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麦茶 麦茶 麦茶

せんべい

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

クラッカー 牛乳

鶏むね肉　木綿豆腐　こんにゃく
人参　だいこん　ごぼう　じゃがい
も　油　食塩　しょうゆ　だし節 豚肉(ばら) はるさめ たまねぎ 人参

ピーマン 干ししいたけ たけのこ(ゆ
で) にんにく しょうが しょうゆ 鳥が
らだし 野菜ブイヨン 食塩 油 ごま油

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

ゆでうどん　かつお節　煮干し　き
び砂糖　食塩　しょうゆ　焼きのり
きゅうり

おにぎり
（ツナ昆布）

生姜焼きごはん

せんべい

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 せんべい 2 胚芽クッキー 3 せんべい 4 ボーロ 5 6 せんべい

ごはん　果物 七分つき米
七分つき米　豚肉(ばら)　豚肉(もも)
生姜　しょうゆ　いりごま　ごま油

ごはん 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 冷やしうどん

みそ汁　麦茶
人参　キャベツ　油揚げ　みそ　煮
干し

けんちん汁 具だくさん汁

ケチャップライス

鶏むね肉　だいこん　たまねぎ　人
参　こまつな　みそ　だし節

みそ汁　麦茶
だいこん　えのきたけ　こまつな
油揚げ　みそ　煮干し

ベイクドポテト

サバのカレー
揚げ

さば　しょうゆ　カレー粉　食塩
小麦粉　油

果物 春雨の炒め物 鶏の照り焼き

豆腐のサラダ

チーズラスク

鶏もも肉　しょうゆ　本みりん　酒 筑前煮

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

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

酢の物
きゅうり　食塩　生わかめ　きび砂
糖　酢　じゃこ

麦茶 果物　麦茶
鶏ささ身 人参 きゅうり 木綿豆腐 い
りごま 油 酢 しょうゆ ごま油

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 食パン　マーガリン　粉チーズ 大学かぼちゃ かぼちゃ 油 きび砂糖 しょうゆ ごま 七分つき米　ツナ油漬缶　塩こんぶ お菓子

鶏むね肉　木綿豆腐　こんにゃく
人参　だいこん　ごぼう　じゃがい
も　油　食塩　しょうゆ　だし節 豚肉(ばら) はるさめ たまねぎ 人参

ピーマン 干ししいたけ たけのこ(ゆ
で) にんにく しょうが しょうゆ 鳥が
らだし 野菜ブイヨン 食塩 油 ごま油

七分つき米　豚ひき肉　ひじき　た
まねぎ　人参　ピーマン　にんにく
生姜　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

キャベツとコー
ンのスープ

麦茶

せんべい 13

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

8 せんべい 9 ビスケット 10 せんべい 11 12

小麦粉 片栗粉 にら 豚肉(もも) 人参
油 ごま油 しょうゆ きび砂糖 酢

せんべい

そぼろごはん
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

ごはん 七分つき米 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　食塩
トマト

スパゲッティ
ミートソース

 
バターピラフ

果物　麦茶

生姜焼きごはん

豚汁
豚肉(もも) だいこん 人参 ごぼう ね
ぎ じゃがいも こまつな 木綿豆腐 油
揚げ こんにゃく だし節 みそ

具だくさん汁
だいこん　人参　さつまいも　木綿
豆腐　油揚げ　みそ　だし節

食パン　いちごジャム じゃがいも　食塩

果物　麦茶 果物　麦茶

ジャムパン

きゅうり　食塩
韓国風スタミ
ナ炒め

豚肉(ばら)　豚肉(もも)　清酒・上撰
たまねぎ　だいこん　人参　にら
ねぎ　しょうゆ　きび砂糖　酒　に
んにく　油　ごま油

チヂミ

たまねぎ　ケチャップ　鶏ひき肉
じゃがいも　キャベツ　人参　マカ
ロニ果物　麦茶 果物　麦茶

 
バターピラフ

野菜スープ
豚肉(もも) たまねぎ 人参 じゃがいも
キャベツ もやし 食塩 野菜ブイヨン

ミネストロー
ネスープ

キャベツ コーン缶 食塩 野菜ブイヨ
ン

茶飯おにぎり
七分つき米　しょうゆ　酒　食塩
きび砂糖

お菓子

牛乳 チーズ　牛乳 牛乳 牛乳 麦茶

15 せんべい 16 クラッカー 17 せんべい 18 ボーロ 19 せんべい 20 せんべい

七分つき米　豚肉(ばら)　豚肉(もも)
生姜　しょうゆ　いりごま　ごま油

ハヤシライス ごはん 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 ごはん 七分つき米

けんちん汁 中華スープ
豚肉(もも) たまねぎ 人参 たけのこ はるさ
め こまつな 食塩 しょうゆ　野菜ブイヨン みそ汁　麦茶

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

だいこん　えのきたけ　こまつな
油揚げ　みそ　煮干し

具だくさん汁
鶏むね肉　だいこん　たまねぎ　人
参　こまつな　みそ　だし節

果物 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 もやし

麻婆豆腐 豚ひき肉 人参 たまねぎ ねぎ しょう
が にんにく にら 木綿豆腐 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

