様式F101

日付

献

2022年06月
献立

エネルギー
たんぱく質
脂質／塩分
( )は未満児
494.0(426.8)
22.7(20.4)
16.5(14.7)
2.0(2.0)

材

立
料

表

名

熱と力になるもの

血や肉や骨になるもの

胚芽米、じゃがいも、○なた
ね油、マヨネーズ、○きび砂
糖、○オリーブ油、ひえ粒、
あわ（精白粒）、きび砂糖

鶏もも肉、○薄力粉、○豆
乳、だいず（乾）、チーズ、
○ピザ用チーズ、○ハム、
油揚げ、半すりごま 白、い
わし(煮干し)、◎魚肉ソー
セージ

みいづ保育園(一般)

(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ
体の調子を整えるもの

3時おやつ

行事

調味料

01
水

雑穀ごはん、たけのこのみそ
汁、鶏肉のトマト煮、ごぼうと大
根のサラダ

02
木

梅ごはん、ひじきと油揚げのみ
そ汁、いわなのムニエル、ふきの
葉と凍豆腐の煮物

549.2(451.1) 胚芽米、じゃがいも、無塩バ いわな、○生うどん、卵、○ ○キャベツ、○たまねぎ、う
ター、○ごま油、小麦粉、き 豚肉(ばら)、さつま揚げ、油 め（生）、にんじん、万能ね
28.9(25.6)
び砂糖、なたね油
揚げ、凍り豆腐、いわし(煮 ぎ、○にんじん、ふき、こま
19.0(15.1)
干し)、かつお節、○あおの つな、ひじき、せり、にんに
り
く、◎びわ
3.1(2.5)

03
金

麦ごはん、わかめとさやえんどう
のみそ汁、ふき肉巻き、かぶの
あちゃら漬け

426.2(356.1) 胚芽米、七分つき押麦、黒 豚肉(ロース)、○牛乳、生わ かぶ、にんじん、たまねぎ、 米みそ（淡色辛みそ）、しょう パイナップル
砂糖、きび砂糖、○きび砂 かめ、○いわし(煮干し)、刻 ふき、きゅうり、さやえんど
ゆ、酢、食塩
18.6(15.0)
糖、片栗粉
みこんぶ、いわし(煮干し)、 う、◎パイナップル
16.3(13.1)
かつお節
1.8(1.5)

ミルクティー、
クッキー、煮干し

04
土

胚芽ごはん、豚肉のカレー、切
干大根のごま和え、バナナ

ウーロン茶、ウエ
ハース、揚げせ
んべい

06
月

雑穀ごはん、アスパラのみそ汁、
さわらの甘辛揚げ、きんぴらごぼ
う

596.2(477.0) 胚芽米、じゃがいも、なたね
油、きび砂糖
13.5(10.8)
20.0(16.0)
2.7(2.1)
469.4(393.3) 胚芽米、○胚芽米、なたね
油、片栗粉、黒砂糖、○な
18.9(15.5)
たね油、ひえ粒、あわ（精白
15.9(12.9) 粒）、ごま油
1.6(1.4)

07
火

胚芽ごはん、野草のキーマカ
レー、スベリヒユのスープ、ヤブ
カンゾウのごま和え、カキドオシ
のゼリー

612.4(519.0) 胚芽米、きくいも、黒砂糖、 豚ひき肉、カルピス、卵、ご
○なたね油、なたね油、き ま、◎いわし(煮干し)
20.0(17.5)
び砂糖、米粉、ごま油
20.6(17.3)
2.3(2.0)

08
水

ねこじゃらしのふりかけごはん、
ごぼうのみそ汁、豆腐じゃが、う
どの味噌マヨ和え

480.7(420.6)
14.9(13.4)
19.6(16.9)
2.1(1.8)

09
木

天然酵母パン、かぶのシ
チュー、枝豆入り卵焼き、えんど
う豆のサラダ

たまねぎ、かぶ、にんじん、 梅ジャム、酢、本みりん、ブ いちご
レタス、さやえんどう、かぶ・ イヨンだし、食塩
葉、りんご、えだまめ、干し
ぶどう、◎いちご

玄米茶、じゃこ
おにぎり

10
金

じゃこごま混ぜご飯、おかのりと
しろざのみそ汁、たけのこのうま
煮、さばのカレー揚げ

547.7(448.0) 天然酵母パン、○胚芽米、 豆乳、卵、ウインナー、絹ご
じゃがいも、なたね油、オ
し豆腐、○ちりめんじゃこ、
21.8(17.8)
リーブ油、きび砂糖
チーズ、ベーコン、○焼きの
22.3(17.9)
り
2.3(1.8)
さば、豚肉(ばら)、木綿豆
527.0(434.2) 胚芽米、小麦粉、なたね
油、ごま油、片栗粉、黒砂糖 腐、○するめ、ちりめんじゃ
26.0(21.0)
こ、○いわし(煮干し)、いわ
23.5(18.8)
し(煮干し)、半すりごま 白
2.0(1.6)

