
午前おやつ
（乳児） 昼　食 おやつ

冷やしうどん 牛乳　小魚　チーズ 砂糖　醤油　サラダ油

春巻き 鶏ひき肉　なると めんつゆ　酒　塩　

麦茶 豚ロース肉　しらす ごま油　鶏がら　

バナナ マヨネーズ　

バターロール（幼児：バター） 牛乳　小魚　バター 醤油　ケチャップ

カジキのマーマレード焼き カジキ　ベーコン 砂糖　塩　ブイヨン

ポークビーンズ 大豆　鮭　かつお節

スープ　牛乳　デラウェア

夏野菜カレー 牛乳　小魚　わかめ カレールウ　サラダ油

カニカマの甘酢和え 鶏モモ肉　かに蒲鉾 酢　砂糖　醤油　塩

スープ 鶏卵　 ブイヨン　鶏がら

麦茶　オレンジ

ビビンバ丼 牛乳　小魚　ハム サラダ油　醤油　酢

ポテトサラダ 豚ひき肉　鶏卵 砂糖　みりん　ごま油

スープ マヨネーズ　ブイヨン

麦茶　グレープフルーツ 塩　

ごはん アイスクリーム 牛乳　小魚　鶏卵 サラダ油　醤油　砂糖

ミートボール ウエハース 豚ひき肉　かつお節 かつおだし　めんつゆ

小松菜のおかか和え スキムミルク 味噌　

味噌汁　麦茶　バナナ わかめ　

七夕そうめん 牛乳　小魚　ハム めんつゆ　酒　醤油

唐揚げ　ブロッコリー 鶏ひき肉　鶏卵 みりん　サラダ油

トウモロコシと枝豆のかきあげ 鶏モモ肉　 砂糖

さくらんぼ　オレンジ　麦茶

ごはん 牛乳　小魚　アジ サラダ油　砂糖　酢　

あじの香味揚げ 油揚げ　かつお節 醤油　めんつゆ　味噌

キャベツのおひたし 青のり　チーズ かつおだし　ソース

味噌汁　麦茶　キウイ マヨネーズ

米粉入りロールパン 細巻き　小魚（幼児） 牛乳　小魚　 醤油　みりん　酒

スティック肉のオレンジジュース煮 わかめおにぎり（1歳児） 鶏手羽元　かつお節 ブイヨン　砂糖　酢

ブロッコリーのおかかマヨネーズ わかめ　海苔 塩　

スープ　バナナ　牛乳

ごはん 牛乳　小魚　カレイ 砂糖　醤油　みりん

煮魚（カレイ） 鶏ささ身肉　 酒　酢　ごま油　味噌

バンバンジーサラダ かつおだし　

味噌汁　オレンジ　麦茶

ふりかけごはん 牛乳　小魚　鶏卵 醤油　塩　砂糖　

卵焼き ツナ　 みりん　かつおだし

切り干し大根の和え物 酢　ごま油　味噌　

味噌汁　　キウイ　麦茶

ごはん 牛乳　小魚　鶏卵 サラダ油　ケチャップ

煮込みハンバーグ 牛豚合いびき肉 ソース　めんつゆ　

納豆和え　　　麦茶 納豆　 かつおだし　味噌

味噌汁　　グレープフルーツ

ごはん クッキー（14日） 牛乳　小魚　海苔 醤油　酒　ごま油

鶏肉の香味焼き スノーボールクッキー（28日） 鶏モモ肉　生揚げ 酢　サラダ油　砂糖

和風大根サラダ かつおだし　味噌

味噌汁　　キウイ　麦茶

焼きそば 牛乳　小魚　 サラダ油　ソース

揚げささみの和風ごま和え 豚バラ肉　青のり 酒　砂糖　醤油　酢

ブロッコリー 鶏ささ身肉　ゼラチン ブイヨン　

スープ　バナナ　麦茶 ヨーグルト　生クリーム

ごはん 牛乳　小魚　鮭 醤油　マヨネーズ

鮭の塩焼き 油揚げ　しじみ かつおだし　みりん

ほうれん草のおひたし チーズ　ツナ ケチャップ　砂糖

味噌汁　メロン　麦茶 塩　サラダ油　

食パン（幼児：バター） ブドウゼリー 牛乳　小魚　鶏卵 サラダ油　醤油　酢

メンチカツ せんべい 牛豚合いびき肉 砂糖　塩　ブイヨン

もやしとコーンの甘酢和え バター　

スープ　すいか　牛乳

ほうれん草とベーコンの和風スパゲッティ 牛乳　小魚　ハム 塩　醤油　かつおだし

かぼちゃとさつまのサラダ ベーコン　バター マヨネーズ　ブイヨン

スープ

バナナ

※材料の入荷状況により内容を変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。
☆７日は誕生会、七夕メニューです。♡１５日はウェルカムランチです。

