
　　　　　　　　　令和2年度7月給食献立予定表          

曜 主　　な　　材　　料
日 熱や力になるもの 血や肉になるもの 体の調子を整えるもの

1

29

2 木

3

31

4

18

7 火

9

30

11

25

15 水

今月の栄養値 エネルギー 蛋白質
目標 530kcal 18ｇ
平均 539kcal 20g

　

月

月

10 金

6

ガーリックライス　チキン南蛮
切干大根の和風サラダ
いんげんと若布の味噌汁　デザート

金

七夕メニュー

水

ベーコン　牛乳
パルメザンチーズ
プロセスチーズ

8

21 火

鶏と梅干しの炊き込みご飯
豆腐入りつくねのごま焼き　デザート
なすと油揚げのとろり煮　冬瓜の味噌汁

栗おこわ　ギョロッケ
✿かけ和え　だぶ
デザート

ご飯　豚肉のしょうが焼き
胡瓜と若布の酢の物
豆腐と若布の味噌汁　デザート

七夕そうめん
天ぷらの盛り合わせ
七夕デザート
ご飯　✿豚肉のスパイス焼き
ほうれん草のお浸し
なめこと豆腐の味噌汁　デザート

精白米　薄力粉　砂糖　調合油

精白米　マヨネーズ　ごま油
三温糖　じゃがいも

土

 梅雨明けも間近になり、いよいよ本格的な夏がやってきます。
蒸し暑さのため、食欲が低下しがちな季節ですが、酢などの酸味を使った料理を食べることで、夏バ
テの予防につながります。７月は夏が旬の野菜（トマト、なす、きゅうりなど）を献立に多く取り入れまし
た。これらの野菜は水分が多く、体の余分な熱をとってくれる働きがあります。幼児さんのみですが、
トマトの丸かじり体験も行う予定です。旬の野菜を食べ、暑い夏を乗り切りましょう。
　また、今月の栄養指導は正しいマナーで食べること、佐賀県についてお話ししたいと思います。

