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献立作成者：原口

10時おやつ

3時おやつ 血や肉や骨になるもの 熱と力になるもの 体の調子を整えるもの その他

01 ごはん すましじる

( ぶたにくのしぐれに ちゃーはん

木 ほうれんそうのなっとうあえ

) きゅうりとわかめのすのもの

02 ごはん みそしる

( とりてん ふりかけ わかめうどん

金 かぼちゃのにもの

) きゃべつのおかかあえ

03 ごはん すましじる

( ぶたにくのしょうがいため すいーとぽてと

土 もやしとこまつなのなむる

) だいこんとにんじんのにもの

05 こーんごはん ようふうすーぷ

( さけのむにえる おとしあげどーなつ

月 ぽてとさらだ

) はくさいのあえもの

06 ごはん きのこすーぷ

( ころっけ くっきー

火 ぱすたさらだ

) ぶろっこりーとささみのさらだ

07 さんしょくそうめん

( はりはりおにぎり たるとけーき

水 すましじる

) みにかんてん

七夕

08 ごはん じゃがいもすーぷ

( みーとぼーる ほそまき

木 はるさめさらだ

) きゃべつのごまあえ

09 おにぎり ちんげんさいすーぷ

( とりのからあげ ふるーつかんてん
金 きゅうりのあえもの

) ふらいどぽてと
誕生日会
10 ごはん みそしる

( とりにくのてりやき まどれーぬ
土 ごぼうとれんこんのにもの

) ほうれんそうのあえもの
12 かれーらいす

( あすぱらときゃべつのごまあえ しらたまきなこ
月 はるさめすーぷ

) すいか
13 とりそぼろどん

( はくさいのあかかあえ あんまん
火 とうがんじる

) ばなな
14 ごはん かきたまじる

( えびふらい いなりずし
水 まかろにさらだ

) こまつなのごまあえ
15 とりそぼろとやさいのひやしうどん

( ひじきおにぎり わらびもち
木 きゃべつとほうれそうのあえもの

) おれんじ
16 ごはん みそしる

( ぶたじゃが かるぴすかんてん
金 おくらなっとう

) ごぼうときゅうりのさらだ
17 ごはん すましじる

( とりひきにくとなすのみそいため まめおにぎり
土 ちんげんさいのあえもの

) だいこんのにもの
19 ごはん みそしる

( とりにくのごまやき ふりかけ さぶれ
月 はくさいのおかかあえ

) やさいのすのもの
20 ごはん すましじる

( はんばーぐ みるくぷりん
火 かぼちゃのさらだ

) もやしとこまつなのなむる
終業式
21 ごはん みそしる

( さばのしおやき ばなな おこのみやき
水 こんさいのにもの

) ほうれんそうともやしのごまあえ

24 ごはん みそしる

(

ぶたにくともやしのごまいため りんごかんてん
土 きゅうりのすのもの

) じゃがいものとさに
26 ごはん そうめんじる

( とりにくのかれーやき いりこ よーぐるとむーす
月 ひじきのにもの

) もやしのなむる
27 みーとすぱげてぃー

(

ちんげんさいときゃべつのあえもの あおなおにぎり
火 じゃがいもすーぷ

) ばなな
28 ごはん にびたしふうじる

( とりつくね かくてるぜりー
水 しらあえ

) もやしのなっとうあえ
29 まぜごはん みそしる

( ししゃも りんご ぽてとちっぷす
木 きりぼしだいこんのにもの

) こまつなのごまあえ
30 まーぼーどん

( きゅうりとはくさいのあえもの やさいうどん
金 わかめすーぷ

) おれんじ
31 ごはん すましじる

( とりにくのみそやき ばななむしぱん
土 かぼちゃのあまに

) あすぱらととまとのすのもの

＊使用食材は地産地消を基本とし調味料、醤油、味噌は国産無添加食品を使用しています。砂糖は基本きび砂糖です。

その他の食材も安心安全な物を厳選し、調理水は還元水にて調理しています。

＊上記の献立・食材は納入状況により変更する場合があります。

　　　　　献　　　　　　立　　　　　　表
日
／
曜

献　　立　　名
材料名（昼食・3時おやつ）

ぶたももにく、たまご、もめん
どうふ、なっとう、ぶたひきに
く

こめ、ななふくまい、あぶら、き
びざとう、おしむぎ

たまねぎ、きゅうり、もやし、ほうれんそう、はく
さい、にんじん、こねぎ、ごぼう、ぴーまん、
しょうが、かっとわかめ

