
　　平　成　２７　年
数字は幼児の標準・グラム(乳児は幼児の70％）

西京極保育園　　311-2516

月 13 27 火 14 28 水 1 15　　　29 木 2 16　　　30 金 3 17　　　31 土 4 18
ごはん ごはん 夏野菜のドライカレー 小豆ごはん ごはん 冷やし中華

五分つき 60 五分つき 60 五分つき 65 （２日・16日のみ） 五分つき 60 中華生麺 180

豚挽肉 10 五分つき 豚肉 20

冬瓜のそぼろあんかけ 五目春雨 茄子 50 もち米　 小豆　塩 のり入り厚焼き卵 卵 10

冬瓜 45 春雨 12 南瓜 20 卵 35 もやし 20

鶏挽肉 10 豚肉 20 玉葱 15 鯵の南蛮漬け 玉葱 20 胡瓜 10

人参 5 キャベツ 20 トマト 7 鯵 40 人参 4 トマト 3

三温糖　　醤油 人参 7 人参 6 玉葱 8 オクラ 3 ごま

みりん　　酒 パプリカ 3 枝豆 5 ピーマン 5 もみのり 醤油　三温糖　

片栗粉 スープの素 万願寺唐辛子 3 人参 4 だし 練りごま　ごま油

土生姜 醤油　　油 コーン 2 片栗粉 醤油　みりん みりん　酒

レーズン 2 酢　　醤油 酒

海藻サラダ 茄子の土佐和え バター　ブイヨン 三温糖　　酒　 だし 南瓜の煮物
キャベツ 45 茄子 60 スープの素 小松菜の煮物 南瓜 40

胡瓜 5 枝豆 5 カレー粉　 キャベツの炒め物 小松菜 60 三温糖　醤油

パプリカ 4 花かつお ウスターソース キャベツ 45 油揚げ 3 みりん　酒

海藻 1 醤油　　 とんかつソース もやし 20 人参 3

三温糖　　塩 みりん　酒 小麦粉　塩　 三度豆 5 醤油　　みりん

酢　　　　油 スープの素 酒

トマトとオクラのスープ フレンチサラダ 塩　　油　

ずいきの味噌汁 トマト 10 キャベツ 45 玉葱のすまし
ずいき 15 オクラ 8 人参 6 厚揚げの味噌汁 玉葱 30

しめじ 3 鶏がら　　 胡瓜 5 厚揚げ 5 ふ 3

味噌 醤油　酒　みりん 酢　三温糖 ねぎ 2 醤油　みりん

かつお　　昆布 スープの素 油 味噌 かつお　昆布

塩 昆布　　かつお

☆はちみつサンド ☆しぐれ ☆果物 ☆きな粉団子（2日・16日） ☆じゃこおにぎり ☆お菓子
食パン　はちみつ　バター 白玉粉　上新粉　小豆 白玉粉　上新粉　南瓜 五分つき

三温糖　塩 ☆チーズ きな粉　三温糖 じゃこ

☆フルーツ白玉（30日） 醤油

☆お菓子 白玉粉　上新粉　果物　　 みりん

南瓜　三温糖　 酒

☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳
月 6 火 7 21 水 8 22 　 木 9 23 金 10 24 土 11 25
七夕ちらし ごはん ごはん ごはん ごはん 焼き豚チャーハン

五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 五分つき 65

鶏挽肉　卵　人参 焼き豚 25

　　 胡瓜　もみのり　酢 かじきと万願寺唐辛子 鶏肉のミラノ風 冷やししゃぶしゃぶ 鯛の生姜煮 卵 20

塩　三温糖　酒 　　　　　の照り煮 鶏肉 70 豚肉 20 鯛 40 玉葱 15

醤油　　みりん かじき 40 トマト 10 キャベツ 25 土生姜 人参 5

万願寺唐辛子 4 チーズ 水菜 15 醤油　　 ねぎ 1

えびとさつま芋 小麦粉 バジル 人参 5 みりん　酒 醤油　酒　ごま油

の天ぷら 醤油　　酒 ブイヨン ごま 三温糖 スープの素

えび 40 みりん　　三温糖 醤油　　みりん

さつま芋 30 ゴーヤとみょうがの 三温糖　　酢 じゃが芋の炒め物 ズッキーニのスープ
小麦粉　　塩　　油 豆腐梅サラダ 　　　　　ごま酢和え　　 ごま油 じゃが芋 50 ズッキーニ 15

豆腐 10 ゴーヤ 7 人参 5 コーン 5

ひじきこんにゃくの キャベツ 50 玉葱 10 南瓜の友禅和え ごぼう 3 醤油　酒　みりん

　　和え物 人参 5 みょうが 2 南瓜 30 こんにゃく 3 スープの素

ひじき 2 三温糖　　醤油 ツナ 4 小松菜 30 パプリカ 3

こんにゃく 10 梅干し　　油 酢　醤油　三温糖 人参 5 三温糖　酒　油

水菜 8 ごま油　ごま わかめ 1 みりん　　醤油

人参 5 もずくスープ 醤油　　みりん　酢

三温糖　みりん もずく 8 南瓜のポタージュ 冬瓜の味噌汁
酒 醤油　 オクラ 8 南瓜 30 モロヘイヤの味噌汁 冬瓜 15

鶏がら　　 じゃが芋 15 モロヘイヤ 7 豆腐 10

天の川のおつゆ 醤油　酒　みりん パセリ なめこ 7 ねぎ 2

そうめん 8 スープの素 鶏がら 味噌 昆布　かつお

オクラ 4 スープの素　塩 かつお　昆布 味噌

みょうが 2

醤油　昆布　かつお

みりん　　塩

☆きらきらヨーグルト ☆マカロニあべかわ ☆レーズンクッキー ☆茹でとうもろこし ☆お好み焼き ☆お豆腐パン
ヨーグルト　 マカロニ　　きな粉 小麦粉 とうもろこし 小麦粉　卵　豚挽肉 豆腐　強力粉　

グレープジュース　寒天 三温糖　　　塩 三温糖 キャベツ　ねぎ　長芋 ベーキングパウダー

バター 天かす　かつお　塩 塩　三温糖　油

牛乳 ケチャップ　ウスターソース

レーズン とんかつソース

☆お菓子 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳

　　　　※１７日（金）はセレクトおやつです。じゃこおにぎりと五平もち（五分つき・もち米・味噌・ごま）から好きな方を選びます。
※万が一、食材が入手困難な場合、献立の一部を変更することがありますがご了承ください。

7月　　給　食　献　立　表　　

目標：水分補給をしましょう。