精白米　パン粉　ごま　片栗粉
甘納豆　三温糖

鶏肉　牛乳　豚肉　油揚げ
脱脂粉乳　淡色辛みそ
鶏卵　豆腐　クリームチー
ズ

水

玉ねぎ　椎茸　胡瓜　レタス
トマトケチャップ　青ピーマン
人参　長ねぎ　もやし　果物

水

豚肉　生揚げ　淡色辛みそ
木綿豆腐　牛乳

胡瓜　オクラ　こんぶ 　南瓜
人参　さやいんげん　長ねぎ
果物

玉ねぎ　赤ピーマン　にんにく
トマトケチャプ　人参　なめこ
ほうれん草　果物

玉ねぎ　マッシュルーム　トマト
ほうれん草　レタス　胡瓜　若布
アスパラガス　青梗菜　人参
果物

鶏肉　ツナ缶　淡色辛みそ

精白米　栗甘露煮　三温糖　ごま
薄力粉　パン粉　里芋　こんにゃく
ホットケーキミックス　マーガリン

精白米　調合油　薄力粉
三温糖　マヨネーズ　マーガリン
砂糖

鶏肉　鶏卵　ツナ缶　牛乳
かにかまぼこ　淡色辛みそ
脱脂粉乳

そうめん　薄力粉　調合油
フルーツゼリー　精白米

精白米　ごま油　三温糖　ごま
砂糖　じゃがいも　食パン

鶏肉　生揚げ　淡色辛みそ
牛乳　脱脂粉乳　鶏卵
生クリーム

おやつ(補食）
3時全員

献　立　名

牛乳えそ　鶏卵　淡色辛みそ
鶏肉　生揚げ　牛乳
コンデンスミルク

こんぶ　玉ねぎ　人参　大根
蓮根　ごぼう　椎茸　果物

♥丸ぼうろ

牛乳

♥サーターアンダギー

♥牛乳寒

日

鯵　淡色辛みそ　牛乳 長ねぎ　にら　もやし　人参
玉ねぎ　ぶなしめじ　青梗菜
若布　青のり　果物

牛乳ご飯　鯵の中華風照り焼き
チャプチェ
韓国風味噌汁　デザート

精白米　砂糖　ごま油　緑豆春雨
ごま　薄力粉　食パン　バター

♥コンソメトースト

ご飯　鶏肉のカレー焼き
もやしとツナのごま酢和え
じゃが芋と若布の味噌汁　デザート

♥豚ロールおむすび

　　　　あ　ゆ　み　保　育　園
　　　　（栄養士　　 滝田　夏海）

マークは栄養指導の日です　♥マークは手作りおやつ　★マークは幼児のみオプションドレッシングです  ✿マークは新しいメニューです。

豚肉　しらす干し
淡色辛みそ

胡瓜　若布　もやし　キャベツ
玉ねぎ　果物　バナナ

麦茶

スパゲッティナポリタン　デザート
レバーのカレーフライ
フレンチサラダ　野菜スープ

スパゲティ　 調合油　薄力粉
三温糖　精白米

ロースハム　豚レバー
木綿豆腐　豚肉

食パン　マーガリン　パン粉
マヨネーズ　精白米　ごま

プロセスチーズ　豚肉
鶏卵

♥納豆チャーハン

ロースハム　鶏卵
焼き竹輪　納豆

豚肉　豆腐　淡色辛みそ
牛乳　鶏卵

麦茶

麦茶

クロワッサン　マカロニ　バター
 薄力粉　パン粉　精白米　ごま
 調合油

クロワッサン　マカロニグラタン
生野菜★　デザート
青梗菜と若布のスープ

♥シュガートースト

もやし 　若布　玉ねぎ

牛乳

♥ポテトピザ

麦茶

麦茶

ご飯　鮭のちゃんちゃん焼き
胡瓜と糸寒天の和え物
とろろ昆布汁　デザート

♥ご飯のおやき

脂質
17ｇ
18ｇ

牛乳
♥オニオンブレッド

麦茶

♥ブラウニー
ごぼう　なす　玉ねぎ　青梗菜
トマトケチャプ　コーン缶
人参　のり

22

28 火

ゆかりご飯　豚肉の胡瓜巻き焼き
チーズとひじきのごま和え
おくらと大根の味噌汁　デザート

ロースハム　豚肉
プロセスチーズ　鶏卵
ヨーグルト　牛乳

梅干し　長ねぎ　 なす　玉ね
ぎ
冬瓜　人参　南瓜　果物

♥南瓜のかわり茶巾

麦茶

♥にんじんクッキー

豚肉　プロセスチーズ
淡色辛みそ　牛乳
生クリーム

27

牛乳

♥お楽しみケーキ

麦茶

しその葉　胡瓜　ひじき　人参
青ピーマン　キャベツ　オクラ
大根　玉ねぎ　果物

牛乳

牛乳

麦茶小松菜　人参　玉ねぎ　椎茸　の
り
大根　しその葉　キャベツ　果物
コーン缶　グリンピース　あさつ
き

ハヤシライス　ハム入り卵焼き
若布サラダ　デザート
トマトの丸かじり（幼児のみ）

♥鮭茶漬け

玉ねぎ　人参　グリーンピース
マッシュルーム　青ピーマン
 若布　コーン缶　胡瓜　果物

豚肉　鶏卵　ロースハム
牛乳　プロセスチーズ

精白米　じゃがいも　砂糖
調合油　ホットケーキミックス
マヨネーズ

ロールパン　マヨネーズ　薄力粉
バター　片栗粉　三温糖

味噌あんかけうどん
豆腐の変わり揚げ
胡瓜と大根の酢の物　デザート

うどん　片栗粉　調合油　三温糖
精白米

豚肉　淡色辛みそ　さけ
木綿豆腐　プロセスチーズ
牛乳

玉ねぎ　人参　筍水煮缶　椎
茸　ひじき　胡瓜　大根　果物

べにざけ　牛乳　ベーコン
パルメザンチーズ

精白米　胚芽米　砂糖　里芋
バター　薄力粉

精白米　三温糖　ごま　砂糖
薄力粉　バター

月

♥ミニドリア

えのきたけ　ほんしめじ　人参
玉ねぎ　胡瓜　寒天　とろろ昆布
糸みつば　トマトケチャプ　果物

ツナ缶詰　納豆　牛乳
しらす干し　淡色辛みそ
鶏卵

大根　人参　長ねぎ　玉ねぎ
果物

胚芽米入りご飯　まぐろの炒り煮
納豆としらすのおかか和え
里芋の味噌汁　デザート

月

土

手打ちたぬきうどん
鯖の竜田揚げ
しそとキャベツの塩もみ　デザート

うどん　薄力粉　調合油　片栗粉
三温糖　ごま　精白米

さば　ベーコン

13

20

16

14

牛蒡とハムのサンドイッチ
チーズミートナス　のりと卵のふわふわスープ
青梗菜とコーンのソテー　ヨーグルト

火

木

金

誕生日会

17

人参　玉ねぎ　ほうれん草
切干大根　セロリー　果物
刻み昆布

そぼろかけうどん
生揚げのごまみそ焼き
切干大根の松前漬風　デザート

うどん　ごま　三温糖　薄力粉
マーガリン

チーズきゅうりサンド
ひき肉のシシカバブ風　デザート
コールスローサラダ　もやしの和風スープ ♥カレーおにぎり

いちごジャム　キャベツ　小松菜
人参　椎茸　しょうが　玉ねぎ
ブロッコリー　寒天　みかん缶
果物

胡瓜　玉ねぎ　人参　キャベツ
アスパラガス　トマトケチャプ
コーン缶　もやし　小松菜　果物

♥レモンケーキ

佐賀県

木

ミックスジャムサンド　✿ジャージャン豆腐
ブロッコリーと人参のごまドレッシング
キャベツのスープ　デザート

食パン　マーガリン　調合油
三温糖　ごま　ごま油

牛乳

麦茶

バナナ

精白米　三温糖

♥スキムバナーヌ

牛乳赤ピーマン 黄ピーマン 胡瓜

青ピーマン 玉ねぎ 切干大根 果物

さやいんげん 人参 若布 バナナ

、

。

食材の栄養指導は月２回、
マークのある日の食材や、食事
のマナー等について行います。


