
 No.1

2012年07月 国風第一幼稚園

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
2日 ご飯 精白米 鶏もも だいこん
(月) 鶏肉の南部焼き ごま ﾂﾅ缶詰 にんじん

大根とえだまめの煮物 上白糖 えだまめ
ブロッコリーとツナのサラダ ﾏﾖﾈｰｽﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

ﾎｰﾙｺｰﾝ
3日 麻婆飯 精白米 木綿豆腐 乾燥しいたけ
(火) 大学芋 上白糖 豚ひき肉 たまねぎ

もやしのナムル でん粉 赤味噌 にんにく
ごま油 かまぼこ しょうが
大学芋 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ
ごま もやし

青菜
にんじん

4日 冷やし七夕うどん うどん かまぼこ ｵｸﾗ
(水) 星のコロッケ 星のコロッケ 錦糸卵 ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ

メロン ｷｬﾉｰﾗ油 ﾂﾅ缶詰 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
ﾒﾛﾝ

5日 ご飯 精白米 さけ ひじき
(木) 鮭の西京焼き 上白糖 油揚げ にんじん

ひじきの煮付け ｷｬﾉｰﾗ油 焼き竹輪 ﾎｰﾙｺｰﾝ
キャベツとにんじんのサラダ ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ｷｬﾍﾞﾂ

いんげん
6日 ご飯 精白米 鶏もも しめじ
(金) 鶏肉のトマトソース 上白糖 かつお節 たまねぎ

スパソテー ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ
大根のおかかマヨ和え ﾏｰｶﾞﾘﾝ ﾄﾏﾄｿｰｽ

誕 青りんごゼリー ﾏﾖﾈｰｽﾞ ﾊﾟｾﾘ粉
青りんごｾﾞﾘｰ だいこん

にんじん
ﾎｰﾙｺｰﾝ
青菜

9日 ご飯 精白米 豚小間 ｷｬﾍﾞﾂ
(月) 豚肉のオイスター炒め 上白糖 厚焼卵 にんじん

厚焼き玉子 ｷｬﾉｰﾗ油 ﾌﾟﾚｽﾊﾑ たまねぎ
ボイルブロッコリー でん粉 ﾋﾟｰﾏﾝｽﾗｲｽ
さつま芋のサラダ ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

さつまいも ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ
ﾏﾖﾈｰｽﾞ

10日 ご飯 精白米 ﾌｨｯｼｭﾌﾘｯﾀｰ ｷｬﾍﾞﾂ
(火) 白身魚の野菜あんかけ ｷｬﾉｰﾗ油 かまぼこ たまねぎ

じゃがバター風 上白糖 えのきたけ
もやしのごま風味和え でん粉 えだまめ

じゃがいも ﾎｰﾙｺｰﾝ
ﾏｰｶﾞﾘﾝ ﾊﾟｾﾘ粉
ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ もやし

にんじん
青菜

11日 ご飯 精白米 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ
(水) ハンバーグ（ケチャップ） こんにゃく 大豆水煮 ごぼう

五目豆 上白糖 油揚げ にんじん
キャベツとオクラのサラダ 青じそﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ

ｷｬﾍﾞﾂ
ﾎｰﾙｺｰﾝ
ｵｸﾗ

12日 ご飯 精白米 鶏もも ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ
(木) 鶏肉の味噌焼き（ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ添え） 上白糖 赤味噌 にんじん

高野豆腐の煮物 和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 凍り豆腐 いんげん
大根の和風サラダ かに風味かまぼこ だいこん

きゅうり
乾燥わかめ

13日 夏野菜カレーライス 精白米 豚ひき肉 かぼちゃ
(金) ポークウインナー ｷｬﾉｰﾗ油 大豆水煮 たまねぎ

チーズ入りサラダ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｶﾚｰﾙｳ ﾎﾟｰｸｳｲﾝﾅｰ にんじん
オレンジ ｺｰﾙｽﾛｰﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾀﾞｲｽﾁｰｽﾞ ﾊﾟﾌﾟﾘｶ

ｽﾞｯｷｰﾆ
誕 ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ

ｷｬﾍﾞﾂ
青菜
ｵﾚﾝｼﾞ

17日 炊き込みピラフ 精白米 ﾌﾟﾚｽﾊﾑ ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ
(火) 肉団子照焼きｿｰｽ ｷｬﾉｰﾗ油 あらびき肉だんご たまねぎ

ブロッコリー添え ﾏｰｶﾞﾘﾝ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(ｷｬﾍﾞﾂ・玉ねぎ) ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ｷｬﾍﾞﾂ

ﾊﾟｾﾘ粉
18日 ふりかけご飯（かつおみりん） 精白米 豆腐つくね たまねぎ
(水) 豆腐つくねの和風あんかけ かつおみりんふりかけ 油揚げ ﾎｰﾙｺｰﾝ

金平にんじん 上白糖 にんじん
枝豆 でん粉 だいこん

ごま油 枝豆
ごま 

19日 ご飯 精白米 鶏もも しょうが
(木) 鶏肉の唐揚げ でん粉 かつお節 にんじん

じゃが芋のかか煮 ｷｬﾉｰﾗ油 ｷｬﾍﾞﾂ
キャベツと青菜のサラダ じゃがいも 青菜

上白糖 ﾎｰﾙｺｰﾝ
ｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

平均 437 14.7 12.8 1.8

374 13.3 7.3 1.8

500 15.6 18.1 1.4

541 15.4 19.5 2.5

360 12.0 6.7 2.2

386 16.0 9.0 1.9

446 18.4 16.0 1.6

496 13.2 16.2 1.2

433 12.2 12.2 1.7

359 17.2 4.8 1.5

505 16.2 16.7 1.2

413 12.5 8.6 1.7

369 11.4 10.1 4.2

436 16.5 16.1 1.3

メニュー表

日付 献立名
材料名 エネルギー

(kcal)
タンパク質

(g)
脂質
(g)

塩分
(g)

 ☆ 七夕メニュー ☆ 


