
献立作成者　槙

ストロング パワー ヘルシー その他
01 ごはん みそしる

( だいこんおろしはんばーぐ
水 ぽてとさらだ

) ほうれんそうのおかかあえ
02 ごはん すましじる

( ゆーりんちー
木 はるさめさらだ

) もやしとわかめのなむる
03 ごはん みそしる

( ぶりのてりやき りんご
金 れんこんのにもの

) きゃべつのあえもの
06 なすのみーとすぱげてぃー

( あすぱらがすのごまさらだ
月 ようふうすーぷ

) おれんじ
07 ごはん そうめんじる

( とんかつ
火 ひじきのにもの

) かぼちゃさらだ
08 ごはん すましじる

( たんどりーちきん
水 べいくどぶろっこりー

) こまつなのあえもの
09 はやしらいす

( まかろにさらだ
木 やさいすーぷ

) ばなな
10 ごはん みそしる

( さばのしおやき
金 はくさいのなっとうあえ

) てりまよぽてと
11 ごはん すましじる

( とりにくとやさいのごまいため
土 かぼちゃのにもの

) ちんげんさいのあえもの
13 ぎゅうどん

( ほうれんそうのあえもの
月 みそしる

) ぱいん
14 ささみとなつやさいのひやしうどん

( ひじきおにぎり
火 ちんげんさいのごまあえ

) おれんじ
15 ごはん ぶたじる

( ししゃも ぜりー
水 こまつなのなっとうあえ

) れんこんのきんぴら
16 ごはん きのこすーぷ

( みーとぼーる
木 ごぼうさらだ

) あすぱらがすのごまあえ
17 ごはん すましじる

( えびふらい
金 あおのりぽてと

) こまつなのしらあえ
18 ごはん みそしる

( ぶたじゃが
土 はくさいのあえもの

) やさいいため
20 ごはん すましじる

( とりにくのからあげ
月 きりぼしだいこんのにもの

) もやしとちんげんさいのあえもの
21 ぶたどん

( こまつなのおかかあえ
火 みそしる

) ばなな
22 ごはん きゃべつすーぷ

( さわらのぱんこやき
水 はるさめいため

) ぶろっこりーとたまごのさらだ
23 ごはん みそしる

( とりにくのてりやき りんご
木 ぱすたさらだ

) はくさいのおかかあえ
24 ごはん じゃがいものすーぷ

( めんちかつ
金 きゅうりとわかめのすのもの

) ほうれんそうともやしのなむる
25 ごはん すまししる

( とりにくとやさいのみそいため
土 こまつなとにんじんのあえもの

) じゃがいものとさに
27 ごはん みそしる

( ぶたにくのしょうがやき
月 ぱすたのけちゃっぷそーす

) きゃべつのごまあえ
28 かれーらいす

( きっしゅ
火 たまねぎすーぷ

) みにかんてん
29 ごはん すまし汁

( さばのみそに
水 しらあえ

) もやしのなっとうあえ
30 とりそぼろどん

( こまつなとえのきのあえもの
木 みそしる

) りんご

あおなおにぎり

とりももにく、もめんと
うふ、たまご

こめ、まよねーず、きび
さとう、じゅうろくこくま
い、こむぎこ、ぱんこ

りんごじゅーす、ぶろっこりー、こまつな、だ
いこん、にんじん、りんご、ぱいなっぷる、こ
なかんてん

かつお・こんぶだし、か
れーこ、けちゃっぷ、しょう
ゆ、しお

あいびきにく、ぎゅう
にゅううすあげ

こめ、こむぎこ、じゃがい
も、まかろに、じゅうろく
こくまい、まよねーず、き
びさとう、あぶら、ごまあ

たまねぎ、ばなな、にんじん、きゅうり、とま
と、たけのこ、ほししいたけ

