
令和2年7月　　　　予定献立表（一般）

日 �曜 �昼食献立名 �午後おやつ 献立名 �主な材料の体内での働lき ����栄養価 乳児　主食 乳児・幼児副食 ��血や肉となる �働く力や熟と 　なる �体の調子を集 えるもの �調味料・その他 �乳児 �幼児 

1 15 �水 �ごほん �牛乳 �豚もも肉 �はいが精米 �にんにく．もやし 　‾し、 �酒．しょう油 �504kcal �435kcal 豚肉の輯国風焼き ナムル �夏野菜の ピザトースト �卵 牛乳 �砂艶胡麻油 白胡麻 �きゆつ九ほつれん阜 人参．生わかめ �酢．水 コンソメ．壇 �たんばく責 23．6g �たんばく賞 24．6g 

わかめスープ ��ピザ用チーズ �油 �よねぎ．メロン．なす �こしょう �脂質 �脂質 

メロン ���食パン � �ケチャップ �17．8g �19．5g 

2 16 �禾 �ごほん �牛乳 �納豆虞 �はいが精米 �長ねぎ．人蓼，トマト �塩 水 しょう油 断 だし汁 �488kcal �418kcal 豆鹿とひじきのかき揚げ �枝豆 �しらす干し �小麦粉 油 砂糖 �干ひじき．かぼちゃ ��たんばく千 �たんばく井 

甘酢和え �甘辛せんべい �味噌 ��きゅうり．生わかめ ��17．0g �16．4g 

味噌汁（かぼちゃ・玉ねぎ） ��牛乳 ��玉ねぎ．すいか ��脂質 �片旨質 

すいか ���ばたばた焼き �技王（さや入り） ��15．5g �15．6g 

3 17 �金 �し　　一～● � �ピザ用チーズ � �ヽ �塩 � � 

Jんしソヤム／ノ �牛乳 ���力lちや．玉ね 小松菜．人蓼 さやいんげん ��502kcal �414kCa 

かぼちゃのキッソユ いんげんのマヨネーズ添え �サマースパゲ丁イー �卵 ボンレスハム �油．マヨネーズ 春雨（でんぷん） ��LLょつ 水 �たんばく書 20．4g �たんばく★ 18．5g 

春雨スープ ��王乳．牛乳 �スパゲティ �トマトにんにく �コンソメ �脂　質 �脂　質 

すいか ��まぐろ油漬け缶 �オリーブオイル �パセリ．すいか ��20．9g �19．1g 

6 20 �月 �ごはん 　　ヽ �牛乳 2色ポンデケージョン �豚挽肉 �はいが精米．砂糖 パン粉．油 �長ねぎ．人事 �増 だし汁 �481kcal �402kca】 豆鹿の松風焼き ひじきの妙り煮 漬汁（魅■ほうれん草） ��縄王腐．味噌 ��干ひじき ��たんばく質 �たんばく賞 

油あげ 牛乳 �白胡麻．紘 じゃがいも．強力粉 �ほつれん阜 メロン �しょつ油 水 �19．6g 脂∵賢 �19．6g 脂質 

メロン ��扮チーズ �オリーブオイル �書のり ��17．3g �18．9g 

7 21 �火 �パン �お茶 �かじきまぐろ 卵 絹玉露．王乳 �食パンノ小麦粉 �レモンノくセリ �壌こしょう �485kCa �409kca フィッシュアンドチップス �雷薫とじゃこの ��油．じゃがいも �トマト．人事 �水．コンソメ �たんばく井 �たんばく羊 

くし型トマト �ふりかけごほん ��はいが精米 �玉ねぎ．セロリ �お茶 �19．7g �16．5g 

豆乳スープ ��牛乳（乳児のみ） �胡麻油 �すいか �みりん �脂　質 �脂　賞 

すいか ��ちりめんじゃこ �白胡麻 �小松菜 �しょう油 �16．5g �14．7g 

8 22 �水 � � � �はいが精米．濾 パター・ �■ � � � 

夏野菜のカレー（フイス） ハワイアンサラダ �牛乳 ひまわり養 �豚もも肉 スキムミルク ��よす．かぼちゃ．王ねぎ 人鯵．キャベツ，きゅうり �カレー粉．水 コンソメ．ケチャップ �499kCal たんばく責 �415kCal たんばく賞 

胡麻入りビスケット �牛乳 �小麦粉 砂糖 アスパラビスケット �セロリパイン缶，粉雷天 100％みかん果汁 100％ぶどう集汁 �中濃ソース．塩 酢 こしょう �14．6g 脂質 15．6g �13．7g 脂質 17．0g 

9 �木 �＿′ �ヽ　・．．．．．．＿ �卵 ベーコン �ま1が �ト　　ビ　、 �塩 ケチャップ � � 

Ll スペイン風卵焼き �のヨ　ル 茹でとうもろこし ��し　米 油 �マLtマノ さやいんげん．人参 ��519kcal たんばく井 �388kcal たんばく千 

30 ��いんげんのきんぴb �ハウムクーヘン �生あげ．味噌 �砂地 �しらたき．とうがん �酒 しょう油 �20．2g �17．5g 味噌汁（生あげ・とうがん） ��牛乳（乳児のみ） �胡麻油 �すいか ��脂　質 �脂　質 