鶏の照り焼き 鶏もも肉　しょうゆ　本みりん　酒 春雨の炒め物 野菜スープ

サバのカレー揚げ

マーブル蒸しパン

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

麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶 切り干し大根
切り干しだいこん 人参 油揚げ 本み
りん　しょうゆ きび砂糖 食塩

果物　麦茶 果物　麦茶

凍り豆腐　マーガリン　きび砂糖 大学かぼちゃ かぼちゃ 油 きび砂糖 しょうゆ ごま とうもろこし さつまいも紅あずま お菓子

氷キャン 牛
乳

牛乳 牛乳 牛乳

22 せんべい 23 ビスケット 24 25 クラッカー 26 せんべい 27

にぼし　牛乳 麦茶

せんべい

ごはん 七分つき米 ごはん 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 そぼろごはん
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

せんべい

みそ汁 かぼちゃ　生わかめ　みそ　煮干 具だくさん汁
だいこん　人参　さつまいも　木綿
豆腐　油揚げ　みそ　だし節 みそ汁　麦茶

ゆでうどん　かつお節　煮干し　き
び砂糖　食塩　しょうゆ　焼きのり
きゅうり人参　キャベツ　油揚げ　みそ　煮

干し 豚汁
豚肉(もも) だいこん 人参 ごぼう ね
ぎ じゃがいも こまつな 木綿豆腐 油
揚げ こんにゃく だし節 みそ

 
冷やしうどん

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

厚揚げと豚肉
のみそ炒め

韓国風スタミ
ナ炒め

さば　しょうゆ　カレー粉　食塩
小麦粉　油

筑前煮 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

きゅうり　食塩
ミネストロー
ネスープ

果物　麦茶 果物　麦茶 酢の物
きゅうり　食塩　生わかめ　きび砂
糖　酢　じゃこ

果物　麦茶

板ずりきゅうり
豚肉(ばら)　豚肉(もも)　清酒・上撰
たまねぎ　だいこん　人参　にら
ねぎ　しょうゆ　きび砂糖　酒　に
んにく　油　ごま油

たまねぎ　ケチャップ　鶏ひき肉
じゃがいも　キャベツ　人参　マカ
ロニ果物　麦茶 果物　麦茶

ジャムパン 食パン　いちごジャム じゃがいも　食塩
小麦粉　ベーキングパウダー　ピュ
アココア　きび砂糖　牛乳　油

七分つき米　ツナ油漬缶　塩こんぶ
豆乳わらびも
ち

片栗粉　きび砂糖　豆乳　きな粉 お菓子
おにぎり

（ツナ昆布）

牛乳 チーズ　牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 麦茶

29 せんべい 30 胚芽クッキー 31 せんべい

すまし汁
たまねぎ えのきたけ しょうゆ ねぎ
生わかめ かつお節 昆布 焼ふ

沢煮椀
豚肉(ばら) 人参 ごぼう たけのこ(ゆ
で だいこん こまつな 干ししいたけ
しょうゆ 食塩 油 だし節

焼きそば
焼きそばめん　豚肉(もも)　人参　も
やし　キャベツ　食塩　中濃ソース
焼きそばソース

ごはん

豆腐のサラダ
鶏ささ身 人参 きゅうり 木綿豆腐 い
りごま 油 酢 しょうゆ ごま油

ひじきのサラ
ダ

かじき　みそ　マヨネーズ

七分つき米

果物　麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶

茶飯おにぎり
七分つき米　しょうゆ　酒　食塩
きび砂糖

きな粉プリン 牛乳　きな粉　きび砂糖　かんてん 食パン　マーガリン　きび砂糖

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

かじきのみそマヨ

ふかしさつま芋高野豆腐のラスク

七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ
人参　コーン缶　マーガリン　食塩
野菜ブイヨン

牛乳 牛乳

ケチャップライス 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

七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ
人参　コーン缶　マーガリン　食塩
野菜ブイヨン

山の日

クラッカー 牛乳

シュガートースト

板ずりきゅうり

ふかしじゃが芋

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

なすとかぼ
ちゃのカレー

ふかしじゃが芋

【今月の果物】りんご、梨、すいか、メロン、デラウェア、巨峰など
※８、２２日のおやつは、たいよう組は合宿時と同じチョコクリーム又はピーナッツクリームを使用します。
※献立は、材料の関係などで変更する場合があります。
※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。


