
ごはん　鯖のみそ煮 スパゲティナポリタン

きゃべつのゆかり和え

みそ汁　果物 牛乳

焼肉丼　即席漬け きなこトースト

すまし汁　果物

麦茶

夏野菜カレー 仲良しサンド

レモンﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻﾗﾀﾞ

冬瓜スープ　果物 牛乳

ガーリックフランス　かぼちゃのグラタン
ごま塩おにぎり

アスパラベーコンソテー　

コンソメスープ　果物 牛乳

麦ご飯　鶏肉の照り焼き じゃこ天

五目豆　みそ汁　果物

牛乳

七夕そうめん 七夕ゼリー

豆腐の松風焼き

短冊サラダ　果物 牛乳

ごはん　あじフライ ヨーグルトマフィン

海藻サラダ　みそ汁　果物

牛乳

わかめうどん ふりかけおにぎり

厚揚げのあんかけ煮

きゅうりもみ　ｶｯﾌﾟヨーグルト 麦茶

海苔の佃煮ごはん セサミクッキー

きゃべつと鶏肉の炒め物

冬瓜のそぼろ煮　みそ汁　果物 牛乳

五目あんかけ焼きそば ライスピザ

棒棒鶏　わかめスープ

果物 牛乳

麦ごはん　まぐろのみそかつ 五平餅

さわやか漬け　すまし汁

果物 牛乳

手作り人参ジャムパン　ポークピカタ
とうもろこし

コーン入りマッシュポテト せんべい

ミネストローネスープ　果物 牛乳

ごはん　鶏肉のみそ焼き きなこクレープ

じゃこのあえ　すまし汁 牛乳

果物 ブドウゼリー(29日）

ごはん　大根と豚肉の甘辛煮 コーントースト

すまし汁　果物

麦茶

冷麦　きすと野菜の天ぷら プリン

きゃべつのゆかり和え

果物 牛乳

ごはん　ぎせい豆腐 ヨーグルトマフィン

海藻サラダ　みそ汁　果物

牛乳

ねぎ　オクラ　なす

583ｋｃａｌ 23.2ｇ 22.2ｇ 2.0ｇサラダ油　砂糖　黒砂糖 たまご　牛乳　生クリーム 赤ピーマン　きゃべつ

牛乳 にんじん　グレープフルーツ

四つ木なかよし保育園

日にち 曜日 午前おやつ 昼　        食 午後おやつ 塩分

熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

1 金

ビスケット 米　砂糖　焼きふ さば　牛乳　ハム

きいろ あか みどり　

摂取量 たんぱく質 脂質

しょうが　きゃべつ　ぶどう

529ｋｃａｌ 22.3ｇ 12.6ｇ 2.3ｇスパゲティ　サラダ油 粉チーズ にんじん　小松菜　ピーマン

牛乳

2 土

カルシウムせんべい 米　サラダ油　砂糖 豚モモ　わかめ　豆腐 玉ねぎ　しょうが　バナナ

528ｋｃａｌ 19.6ｇ 14.0ｇ 2.3ｇ食パン　マーガリン 牛乳　きなこ きゃべつ　きゅうり　にんじん

牛乳

4 月

リッツ 米　小麦粉　サラダ油 豚肉　鶏ひき肉　牛乳 玉ねぎ　きゃべつ　きゅうり

599ｋｃａｌ 17.8ｇ 19.3ｇ 2.6ｇ食パン　マーガリン にんじん　バナナ

牛乳

5 21

ビスケット フランスパン　バター 鶏肉　牛乳　粉チーズ かぼちゃ　玉葱　にんじん

ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ

586ｋｃａｌ 20.4ｇ 21.9ｇ 3.0ｇカルシウムせんべい 米　小麦粉　黒ごま ベーコン　ウィンナー アスパラガス　ほうれんそう

牛乳

