
2021年度　　

マーボー丼 キャン
ディーチー

牛乳

中華スープ フルーチェ

オレンジ 9～１１ヶ月食

ふりかけごはん いわしっこ 牛乳

厚揚げのカレーチャンプル ふわふわかぼちゃケーキ

大根とトマトのサラダ 9～１１ヶ月食

コーンソテー

みそ汁

ごはん プルーン 牛乳

サケのごま味噌焼き エールクッキー

小松菜のポン酢和え 9～１１ヶ月食

じゃがバター

すまし汁

ごはん せんべい 牛乳

とりのさっぱり煮 マフィン

きゃべつのごま和え 9～１１ヶ月食

みそ汁

りんご

ロールパン せんべい 牛乳

白身魚のフライ りんごゼリー

大豆サラダ 9～１１ヶ月食

コンソメスープ

キャンディチーズ

カレーうどん キャン
ディーチー

牛乳

枝豆サラダ きなこおはぎ

バナナ 9～１１ヶ月食

ふりかけごはん いわしっこ 牛乳

タラの香草マヨ焼き ポンデケージョ

大根のナムル 9～１１ヶ月食

ブロッコリーのかつお和え

みそ汁

ごはん プルーン 牛乳

松風焼き レモンラスク

きんぴらごぼう 9～１１ヶ月食

すまし汁

オレンジ

ごはん せんべい 牛乳

酢豚風炒め メロンパン

春雨サラダ 9～１１ヶ月食

かぼちゃのソテー

わかめスープ

ごはん キャン
ディーチー

牛乳

さわらの梅干し煮 フルーツヨーグルト

白和え 9～１１ヶ月食

トマト

みそ汁

ごはん いわしっこ 牛乳

鶏肉のみそ照り焼き みたらし団子

切干大根とツナのサラダ 9～１１ヶ月食

じゃこのマリネ

すまし汁

14 月

精白米 さわら 梅干 砂糖 みりん しょうゆ しめじ に
んじん ほうれんそう 木綿豆腐 白ごま 食塩 トマト
キャベツ 青ねぎ みそ 削り節 こんぶ 牛乳 ヨーグル
ト みかん缶 パイン缶

15 火

精白米 鶏もも肉 みそ みりん 砂糖 切干し大根
きゅうり にんじん シーチキン しょうゆ 酢 ごま油 か
えりちりめん 白ごま えのき みつば 削り節 こんぶ
食塩 牛乳 白玉粉 豆腐 片栗粉

10 木

精白米 鶏ミンチ たまねぎ にんじん  料理酒 しょう
が 砂糖 みそ 片栗粉 白ごま 青のり ごぼう ピーマ
ン 干ししいたけ 糸こんにゃく サラダ油 しょうゆ え
のき みつば 食塩 削り節 こんぶ オレンジ 牛乳 食
パン レモン汁 マーガリン

11 金

精白米 豚肉 たまねぎ にんじん ピーマン パイン缶
食塩 こしょう サラダ油 ケチャップ 砂糖 酢 しょうゆ
片栗粉 はるさめ キャベツ きゅうり 白ごま かぼちゃ
わかめ 青ねぎ 鶏がらスープの素 ホットケーキミック
ス  牛乳 マーガリン グラニュー糖

8 火

うどん 豚肉 たまねぎ にんじん 青ねぎ うす揚げ カ
レールウ しょうゆ こんぶ 削り節 枝豆 わかめ キャ
ベツ ごま油 酢 食塩 砂糖 バナナ 牛乳 精白米 も
ち米 きな粉

9 水

精白米 ふりかけ たら たまねぎ 青のり サラダ油 米
粉 食塩 マヨドレ だいこん にんじん 小松菜 しょう
ゆ 砂糖 酢 ごま油 ブロッコリー かつお節 みりん 木
綿豆腐 青ねぎ みそ 削り節 こんぶ 牛乳 じゃがい
も チーズ 片栗粉

4 金

精白米 鶏もも肉 酢 しょうゆ 砂糖 キャベツ にんじ
ん コーン 白ごま たまねぎ かぼちゃ 青ねぎ みそ
削り節 こんぶ りんご 牛乳 ホットケーキミックス サラ
ダ油

7 月

ロールパン たら サラダ油 ケチャップ ウスターソー
ス にんじん キャベツ 大豆 マヨドレ 砂糖 酢 食塩
だいこん しめじ コーン コンソメ しょうゆ パセリ キャ
ンディチーズ 牛乳 りんごジュース クールゼリーの
素