たまねぎ、たけのこ（水煮
米みそ（淡色辛みそ）、しょう 夏みかん
缶）、にんじん、しいたけ、さ ゆ、鶏がらだし、食塩、カ
やえんどう、おかのり、しろ レー粉
ざ、しょうが、◎なつみかん

緑茶、かりんと
う、するめ、煮干
し

11
土

ビビンバ丼、ねぎのみそ汁、いよ
かん

492.9(394.3) 胚芽米、なたね油、きび砂
糖、ごま油
15.7(12.5)
18.8(15.1)
1.7(1.4)

豚ひき肉、鶏ひき肉、油揚
げ、こんぶ（だし用）、ごま

いよかん、もやし、ほうれん 米みそ（淡色辛みそ）、しょう
そう、にんじん、ねぎ、しょう ゆ、食塩
が、にんにく

ほうじ茶、クッ
キー、チョコレー
ト菓子

13
月

雑穀ごはん、豆腐のみそ汁、野
菜炒め、おでん

469.3(410.4)
16.6(14.9)
19.6(15.8)
1.9(1.7)

豚肉(ばら)、木綿豆腐、ちく
わ、うずら卵水煮缶、○くる
み、いわし(煮干し)、油揚
げ、こんぶ（だし用）、かつお
節、◎いわし(煮干し)

キャベツ、○バナナ、だいこ 米みそ（淡色辛みそ）、本み あられ、煮干し
ん、ズッキーニ、にら、にん りん、しょうゆ、食塩
じん、しいたけ、ピーマン、
あかざ

番茶、バナナ春
巻き

14
火

胚芽ごはん、ズッキーニとレーズ
ンカレー、おくらの納豆和え、さ
くらんぼ

428.9(404.5) 胚芽米、じゃがいも、米粉、 豚肉(もも)、○カルピス、納
なたね油、黒砂糖、はるさめ 豆、ちりめんじゃこ、だいず
12.6(11.8)
（緑豆)、ごま油、きび砂糖 （乾）、生わかめ、いわし(煮
9.4(7.7)
干し)、◎いわし(煮干し)
1.3(1.3)

15
水

かきのは寿司、すまし汁（五
目）、ウインナーとじゃが芋の揚
煮、オレンジ

534.7(407.8)
21.3(17.1)
19.0(15.7)
2.5(1.9)

じゃがいも、○もち、○春巻
きの皮、しらたき、砂糖、油、
○なたね油、○じゃがいも、
◎きび砂糖

米、塩さば、鶏もも肉、ウイン オレンジ・ネーブル、なめ
ナー、○チーズ、○ハム、す こ、ねぎ、にんじん、しそ、
りごま、○焼きのり、◎ヨーグ しょうが
ルト(無糖)、◎きな粉

16
木

納豆玄米ごはん、なめこと豆腐
のみそ汁、だいこんと鶏肉の煮
物、春雨サラダ

548.1(572.8)
24.4(22.1)
19.7(16.5)
2.0(1.5)

玄米、○米粉、○きび砂
糖、○なたね油、はるさめ、
きび砂糖、○無塩バター、
黒砂糖、ごま油、○黒砂糖、
胚芽米

生揚げ、鶏もも肉、○絹ごし
豆腐、納豆、木綿豆腐、○
豆乳、卵、ハム、いわし(煮
干し)、生わかめ、こんぶ（だ
し用）、かつお節

17
金

菜っぱごはん、じゃがいもとしろ
ざのみそ汁、たちうおの照り焼
き、いんげんとヒメジョオンのごま
和え

570.3(490.8) 胚芽米、じゃがいも、片栗 ○牛乳、たちうお、油揚げ、 キャベツ、かぶ・葉、○干し 米みそ（淡色辛みそ）、しょう バナナ
粉、なたね油、砂糖、きび砂 半すりごま 白、○いわし(煮 ぶどう、きゅうり、にんじん、 ゆ、本みりん、食塩
22.2(17.5)
糖
干し)、いわし(煮干し)
いんげん、しろざ、ヒメジョオ
24.1(18.4)
ン、◎バナナ
2.1(1.6)

牛乳、かりんと ☆誕生会☆
う、レーズン、煮
干し

18
土

胚芽ごはん、じゃがいものみそ
汁、豚肉とピーマンのカレー炒
め、びわ

463.2(370.6) 胚芽米、じゃがいも、なたね 豚肉(もも)、油揚げ、こんぶ びわ、ズッキーニ、ピーマ
油、片栗粉
（だし用）、いわし(煮干し)
ン、たまねぎ、にんじん
17.5(14.0)
16.9(13.5)
1.4(1.1)

麦茶、クッキー、
チョコレート菓子

20
月

麦ごはん、豆腐と大根葉の赤み
そ汁、かれいの五目あんかけ、
ふきときゅうりの中華サラダ

454.7(396.0)
23.3(19.4)
14.3(12.2)
1.9(1.7)

胚芽米、○小麦粉、片栗
粉、○なたね油、○きび砂
糖、なたね油、七分つき押
麦、黒砂糖、ごま油、きび砂
糖

かれい、木綿豆腐、鶏ささ
身、○強力粉（全粒粉）、油
揚げ、○豆乳、いわし(煮干
し)、だいず（乾）、◎いわし
(煮干し)