522ｋｃａｌ 20.1ｇ 15.2ｇ 2.5ｇ砂糖　小麦粉　上新粉 刻み昆布　牛乳 えのきたけ　ほうれんそう

牛乳

サラダせんべい 米　押麦　マヨネーズ 鶏肉　大豆　さつま揚げ

ねぎ　にら　メロン

7 木

カルシウムせんべい ひやむぎ　砂糖 たまご　豆腐　鶏ひき肉 にんじん　オクラ　だいこん

6 20

にんじん　だいこん　椎茸

518ｋｃａｌ 23.8ｇ 11.9ｇ 4.6ｇごま油　パン粉 青のり　牛乳　寒天　 きゅうり　すいか　オレンジジュース

牛乳

20.8ｇ 15.9ｇ 1.9ｇサラダ油　パン粉 たまご　ヨーグルト とうもろこし　だいこん　ぶどう

牛乳

ビスケット 米　小麦粉　砂糖 わかめ　油揚げ　牛乳

8 金

510ｋｃａｌ 20.3ｇ 13.3ｇ 2.2ｇ米　白ごま 鶏ひき肉　ヨーグルト さやいんげん　きゅうり

牛乳

9 23 土

カルシウムせんべい うどん　砂糖　片栗粉 牛乳　わかめ　油揚げ にんじん　玉葱

きゃべつ　きゅうり

559ｋｃaｌ

20.5ｇ 19.7ｇ 2.8ｇ片栗粉　バター　白ごま みそ　牛乳　たまご とうがん　にんじん　なす

牛乳

リッツ 米　砂糖　サラダ油 焼きのり　鶏モモ肉

グリンピース　こねぎ　プラム

11 25 月

561ｋｃａｌ 26.0ｇ 14.8ｇ 2.5ｇｻﾗﾀﾞせんべい 片栗粉　白ごま　米 わかめ　魚肉ソーセージ チンゲン菜　きゅうり　パセリ

牛乳

12 27

ビスケット 中華麺　砂糖　ごま油 豚肉　うずら卵　鶏肉 はくさい　玉葱　にんじん

牛乳　チーズ えのきたけ　オレンジ

きゃべつ　赤ピーマン

576ｋｃａｌ

21.8ｇ 10.6ｇ 2.2ｇビスケット パン粉　サラダ油　白ごま レモン　ねぎ　メロン

牛乳

ｻﾗﾀﾞせんべい 米　押麦　砂糖　小麦粉 みそ　はんぺん　牛乳

13 26

586ｋｃａｌ 27.0ｇ 17.8ｇ 2.9ｇじゃがいも　サラダ油 牛乳　ウィンナー パセリ

牛乳 マカロニ

14 28 木

カルシウムせんべい 食パン　砂糖　小麦粉 豚肩ロース　たまご　チーズ にんじん　りんご　レモン

もやし　玉葱

きゃべつ　きゅうり　にんじん

550ｋｃａｌ

だいこん　しょうが

476ｋｃａｌ 14.4ｇ 12.2ｇ 1.7ｇわかめ ねぎ　さやいんげん

牛乳

カルシウムせんべい 牛乳　豚肉　豆腐　わかめ 牛乳　豚肉　豆腐

バナナ

563ｋｃａｌ 20.2ｇ 18.3ｇ 2.0ｇ小麦粉　 わかめ　油揚げ　牛乳　みそ にんじん　いんげん

牛乳

ビスケット 米　サラダ油　砂糖 豆腐　たまご　豚肉 玉葱　パセリ　ごぼう

牛乳　ヨーグルト　スキムミルク なす　葉ねぎ　

✿お誕生会は、7月29日（金）になります。ﾒﾆｭｰは、お楽しみに・・・♪

✿季節の食材を取り入れています。今月は、メロン・すいか・ぶどう・プラムなどです。

✿献立（食材）は、保育園の行事・その他の都合により変更になることがありますので、ご了承下さい。

✿調理保育の予定は、サンプルケースに掲示しています。

15 29 金

ビスケット 米　押麦　バター のり 油揚　わかめ　

チーズ

16 30 土

22 金

19 火

ビスケット ひやむぎ　小麦粉 こんぶ　納豆　きす

大根　葉ねぎ　きゅうり

525ｋｃａｌ 22.3ｇ 17.1ｇ 1.6ｇ小麦粉　砂糖 みそ　牛乳　たまご にんじん　きゃべつ

牛乳