すいか ��ジョアマスカット �バウムクーヘン �とうもろこし �だし汁 �15．1g �13．5g 

10 �金 � � �な � � �だし汁．みりん しょう油．壇 � � 

冷しつとん 鶏肉のオレンジ焼き �牛乳 凍り豆鹿の �鶏もも肉（皮↓し） 鶏もも肉（皮つき） �乾麺ノJヽ麦粉 油 �人参．モロヘイヤ 100％みかん巣汁 ��490kcal たんばく箕 �416kcal たんばく質 

31 ��モロヘイヤのナムル �ドライカレー �牛乳 �胡♯油 �長ねぎ．えのきだけ �鶏ガラスープの素 �22．0g �19，7g （幼児）清汁（えのきだけ・オクラ・人参） ��凍り王女 �白胡麻 �もやしオクラメロン �こしょう．水 �月旨　質 �脂　質 

メロン ���はいが精米 �玉ねぎ．ピーマン �カレー粉 �17．1g �17．1g 

13 27 �月 �ごほん �牛乳 �豚挽肉 �はいが精米 �なす �壇，こしょう �517kcaI �430kca なすのグラタン �キャロットケーキ �納王女．味噌 �バター．油 �玉ねぎ �水．ケチャップ �たんばく質 �たんばく賞 

きゅうりの中華和え ��牛乳．扮チーズ 卵 スキムミルク �小麦粉．砂糖 �きゅうり �酢．しょう油 �17．8g �17．4g 

味噌汁（綿豆廣・なめこ） ���胡麻油 �なめこ �だし汁月・P �脂　質 �脂　質 

白胡麻 �人参 �シナモン �19．4g �20．8g 

14 28 �火 �　J � �生 �まlが �人 �壇 こしょう � � 

」はん 魚の味噌マヨネーズ焼き �ヨールト 手作りポップコーン �鮭 畦l■ �lいが精米． マヨネーズ．油 �蓼．一マノ 玉ねぎ ��507kGal たんばく東 �393kGal たんばく書 

切干し大根の薫物 �鈴カステラ �油あIf �じゃがいもノくター �切干し大根 �みりん �21．9g �19．6g 

味柑汁（じゃがいもりト松葉） ��ヨーグルト �とうもろこし（乾〉 �さやえんどう �しょう油 �脂　質 �脂　質 

すいか ��牛乳（乳児のみ） �鈴カステラ �小松菜，すいか �だし汁 �13．1g �11．6g 

29 �水 �ごほん �牛乳 �豚レバー �はいが精米．白胡麻 �キャベツ．人事 �みりん．酒 �495kcal �403kca 

レバーの胡麻味噌焼き �チヂミ凰おやき �味噌 �油スパゲティ �きゅうり．かぼちゃ �壇．こしょう �たんばく貫 �たんばく賞 

スパゲティサラダ ��牛乳 �マヨネーズ �さやいんげん �だし汁 �21．3g �21．2g 

味噌汁（かぼちゃ・さやいんげん） ��豚挽肉 �小麦粉，上新粉 �にら，ホールコーン缶 �しょう油 水 �丹旨　貫 �脂　質 

メロン ��しらす干し �砂舌．胡麻油 �メロン ��15．0g �15．4g 

参 考 献 立 � �‾lん � �大王 �はいが精米 �人義一ぼう �だし汁 塩 しょう油 �527kCa �440kca 
ヽ＿ 五目豆 �じゃこおにぎり �鶏もも肉（皮なし） �砂★ �　■－ ほうれん草 ��たんばく賃 �たんばく賃 

ほうれん草の胡麻和え ��油あげ．味噌 �白胡麻 �もやし ��22．6g �22．1g 

味噌汁（えのきだけ・かぶ） ��牛乳 �胡麻油 �えのきだけカ＼ぶ ��脂　質 �脂　質 

プチトマト ��ちりめんじゃこ ��プチトマト ��13．7g �13．9g 

参 考 献 � �ゆかりおにぎり �牛乳 �豚もも肉 �はいが精米．ゆかり �人事 �しょう油 �501kCa �395kCa 
豚肉の胡麻照り焼き �黒糖パン �油あげ �黒胡麻ノ小麦粉 �冷凍グリンピース �みりん �たんばく書 �たんばく質 

カレーポテト ��味噌 �乱砂■ �チンゲン稟 �カレー粉 �21．9g �21．4g 

立 ��味噌汁（油あげ・チンゲン彙） メロン ��牛乳 �じゃがいも 黒糖パン �メロン �壕 だし汁 �脂質 14．8g �脂箕 15，1g 

参 考 献 � �そうめん �お茶 �かじきまぐろ �そうめん．砂糖 �オクラ，トマト �だし汁．しょう油 �472kca �506kca 
魚のカレー揚げかぼちゃ添え �星空ヨーグルト �しらす干し �かたくり扮．油 �人参．かぼちゃ �みりん．櫨 �たんばく責 �たんばく羊 

酢の物 �塩味せんべい �プレーンヨーグルト �コーンフレーク �きゅうり．生わかめ �カレー粉 酢 �18．6g �19．1g 

すいか ��牛乳（乳児のみ） �いちごジャム �すいか ��脂　質 �脂　質 
立 �����星たべよ �みかん缶パイン缶 �お茶 �15．0g �14．7g 

※幼児は副食給食のため、主食分の栄養価が含まれていません。　※（参考）幼児の主食は胚芽滞米50gを目安量としています。

※参考献立の幼児栄養価表示は主食が含まれています。

アレルギー等に配慮し、使用食材を明記しています。各家庭で御確認ください。


