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※仕入れ状況により変更になる場合があります。メニューボードをご確認ください
※朝食献立は、月・水・金・日がご飯類・お味噌汁、火・木・土がパン類となっております

夕：ごはん・おみそ汁・肉じゃが・小松菜の
おひたし(ワカメ・カニカマ/豚肉・玉ねぎ・
じゃが芋・人参・コーン/小松菜・キャベツ・
きゅうり)

夕：ごはん・おみそ汁・豚のしょうが焼き・
きゅうりナムル(舞茸・人参/豚小間肉・玉
ねぎ・キャベツ・しょうが/きゅうり・しめじ・
ハム)

夕：中華丼・お吸い物・大根サラダ
(豚ミンチ・白菜・チンゲン菜・人参/
玉ねぎ・しめじ/大根・ワカメ・シラス)

夕：ごはん・中華スープ・マーボー豆腐・ハ
ムとコーンのサラダ(春雨・人参/豆腐・鶏ミ
ンチ・玉ねぎ・もやし・しめじ/小松菜・きゅう
り・コーン・ハム)

夕：夏野菜カレー・コンソメスープ・甘
酢和え(豚ミンチ・玉ねぎ・じゃが芋・
ナス・おくら・ルウ/ワカメ・えのき/
キャベツ・もやし・人参)

夕：ごはん・お吸い物・厚あげとじゃが
芋の煮物・カニカマサラダ(ワカメ・玉
ねぎ/厚揚げ・じゃが芋・白菜・人参/
カニカマ・ブロッコリー・しめじ)

昼：ごはん・冷やし中華・おみそ汁・キャベ
ツと鶏肉の炒め物(中華麺・ハム・カニカ
マ・きゅうり・コーン/玉ねぎ・ワカメ/鶏ミン
チ・キャベツ・人参・もやし)

夕：鶏のみそ炒め丼・すまし汁・もや
しナムル(鶏ミンチ・玉ねぎ・キャベ
ツ・コーン/ワカメ・カニカマ/もやし・
きゅうり・人参・ハム)

間：わらび餅（わらび粉・きな粉）

夕：サバの炊き込みごはん・おみそ
汁・里芋の煮物・おひたし(サバ缶・し
めじ・人参/大根・あげ/里芋・小松
菜・カニカマ/きゅうり・ワカメ)

間：お好み焼き（お好み粉・キャベツ・ウイ
ンナー）
夕：ごはん・ビーフシチュー・キャベツとツ
ナの炒め物・春雨サラダ(じゃが芋・玉ね
ぎ・合挽ミンチ・ルウ/キャベツ・もやし・ツ
ナ/春雨・きゅうり・カニカマ)

間：ツナおにぎり（ツナ・海苔） 間：アイス（チューペット）間：きな粉パンケーキ（HM・きな粉）

間：人参ケーキ（HM・人参）間：ジャムトースト（食パン・ジャム）

夕：ごはん・コンソメスープ・ハンバーグ・
ポテトサラダ(コーン・しめじ・マカロニ/合
挽ミンチ・玉ねぎ・パン粉・牛乳/きゅうり・
人参・じゃが芋・ツナ)

夕：ごはん・おみそ汁・鶏のカレー炒め・白
菜のおかか和え(厚揚げ・人参/鶏ムネ・グ
リーンピース・玉ねぎ・小松菜/白菜・ワカ
メ・えのき)

夕：ごはん・コンソメスープ・豚とブロッコリー
のトマト煮・白菜サラダ(カニカマ・えのき/豚
肉・ブロッコリー・玉ねぎ・椎茸・トマト缶/白
菜・人参・ワカメ)

間：お誕生日ケーキ（HM・生クリー
ム・フルーツ）

昼：ごはん・ビーフシチュー・マカロニサラ
ダ・パイナップル(合挽ミンチ・玉ねぎ・じゃ
が芋・人参・しめじ・コーン・ルウ/きゅうり・
マカロニ・ツナ・コーン/パイン缶)

昼：ツナひじきチャーハン・おみそ汁・切り
干し大根の煮物(ツナ・ひじき・大豆・キャ
ベツ/もやし・小松菜/鶏ミンチ・切り干し大
根・人参・しめじ)