かつお・こんぶだしじる、こいくち
しょうゆ、みりん、りょうりしゅ、す、
しょくえん

とりむねにく、みそ、たまご、
いりこ、うすあげ、はなかつ
おぶし

こめ、ほしうどん、あぶら、こむ
ぎこ、ななふくまい、おしむ
ぎ、きびざとう

かぼちゃ、りんご、きゃべつ、はくさい、たまね
ぎ、にんじん、えのきたけ、こねぎ、ごま、いん
げん、かっとわかめ、あおのり

にぼしだしじる、かつお・こんぶだ
しじる、かつおだしじる、こいくち
しょうゆ、ほんみりん、しょくえん

ぶたももにく、ぎゅうにゅう、
たまご

さつまいも、こめ、ななふくま
い、おしむぎ、あぶら、むえん
ばたー、きびざとう、ごまあぶ
ら

たまねぎ、もやし、だいこん、にんじん、こね
ぎ、こまつな、かっとわかめ、いんげん、しょう
が

かつお・こんぶだしじる、かつお
だしじる、こいくちしょうゆ、ほんみ
りん、しょくえん

さけ、ぎゅうにゅう、たまご こめ、じゃがいも、こむぎこ、ま
よねーず、あぶら、きびざと
う、ななふふくまい、おしむぎ

とうもろこし、にんじん、はくさい、たまねぎ、こ
まつな、きゅうり、きゃべつ

けちゃっぷ、ようふうだし、こいくち
しょうゆ、しょくえん、こしょう

ぶたひきにく、たまご、とりさ
さみ

じゃがいも、こめ、こむぎこ、
むえんばたー、きびざとう、ぱ
んこ、すぱげてぃー、あぶら、
ななふくいまい、おしむぎ

ぶろっこりー、たまねぎ、にんじん、きゅうり、し
めじ、こまつな、えのきたけ

こいくちしょうゆ、す、しょくえん、
ようふうだし、こしょう

たまねぎ、もやし、にんじん、きゃべつ、こね
ぎ、きゅうり、おくら、きりぼしだいこん、こなか
んてん、ばなな

かつお・こんぶだしじる、こいくち
しょうゆ、ほんみりん、しょくえん

ぶたひきにく、とりひきにく、
たまご

こめ、じゃがいも、はるさめ、
ぱんこ、ななふくまい、おすむ
ぎ、きびざとう、ごまあぶら

たまねぎ、きゃべつ、はくさい、えのきたけ、や
きのり、にんじん、こまつな、きゅうり、ごま

こいくちしょうゆ、けちゃっぷ、す、
ほんみりん、しょくえん、ようふうだ
し

とりひきにく、かるぴす、たま
ご、もめんどうふ、みそ、なま
くりーむ、ぎゅうにゅう

こめ、ほしそうめん、ななふく
まい、おしむぎ、きびざとう

りんごのうしゅくかじゅう、きゅうり、りんご、ちん
げんさい、たまねぎ、おれんじ、やきのり、こな
かんてん、しょうが、にんにく

こいくちしょうゆ、ほんみりん、しょ
くえん、りょうりしゅ、ようふうだし

とりももにく、たまご、あつあ
げ、みそ

こめ、こむぎこ、むえんば
たー、きびざとう、あぶら、なな
ふくまい、おしむぎ、かたくりこ

ほうれんそう、にんじん、れんこん、ごぼう、し
めじ、もやし、さやえんどう、こねぎ、しょうが

にぼしだしじる、かつおだしじる、
こいくちしょうゆ、みりん

とりももにく こめ、じゃがいも、あぶら、か
たくりこ、ななふく、おしむぎ、
きびざとう、ごまあぶら

すいか、たまねぎ、ぐりーんあすぱらがす、に
んじん、ちんげんさい、きゃべつ、ぴーまん、
ごま

かれーるう、こいくちしょうゆ、よう
ふうだし、しょくえん

とりひきにく、たまご、あず
き、はなかつおぶし

こめ、こむぎこ、きびざとう、あ
ぶら、ごまあぶら

ばなな、はくさい、もやし、ほうれんそう、にん
じん、たまねぎ、とうがん、かっとわかめ、しょう
が

かつお・こんぶだしじる、こいくち
しょうゆ、しょくえん

ぶたばらにく、きぬごしどう
ふ、きなこ

こめ、じゃがいも、しらたまこ、
きびざとう、ななふくまい、おし
むぎ、あぶら、はるさめ

にんじん、こまつな、たまねぎ、きゅうり、こね
ぎ、えのきたけ、ごま、くろごま

かつお・こんぶだしじる、けちゃっ
ぷ、す、こいくちしょうゆ、しょくえ
ん、ほんみりん

とりひきにく、うすあげ なまうどん、こめ、きびざとう、
ななふくまい、おしむぎ、わら
びもちこ

おれんじ、ほうれんそう、きゃべつ、りんご、
きゅうり、にんじん、たまねぎ、えのきたけ、ひ
じき、かっとわかめ

かつお・こんぶだしじる、こいくち
しょうゆ、ほんみりん

むきえび、たまご、うすあげ こめ、ぱんこ、きびざとう、あぶ
ら、まかろに、こむぎこ、まよ
ねーず、ななふくまい、おしむ
ぎ

たまねぎ、しらたき、にんじん、もやし、ぱい
なっぷる、ごぼう、おれんじ、おくら、はくさい、
きゅうり、かっとわかめ、さやえんどう、こなかん