はやしるう、ようふうだし、
しょうゆ、どらいいーすと、
しお

あいびきにく すぱげてぃー、こめ、
じゅうろくこくまい、あぶ
ら、きびさとう、まよねー
ず

おれんじ、たまねぎ、にんじん、あすぱらが
す、なす、ほうれんそう、こまつな、ごま

けちゃっぷ、ようふうだし、
しょうゆ、しお

ぶたにく、たまご、み
ずにだいす、うすあ
げ、みそ

こめ、こむぎこ、きびさと
う、あぶら、ばたー、そう
めん、ぱんこ、じゅうろく
こくまい、まよねーず

かぼちゃ、たまねぎ、にんじん、きゅうり、こ
ねぎ、ひじき、いんげん、ごま

かつお・こんぶだし、け
ちゃっぷ、しょうゆ、しお

よーぐると、とりももに
く、ぎゅうにゅう、ぜら
ちん

こめ、きびさとう、はるさ
め、かたくりこ、じゅうろく
こくまい、ごまあぶら

もやし、ねぎ、ぶるーべりー、たまねぎ、に
んじん、きゅうり、えのきたけ、こねぎ、かっと
わかめ、にんにく、しょうが

かつお・こんぶだし、しょう
ゆ、みりん、す、しお

ぶり、みそ、かつお
ぶし、うすあげ

こめ、うどん、じゅうろくこ
くまい、きびさとう

りんご、はくさい、れんこん、きゃべつ、にん
じん、なす、たまねぎ、こねぎ、いんげん、
かっとわかめ

いりこだし、かつお・こん
ぶだし、しょうゆ、みりん、
りょうりしゅ

日

／

曜
献　　立　　名

材料名（昼食・3時おやつ）

ぎゅうひきにく、ぎゅう
にゅう、ぶたひきに
く、たまご、もめんとう
ふ、みそ

こめ、じゃがいも、こむぎ
こ、あぶら、まよねーす、
ぱんこ、きびさとう、じゅう
ろくこくまい

ばなな、たまねぎ、もやし、ほうれんそう、は
くさい、だいこん、にんじん、きゅうり、こね
ぎ、ごま

いりこだし、しょうゆ、みり
ん、しお、りょうりしゅ

行事 3時おやつ

しおさば、なっとう、
ぎゅうにゅう、みそ、
たまご

さつまいも、こめ、じゃが
いも、じゅうろくこくまい、
ばたー、まよねーず、き
びさとう

はくさい、にんじん、たまねぎ、こまつな、こ
ねぎ、かっとわかめ

いりこだし、しょうゆ

とりももにく こめ、こむぎこ、きびさと
う、さつまいも、じゅうろく
こくまい

かぼちゃ、ちんげんさい、たまねぎ、きゃべ
つ、だいこん、ぴーまん、にんじん、えのき
たけ、こねぎ、ごま

かつお・こんぶだし、しょう
ゆ、みりん、しお

ぎゅうにく、ちーず、
みそ、うすあげ

こめ、こむぎこ、じゅうろ
くこくまい、きびさとう、あ
ぶら

たまねぎ、もやし、ほうれんそう、ねぎ、ぴー
まん、とまと、しめじ、こねぎ、にんじん、な
す、ごま

いりこだし、けちゃっぷ、
しょうゆ、みりん、しお

とりささみ、きなこ うどん、こめ、わらびもち
こ、きびさとう、じゅうろく
こくまい

おれんじ、ちんげんさい、にんじん、とまと、
きゅうり、おくら、ひじき、かっとわかめ、ごま

しょうゆ、みりん、しお

ししゃも、なっとう、み
そ、ぶたにく、うすあ
げ

こめ、きびさとう、じゅうろ
くこくまい

れんこん、にんじん、こまつな、きゅうり、いと
こんにゃく、はくさい、だいこん、こねぎ、
きゃべつ、のり、うめほじし、ごま

かつおだし、す、しょうゆ、
りょうりしゅ、しお

あいびきにく、ぎゅう
にゅう、たまご

こめ、ぱんこ、じゅうろく
こくまい、まよねーず、き
びさとう、あぶら

たまねぎ、おれんじじゅーす、あすぱらが
す、にんじん、ごぼう、きゅうり、りんご、ぴー
まん、ぱいなっぷる、しめじ、おれんじ、え
のきたけ、ぱせり、こなかんてん、ごま