昼：ごはん・きつねうどん・肉じゃが
(うどん・あげ・かまぼこ・ワカメ・しい
たけ・小松菜/豚ミンチ・じゃが芋・玉
ねぎ・人参)

昼：夏野菜カレー・きゅうりのゆかり和え・
桃(合挽ミンチ・玉ねぎ・ナス・パプリカ・コー
ン・ルウ/きゅうり・キャベツ・もやし・ツナ・ゆ
かり/もも缶)

夕：ごはん・あんかけ焼きそば・お吸い物・
大豆のサラダ(中華麺・鶏ミンチ・小松菜・
人参・もやし/しめじ・キャベツ/大豆・切り
干し大根・ひじき・ツナ)

昼：鮭ごはん・お吸い物・小松菜とコーンの
煮びたし・大根の和え物(鮭フレーク/ワカ
メ・木綿/小松菜・コーン・しめじ・あげ/大
根・きゅうり・カニカマ)

間：マカロニあんこ（マカロニ・あんこ）

夕：ごはん・おみそ汁・豆腐と鮭の含め煮・
ワカメの酢の物(あげ・もやし/鮭フレーク・
木綿・大根・しめじ・コーン/小松菜・きゅう
り・カニカマ・ワカメ)

間：ピザトースト（食パン・ウインナー・チー
ズ）

間：鮭おにぎり（しゃけフレーク）

昼：豚丼・おみそ汁・ブロッコリーごま
和え(豚肉・玉ねぎ・白菜・椎茸/ワカ
メ・人参/ブロッコリー・えのき・カニカ
マ・ごま)

昼：木の葉丼・おみそ汁・白菜のゴマ
和え(厚揚げ・カニカマ・玉ねぎ・しめ
じ・ブロッコリー/じゃが芋・麩/白菜・
人参・ワカメ・ゴマ)

昼：ごはん・おみそ汁・白菜と豚肉の
煮物・しらす和え物(麩・大根/豚ミン
チ・白菜・玉ねぎ・しめじ・人参/チン
ゲン菜・ワカメ・シラス)

昼：チキンライス・コンソメスープ・春
雨サラダ(鶏ミンチ・玉ねぎ・人参・
コーン・しめじ/豆腐・小松菜/春雨・
きゅうり・もやし・ハム)

昼：ごはん・お吸い物・ナスと豚肉の味噌炒
め・オクラのおかか和え(じゃが芋・えのき/
豚ミンチ・玉ねぎ・ナス・もやし・人参/おく
ら・キャベツ・ワカメ・かつお節)

昼：ごはん・おみそ汁・焼きそば・きゅうりの
ごま和え(じゃが芋・小松菜/中華麺・豚肉・
玉ねぎ・キャベツ・人参/カニカマ・きゅうり・
コーン・ごま)

昼：ごはん・お吸い物・鶏としいたけ
の中華炒め・甘酢和え(舞茸・油揚げ
/鶏ミンチ・豆腐・椎茸・人参・小松菜
/白菜・ワカメ・ちくわ)

夕：炊き込みごはん・おみそ汁・白菜
とちくわの煮物(鶏ミンチ・油揚げ・舞
茸・椎茸/ワカメ・豆腐/白菜・人参・
小松菜・ちくわ)

間：バナナパンケーキ（HM・バナナ）

間：チヂミ（お好み粉・ツナ・ネギ）

間：ごまパンケーキ（HM・ごま）

昼：ごはん・おみそ汁・厚揚げとカボ
チャの煮物・もやし炒め(玉ねぎ・
キャベツ/カボチャ・舞茸・厚揚げ・ツ
ナ/もやし・ピーマン・ハム)

間：お芋のケーキ（HM・さつまいも）

夕：ごはん・ミネストローネ・なすとウイン
ナーのソテー・ツナサラダ(カボチャ・人参・
ベーコン・トマト缶・コンソメ/ウインナー・な
す・玉ねぎ・コーン/きゅうり・しめじ・ツナ)

夕：ごはん・コンソメスープ・鶏とお芋の中
華炒め・昆布和え(コーン・しめじ/鶏ミン
チ・玉ねぎ・じゃが芋・キャベツ・人参/ブ
ロッコリー・きゅうり・塩昆布)