てん

にぼしだしじる、こいくちしょうゆ、
りょうりしゅ、みりん、す

とりひきにく、みそ、うすあげ こめ、あぶら、ななふくまい、さ
とう、おしむぎ、きびざとう

たまねぎ、なす、ちんげんさい、だいこん、に
んじん、えだまめ、ぴーまん、えのきたけ、こ
ねぎ、いんげん

かつお・こんぶだしじる、こいくち
しょうゆ、りょうりしゅ、しょくえん

かるぴす、ぶたにく、もめん
どうふ、なっとう、みそ

こめ、じゃがいも、きびざとう、
ななふふくまい、おしむぎ、ま
よねーず、あぶら

はくさい、きゃべつ、とまと、だいこん、なす、こ
まつな、にんじん、きゅうり、ごま、こねぎ

にぼしだしじる、こいくちしょうゆ、
りょうりしゅ、ほんみりん、す

ぎゅうにゅう、ぎゅうひきにく、
ぶたひきにく、たまご、うすあ
げ、ぜらちん

こめ、きびざとう、まよねーず、
ぱんこ、ななふくまい、おしむ
ぎ、ごまあぶら

かぼちゃ、たまねぎ、もやし、にんじん、だいこ
ん、きゅうり、こまつな、こねぎ、しょうが、にん
にく

かつお・こんぶだしじる、こいくち
しょうゆ、みりん、す、しょくえん、
りょうりしゅ、こしょう

とりももにく、みそ、たまご、
はなかつおぶし

こめ、こむぎこ、むえんば
たー、さとう、ななふくまい、お
しむぎ、きびざとう

ばなな、きゃべつ、もやし、ほうれんそう、にん
じん、れんこん、だいこん、ごぼう、なす、こね
ぎ、ごま、あおのり

にぼしだしじる、かつおだしじる、
こいくちしょうゆ

ぶたももにく、こめみそ こめ、じゃがいも、きびざとう、
ななふくまい、おしむぎ、あぶ
ら

りんごのうしゅくかじゅう、もやし、きゅうり、にん
じん、こねぎ、たまねぎ、だいこん、えのきた
け、ごま、いんげん、こなかんてん、にんにく、
しょうが

にぼしだしじる、こいくちしょうゆ、
みりん、す

しおさば、もめんどうふ、たま
ご、みそ、ぶたももにく、はな
かつおぶし

こめ、こむぎこ、ながいも、な
なふくまい、おしむぎ、きびざ
とう

もやし、ほうれんそう、たまねぎ、にんじん、ひ
じき、さやえんどう、にんにく

かつお・こんぶだしじる、こいくち
しょうゆ、みりん、しょくえん、か
れーこ

ぶたひきにく、ぎゅうひきにく まかろに・すぱげてぃー、こ
め、じゃがいも、あぶら、きび
ざとう、ななふくまい

ばなな、たまねぎ、にんじん、ちんげんさい、
きゃべつ、はくさい、しめじ、こねぎ、こまつ
な、ぴーまん、ごま

けちゃっぷ、こいくちしょうゆ、しょ
くえん、ようふうだし

とりももにく、いりこ、きなこ、う
すあげ、よーぐると、ぜらち
ん、ぎゅうにゅう

こめ、きびざとう、あぶら、なな
ふくまい、ほしそうめん、おし
むぎ、ごまあぶら

もやし、りんごのうしゅくかじゅう、にんじん、れ
んこん、ほうれんそう、きゃべつ、りんご、ぱい
なっぷる、たまねぎ、こまつな、おれんじ、ごぼ
う、ごま、こなかんてん

かつお・こんぶだしじる、こいくち
しょうゆ、しょくえん、りょうりしゅ

ししゃも、とりひきにく、みそ、
うすあげ

こめ、じゃがいも、あぶら、な
なふくまい、おしむぎ、きびざ
とう

りんご、こまつな、たまねぎ、かぼちゃ、きりぼ
しだいこん、にんじん、ごぼう、こねぎ、えのき
たけ、いんげん、ごま

にぼしだしじる、こいくちしょうゆ、
ほんみりん、しょくえん

とりひきにく、もめんどうふ、
かるぴす、たまご、ぎゅうにゅ
う、みそ

こめ、ななふくまい、おしむ
ぎ、きびざとう、ぱんこ、かたく
りこ

たまねぎ、おれんじ、にんじん、もやし、こまつ
な、かっとわかめ、しょうが、こねぎ、ごま、はく
さい、きゅうり

かつお・こんぶだしじる、こいくち
しょうゆ、みりん、りょうりしゅ、ほん
みりん、す、しょくえん、ちゅうかだ
しのもと

とりももにく、とうにゅう、みそ こめ、ななふくまい、おしむ
ぎ、かたくりこ、きびざとう

かぼちゃ、ばなな、たまねぎ、ぐりーんあすぱ
らがす、とまと、きゃべつ、こねぎ、かっとわか
め

かつお・こんぶだしじる、かつお
だしじる、こいくちしょうゆ、す、み
りん、しょくえん

もめんどうふ、ぶたひきにく、
とりればー、うすあげ、みそ

こめ、うどん、ななふくまい、お
しむぎ、あぶら、かたくりこ、ご
まあぶら、きびざとう

くまぐみ・きりんぐみ・らいおん
2021年７月
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