けちゃっぷ、ようふうだし、
しお、す、こしょう

こめ、じゅうろくこくまい、
もちごめ、じゃがいも、ぱ
んこ、あぶら、こむぎこ、
きびさとう

にんじん、こまつな、はくさい、こねぎ、ご
ま、あおのり

かつお・こんぶだし、け
ちゃっぷ、みりん、しょう
ゆ、しお

ぶたにく、あつあげ、
みそ、かつおぶし

こめ、じゃがいも、じゅう
ろくこくまい、ごまあぶ
ら、きびさとう、あぶら

りんごじゅーす、たまねぎ、もやし、はくさ
い、にんじん、しらたき、きゃべつ、りんご、
さやえんどう、こねぎ、ぴーまん、こなかんて
ん

いりこだし、しょうゆ、りょう
りしゅ、みりん、こしょう

もやし、にんじん、ちんげんさい、たまねぎ、
きりぼしだいこん、ぴーまん、はくさい、しめ
じ、こねぎ、いんげん、しょうが、にんにく、あ
おのり

かつお・こんぶだし、しょう
ゆ、りょうりしゅ、みりん、し
お

ぎゅうにゅう、ぶたに
く、もめんとうふ、み
そ、ぜらちん

じゅうろくこくまい、きび
さとう、あぶら

ばなな、たまねぎ、はくさい、こまつな、こね
ぎ、にんじん、なす、まんごー、ごま、にんに
く、しょうが

いりこだし、しょうゆ、みり
ん

ぶろっこりー、にんじん、きゃべつ、ちんげ
んさい、たまねぎ、ぴーまん、ごま

けちゃっぷ、りょうりしゅ、よ
うふうだし、しょうゆ、しお

とりももにく、うすあ
げ、みそ、かつおぶ
し

こめ、きびさとう、すぱげ
てぃー、じゅうろくこくま
い

りんご、だいこん、はくさい、にんじん、きゅう
り、こまつな、かっとわかめ、ごま、こねぎ

いりこだし、す、しょうゆ、
りょうりしゅ、しお、みりん

きゅうり、もやし、ほうれんそう、たまねぎ、ば
なな、きゃべつ、にんじん、かっとわかめ、ご
ま

けちゃっぷ、しょうゆ、よう
ふうだし、しお

とりももにく、みそ、か
つおぶし

こめ、さつまいも、じゃが
いも、あぶら、じゅうろく
こくまい、きびさとう

こまつな、にんじん、こねぎ、ぴーまん、たま
ねぎ、しいたけ、かぶ、いんげん

かつおだし、しょうゆ、りょ
うりしゅ、しお

きゃべつ、にんじん、だいこん、なす、たま
ねぎ、こねぎ、ぴーまん、ごま、しょうが、
かっとわかめ

いりこだし、けちゃっぷ、
しょうゆ、みりん、しお

ぶたにく、たまご、
ぎゅうにゅう、ちーず

こめ、こむぎこ、じゃがい
も、ばたー、きびさとう、
じゅうろくこくまい、あぶ
ら

りんごじゅーす、たまねぎ、にんじん、ちん
げんさい、しめじ、ぴーまん、こなかんてん、
ぱせり

かれーるう、ようふうだし、
しお、こしょう

にんじん、たまねぎ、もやし、ほうれんそう、
こまつな、こねぎ、きゃべつ、ごま、しょうが

かつお・こんぶだし、みり
ん、しょうゆ、りょうりしゅ、
しお

とりひきにく、たまご、
みそ

じゅうろくこくまい、こめ、
じゃがいも、あぶら、きび
さとう、ごまあぶら

りんご、だいこん、こまつな、もやし、ほうれ
んそう、えのきたけ、にんじん、かっとわか
め、こねぎ、しょうが

かつお・こんぶだし、しょう
ゆ、しお

お誕生日会

リトミック
内科検診

歯科検診

さば、もめんとうふ、
なっとう、みそ、うす
あげ、みそ

うどん、こめ、じゅうろくこ
くまい、そうめん、きびさ
とう

ぶたにく、みそ こめ、すぱげてぃー、
じゅうろくこくまい、きび
さとう、あぶら

あいびきにく、たま
ご、なまくりーむ、
ぎゅうにゅう、みそ

こめ、こむぎこ、あぶら、
じゃがいも、きびさとう、
ぱんこ、じゅうろくこくま
い、ごばあぶら

さわら、ぎゅうにゅう、
たまご

ぽてとちっぷす

やさいうどん

わかめおにぎり

だいがくいも

おたんじょうびけーき

献　　　　　　立　　　　　　表

こめ、こむぎこ、あぶら、
まよねーず、はるさめ、
ぱんこ、きびさとう、じゅう
ろくこくまい、ごまあぶら

とりももにく、ぶたひ
きにく、うすあげ

じゅうろくこくまい、こめ、
あぶら、かたくりこ、きび
さとう、ごまあぶら

むきえび、たまご、も
めんとうふ、あずき、
みそ

ぴざ

さつまいもむしぱん

すいーとぽてと

いなりずし

せさみどーなつ

みるくぷりん

ちゃーはん

りんごかんてん

おはぎ

よーぐるとむーす

ばななふりったー

ふるーつかんてん

にくまん

さぶれ

くっきー

わかめうどん

ふるーつぽんち

のりまき

わらびもち

2022年6月 くまぐみ・きりんぐみ・らいおんぐ

み

＊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。
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