＜今月の平均栄養素量＞
エネルギー たんぱく質 脂質

１～2歳児 487kcal 18.6g 14.7g

３～5歳児 603kcal 23.6ｇ 19.0g

30 木

牛乳
食パン　小麦粉 玉ねぎ　生姜　もやし

パン粉　せんべい 人参　きゅうり　コーン

小魚 麦茶
ゼリー レタス　エリンギ　

すいか　

調味料

31

スパゲティ　

さつまいも　

クラッカー

ほうれん草　かぼちゃ

玉ねぎ　しめじ　コーン

きゅうり　人参　大根

長ねぎ　バナナ　

金

牛乳

小魚

ジャムクラッカー

牛乳

29 水

マヨコーンピザ

牛乳

精白米　小麦粉
牛乳

小魚

小魚 牛乳

21 火

牛乳 ヨーグルトケーキ
やきそばめん　片栗粉

小魚

１４
・
２８

火

牛乳

バター

精白米　ごま　里芋

じゃこトースト

マドレーヌ

オレンジ　

オレンジ　キウイ　メロン　レモン

片栗粉　ウエハース

麦茶

キウイフルーツ　

クラッカー モロヘイヤ　バナナ　

レモン汁

長ねぎ　生姜　大根

クッキー　 きゅうり　人参　

牛乳

キウイフルーツ

グレープフルーツ

かぼちゃ　

キャベツ　玉ねぎ　人参

ごま　 ブロッコリー　コーン

ほうれん草　もやし

人参　小ねぎ　コーン

13
・
27

月

牛乳 バタースティックパン
精白米　パン粉　 玉ねぎ　人参　オクラ

バタースティックパン もやし　キャベツ　白菜

小魚 牛乳

ほうれん草　

キウイフルーツ

11
・
25

土

牛乳
精白米　じゃがいも 切り干し大根　人参

10 金

牛乳 揚げパン
精白米　ロールパン 生姜　きゅうり　もやし

ごま　 人参　小松菜　えのき

小魚 牛乳

マドレーヌ　 きゅうり　小ねぎ

小魚

9 木

牛乳
米粉入りロールパン ブロッコリー　人参

８
・
２２

水

牛乳 じゃがまる
精白米　小麦粉 わけぎ　生姜　キャベツ

ごま　じゃがいも 人参　しめじ　もやし

小魚 牛乳

さつまいも　精白米 コーン　玉ねぎ　バナナ

小魚 麦茶
オレンジジュース きゅうり　

上新粉　片栗粉

☆7 火

牛乳 フルーツポンチ
そうめん　片栗粉 オクラ　人参　生姜　玉ねぎ

6
・
20

月

牛乳
精白米　パン粉　 玉ねぎ　小松菜　人参

アイスクリーム もやし　大根　バナナ

小魚 麦茶

小麦粉　ゼリー　 ブロッコリー　玉ねぎ　枝豆

小魚 麦茶
コーン　さくらんぼ　すいか

４
・
１８

土

牛乳
精白米　じゃがいも 生姜　人参　もやし

ごま　カステラ

３
・
１７

金

牛乳 コーンフレーク
精白米　じゃがいも 玉ねぎ　かぼちゃ　なす

コーンフレーク 人参　ピーマン　きゅうり

小魚 麦茶

小松菜　きゅうり　

小魚
コーン　キャベツ　

グレープフルーツ

チンゲン菜　オレンジ

牛乳

トマト　長ねぎ　ぶどう

小魚 麦茶
じゃがいも　春雨

精白米　

ニラ　バナナ　小ねぎ

カステラ

令和２年度　７月　　献立表　　　　氷川保育園　

日 曜
献　立　名

血や肉になるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

２
・
１６

木

牛乳 2色おにぎり
バターロールパン 人参　玉ねぎ　しめじ

１
・
♡
１５

水

牛乳
うどん　春巻きの皮 人参　ほうれん草　生姜

片栗粉　食パン　ごま キャベツ　筍　しいたけ

小魚 牛乳

マーマレード　

〈食生活の基礎を作ろう〉
夜更かしや不規則な生活が、子どもの健康と成長に与える影響

は大きいと言われています。十分な睡眠をとり、朝の光を浴びる

ことで体は目覚め、昼に元気に活動できます。たくさん体を動か

すことで、「お腹がすく」感覚を持ち、楽しく食事をすることで、

食生活のリズムができていきます。生活リズムを整えることで、

食生活も自然と身に付け、心身ともに健康な日々を過ごしましょ

う。