夕：ごはん・おみそ汁・焼うどん・ワカ
メサラダ(かぼちゃ・あげ/うどん・鶏ミ
ンチ・玉ねぎ・しめじ・人参/ワカメ・ツ
ナ・もやし)

夕：七夕カレー・コンソメスープ・大根
サラダ(豚ミンチ・玉ねぎ・じゃが芋・
おくら・コーン・ルウ/人参・しめじ/大
根・きゅうり・ハム)

夕：ごはん・中華スープ・あげとひき肉の煮
物・ワカメサラダ(玉ねぎ・ハム/合挽ミンチ・
厚揚げ・人参・キャベツ/ワカメ・チンゲン菜・
えのき)

間：しらすおにぎり（しらす・ゴマ）

間：フルーツヨーグルト（ヨーグルト・みか
ん・桃）

昼：ごはん・中華スープ・大根とサバの煮
物・ブロッコリーサラダ(春雨・小松菜・中
華だし/大根・人参・しめじ・サバみそ缶/
ブロッコリー・きゅうり・もやし・カニカマ)

夕：ごはん・おみそ汁・サバと春雨の中華
炒め・きゅうりのゴマ和え(人参・しめじ/春
雨・サバみそ缶・小松菜・もやし・ブロッコ
リー・中華だし/きゅうり・大根・カニカマ・
ゴマ)

昼：ごはん・おみそ汁・ハンバーグ・キャベ
ツの酢の物(カニカマ・じゃが芋・春雨/合
挽ミンチ・玉ねぎ・パン粉・牛乳/キャベ
ツ・きゅうり・もやし・ツナ)

昼：ごはん・七夕そうめん・ジャーマ
ンポテト・短冊サラダ(ハム・おくら・
コーン・素麺/豚ミンチ・じゃが芋・玉
ねぎ・しめじ/きゅうり・大根・人参)

昼：すき焼き丼・おみそ汁・キャベツの
おかか和え(合挽ミンチ・玉ねぎ・えの
き・厚揚げ/ワカメ・チンゲン菜/キャベ
ツ・人参・ハム・かつお節)

間：七夕パフェ(フレーク・生クリーム・フルーツ)

昼：ごはん・ベーコンとなすのトマトパスタ・
コンソメスープ・カボチャサラダ(パスタ・
ベーコン・茄子・玉ねぎ・しめじ・トマト缶/・
ウインナー・いんげん・コーン/カボチャ・
きゅうり・人参・ツナ)

昼：ごはん・クリームシチュー・キャベツサ
ラダ・桃(鶏ミンチ・じゃが芋・人参・玉ねぎ・
しめじ・ブロッコリー・ルウ/キャベツ・きゅう
り・コーン/もも缶)

昼：炊き込みごはん・お吸い物・ツナ
とかぼちゃの煮物(鶏ミンチ・あげ・人
参・しめじ/ワカメ・もやし/ツナ・かぼ
ちゃ・玉ねぎ)

昼：ちらしずし・お吸い物・ごぼうとひき肉
の煮物(ちらし寿司の素・鮭フレーク・枝
豆・コーン/はんぺん・青ネギ/ごぼう・しめ
じ・玉ねぎ・鶏ミンチ)

夕：鮭とごぼうの炊き込みごはん・おみそ
汁・鶏とはんぺんのソテー(鮭フレーク・ご
ぼう・コーン/しめじ・玉ねぎ・青ネギ/はん
ぺん・鶏ミンチ・枝豆)

間：りんごゼリー（100％J・ゼラチン）

昼：わかめごはん・カレーうどん・キャベツ
甘酢和え・みかん(ワカメ・ごま/うどん・豚ミ
ンチ・玉ねぎ・人参・しめじ・えのき/キャベ
ツ・きゅうり・もやし・カニカマ/みかん缶)

間：フルーツゼリー（フルーツ缶・ゼラチン）

間：ウインナーおにぎり（ウインナー）

夕：中華丼・おみそ汁・ナスの煮浸し
(豚ミンチ・玉ねぎ・人参・チンゲン菜/
白菜・ワカメ/ナス・えのき・ちくわ)