きゅうり、たまねぎ、だいこん 赤みそ、しょうゆ、酢、本みり クラッカー、煮干 紅茶、よもぎクッ
（葉）、ふき、たけのこ（ゆ
ん、食塩、○食塩
し
キー
で）、○よもぎ、にんじん、
ズッキーニ、干ししいたけ、
しょうが、黒きくらげ

21
火

胚芽ごはん、レバーカレー、キャ
ベツのマカロニサラダ、夏みか
ん

476.3(403.0)
16.0(13.9)
10.4(8.5)
1.5(1.3)

胚芽米、じゃがいも、○米
粉、○きび砂糖、米粉、マカ
ロニ、なたね油、黒砂糖、マ
ヨネーズ

○豆乳、豚レバー、ツナ油
漬缶、○チーズ、だいず
（乾）、チーズ、生わかめ、い
わし(煮干し)、◎いわし(煮
干し)

なつみかん、たまねぎ、にん ケチャップ、ウスターソース、 卵ボーロ、煮干 番茶、枝豆と人
じん、○えだまめ、キャベ
ブイヨンだし、食塩、カレー し
参蒸しパン
ツ、○にんじん、にんにく、 粉、酢、○食塩
しょうが

玄米、じゃがいも、○米粉、
しらたき、○きび砂糖、マヨ
ネーズ、○なたね油、黒砂
糖、胚芽米

胚芽米、○春巻きの皮、しら
たき、じゃがいも、○なたね
油、なたね油、ひえ粒、あわ
（精白粒）、○黒砂糖

たまねぎ、ホールトマト缶
米みそ（淡色辛みそ）、しょう 魚肉ソーセージ 番茶、アスパラ
詰、にんじん、だいこん、し ゆ、ブイヨンだし、○食塩、
ガスのケーキ
めじ、ごぼう、ほうれんそう、 食塩
たけのこ（ゆで）、ピーマン、
○たまねぎ、○グリーンアス
パラガス、○にんじん、ね
ぎ、にんにく
米みそ（淡色辛みそ）、○ウ びわ
スターソース、本みりん、食
塩、○鶏がらだし、○しょう
ゆ

豚肉(肩ロース)、すりごま

バナナ、たまねぎ、にんじ
ん、切り干しだいこん、こま
つな

さわら、○豚ひき肉、○納
豆、○なると、油揚げ、ご
ま、いわし(煮干し)、カットわ
かめ、◎いわし(煮干し)

ごぼう、にんじん、○たまね 米みそ（淡色辛みそ）、しょう かりんとう、煮干 玄米茶、納豆
ぎ、たまねぎ、グリーンアス ゆ、本みりん、○しょうゆ、○ し
チャーハン
パラガス、○ピーマン、クレ 食塩
ソン・みずがらし、こんぶ（煮
物用）

牛肉(肩ロース)、○おから、
生揚げ、○絹ごし豆腐、ハ
ム、○きな粉、いわし(煮干
し)、こんぶ（だし用）、かつ
お節、○卵、◎チーズ

カレールウ、しょうゆ、食塩

ほうじ茶、おや
つ焼きうどん

たまねぎ、もやし、すべりひ 中濃ソース、ケチャップ、しょ ウエハース、煮
ゆ、いのこづち、いんげん、 うゆ、酢、食塩、カレー粉、 干し
やぶかんぞう、レタス、さつ ブイヨンだし、鶏がらだし
き、トマトピューレ、あかざ、
しろざ、かきどおし、さやえ
んどう、にんにく、桑の実、ヒ
メジョオン、かぶ・葉、しょう
が、クローバー、粉かんてん

野草茶、玄米ス ☆野草給食☆
ナック

たまねぎ、だいこん、にんじ 米みそ（淡色辛みそ）、しょう プロセスチーズ 紅茶、米粉おか
ん、キャベツ、はつかだいこ ゆ、○食塩
らドーナツ
ん、ごぼう、うど、ねぎ、さや
えんどう、こんぶ（煮物用）

さくらんぼ（国産）、○ぶどう しょうゆ、中濃ソース、ケ
せんべい、煮干 緑茶、あじさい
濃縮果汁、たまねぎ、にんじ チャップ、酢、ブイヨンだし、 し
ゼリー
ん、トマト、きゅうり、オクラ、 カレー粉、食塩
干しぶどう、○粉かんてん、
ハルジオン、にんにく、しょう
が、しそ
かつおだし汁、酢、しょうゆ、 ヨーグルト
食塩、本みりん、◎梅ジャム

だいこん、もやし、なめこ、た しょうゆ、米みそ（淡色辛み なつみかん
けのこ、○ごぼう、こまつな、 そ）、○ココア（ピュアココ
さやえんどう、ねぎ、干しし ア）、本みりん、酢
いたけ、◎なつみかん

米みそ（淡色辛みそ）、カ
レー粉、食塩

ほうじ茶、もち
チーズ揚げ

紅茶、ごぼうブラ
ウニー

