼちゃ　なす　油　ケチャップ　中濃ソース

食塩　野菜ブイヨン　カレー粉　カレールウ　油
小麦粉

ジャージャーう
どん

ゆでうどん　豚ひき肉　たまねぎ　にんじん
きゅうり　きび砂糖　しょうゆ　みそ　油　ごま

油　片栗粉　食塩