夕：ごはん・お吸い物・きのこと豚肉のみそ
炒め・きゅうりサラダ(ワカメ・カニカマ/豚ミ
ンチ・玉ねぎ・もやし・しめじ・えのき・/きゅ
うり・人参・白菜)

昼：ごはん・お吸い物・マーボー茄
子・白菜の昆布和え(チンゲン菜・ちく
わ/豚ミンチ・ナス・玉ねぎ・人参/白
菜・えのき・塩昆布)

間：アイス（チューペット）

間：オレンジ蒸しパン（HM・オレンジJ） 間：クラッカー 間：ホットケーキ（ＨＭ）

昼：ハヤシライス・春雨サラダ・みか
ん(豚肉・玉ねぎ・人参・しめじ・舞
茸・ルウ/きゅうり・キャベツ・春雨・
ハム/みかん缶)

昼：カレーピラフ・コンソメスープ・か
ぼちゃサラダ（ウインナー・玉ねぎ・
ピーマン・しめじ/コーン・白菜/か
ぼちゃ・人参・ツナ）

間：ぶどうゼリー（100％J・ゼラチン）

夕：ごはん・スパゲティナポリタン・コンソ
メスープ・白菜サラダ（パスタ・ウイン
ナー・玉ねぎ・ピーマン・人参/かぼちゃ・
しめじ/白菜・コーン・ツナ）

夕：ごはん・おみそ汁・豚としいたけの中華
煮・小松菜の和え物(あげ・じゃが芋/豚ミン
チ・しいたけ・玉ねぎ・人参/小松菜・ワカ
メ・かまぼこ)

夕：ごはん・おみそ汁・ナスのひき肉のみそ
炒め・パプリカサラダ(ワカメ・もやし/合挽ミ
ンチ・ナス・玉ねぎ・キャベツ/きゅうり・パプ
リカ・ツナ・コーン)

昼：ごはん・お吸い物・さばとあげの
煮物・きゅうりサラダ(しめじ・里芋/サ
バ缶・あげ・大根・人参/小松菜・きゅ
うり・カニカマ)

夕：ごはん・お吸い物・ツナとかぼちゃの和
風パスタ・ハムサラダ(玉ねぎ・厚揚げ/パ
スタ・ツナ・かぼちゃ・ピーマン・舞茸・海苔/
キャベツ・もやし・ハム)

昼：ごはん・おみそ汁・豚とキャベツの中華
炒め・小松菜の煮びたし(ワカメ・豆腐/豚ミ
ンチ・キャベツ・玉ねぎ・人参/小松菜・えの
き・カニカマ)

間：ポップコーン

夕：マーボー丼・中華スープ・キャベ
ツの酢の物(豆腐・豚ミンチ・玉ねぎ・
人参・マーボー素/小松菜・えのき/
キャベツ・ワカメ・カニカマ)

昼：きのこカレー・コンソメスープ・春雨サラ
ダ(鶏ミンチ・じゃが芋・人参・玉ねぎ・しめじ・
えのき・ルウ/もやし・小松菜/ハム・春雨・ワ
カメ)

間：マカロニきな粉（マカロニ・きな粉）

夕：ごはん・おみそ汁・ひき肉と春雨の炒め
物・えのきの和え物(じゃが芋・ワカメ/鶏ミン
チ・玉ねぎ・しめじ・人参・春雨/ハム・えの
き・小松菜・もやし)

昼：ごはん・おみそ汁・ひき肉とじゃが芋の
ケチャップ炒め・小松菜のごま和え(ワカメ・
麩/豚ミンチ・じゃが芋・しめじ・玉ねぎ・コー
ン/小松菜・もやし・人参・ごま)

夕：ハヤシライス・コンソメスープ・ワカメサ
ラダ(豚ミンチ・玉ねぎ・人参・しめじ・ルウ/
じゃが芋・コーン・コンソメ/ワカメ・もやし・小
松菜)

間：アイス（チューペット）

間：おせんべい

昼：豆ごはん・お吸い物・白菜と鶏肉
の煮物(グリーンピース・塩/ワカメ・
小松菜・えのき/鶏ムネ・白菜・人
参・玉ねぎ・厚揚げ)

２０１9年度 7　月の予定献立表 保育園マーノマーノ
月 火 水 木 金 土 日