2 水

精白米 ふりかけ 豚肉 厚揚げ にんじん たまねぎ
キャベツ 削り節 カレー粉 料理酒 しょうゆ サラダ油
だいこん トマト しらす干し 砂糖 食塩 酢 コーン
マーガリン なめこ わかめ みそ こんぶ 牛乳 かぼ
ちゃ ホットケーキミックス

3 木

精白米 さけ みそ しょうゆ 砂糖 白ごま 料理酒 しょ
うが こまつな にんじん えのき 酢 じゃがいも マー
ガリン 食塩 あおのり わかめ 青ねぎ こんぶ 削り節
牛乳 薄力粉

1 火

精白米 木綿豆腐 豚ミンチ しょうが にんじん たま
ねぎ にら ごま油 しょうゆ 砂糖 みそ 片栗粉 はくさ
い えのき 鶏がらスープの素 オレンジ 牛乳 フルー
チェ

６月献立表　

給
食 材料

朝
おやつ

おやつ



ごはん プルーン 牛乳

サワラのあかね焼き いちごジャムサンド

ひじき豆 9～１１ヶ月食

みそ汁

りんご

ごはん せんべい 牛乳

豚のしょうが焼き みるくくずもち

酢みそ和え 9～１１ヶ月食

ふかし芋

すまし汁

ごはん キャン
ディーチー

牛乳

アジのパン粉焼き ふのラスク

白菜とじゃこの酢の物 9～１１ヶ月食

みそ汁

バナナ

ごはん いわしっこ 牛乳

鶏肉のノルウェー風 ホットケーキ

彩り野菜サラダ 9～１１ヶ月食

ブロッコリーのごま和え

みそ汁

きのことベーコンのスパゲティ プルーン 牛乳

コンソメスープ 高野とひじきのおやき

オレンジ 9～１１ヶ月食

ふりかけごはん せんべい 牛乳

サケのムニエル マーブル蒸しパン

野菜の酢の物 9～１１ヶ月食

昆布のおかか煮

みそ汁

かえるライス キャン
ディーチー

牛乳

みそ焼肉 かえるクッキー

わかめサラダ 9～１１ヶ月食

すまし汁

りんご

ごはん いわしっこ 牛乳

豚肉のごまだれ炒め マカロニきな粉

ひじきの三杯酢 9～１１ヶ月食

キャンディチーズ

みそ汁

ごはん プルーン 牛乳

サケの南蛮漬け りんごゼリー

ブロッコリーの酢みそ和え

すまし汁 9～１１ヶ月食

オレンジ

ビビンバ キャン
ディーチー

牛乳

中華スープ フルーツヨーグルト

バナナ

9～１１ヶ月食

ごはん せんべい 牛乳

とりの梅焼き ブルーベリージャムサンド

三色和え 9～１１ヶ月食

トマト

すまし汁

30 水

精白米 鶏もも肉 梅干 みそ みりん 砂糖 キャベツ
にんじん  サラダ油 しょうゆ トマト えのき みつば 削
り節 こんぶ 牛乳 食パン ブルーベリージャム

28 月

精白米 さけ 食塩 こしょう 片栗粉 サラダ油 しょうが
濃口しょうゆ 砂糖 米酢 シーチキン にんじん ブ
ロッコリー じゃがいも コーン みそ えのき みつば
薄口しょうゆ 削り節 こんぶ オレンジ 牛乳 りんご
ジュース　クールゼリーの素

29 火

精白米 豚ミンチ にんにく しょうが ほうれん草 にん
じん もやし コーン缶 サラダ油 しょうゆ 砂糖 白ごま
ごま油 はくさい たまねぎ えのき 鶏ガラスープの素
バナナ 牛乳 プレーンヨーグルト　みかん缶　パイ
ン缶

24 木

精白米 ふりかけ えだまめ 豚肉 たまねぎ にんじん
ごま油 みりん 料理酒 しょうゆ みそ わかめ ブロッコ
リー コーン 砂糖 酢 えのき みつば 削り節 こんぶ
りんご 牛乳 薄力粉 マーガリン 小松菜 ミルクココア

25 金

精白米 豚肉 白ごま たまねぎ にんじん 砂糖 しょう
ゆ みりん 料理酒 サラダ油 ひじき きゅうり コーン
酢 キャンディチーズ おつゆふ みそ 青葱 こんぶ
削り節 牛乳 マカロニ きな粉

22 火

スパゲティ ベーコン たまねぎ ピーマン 小松菜 し
めじ マーガリン しょうゆ 食塩 こしょう キャベツ にん
じん コーン コンソメ パセリ オレンジ 牛乳 精白米
高野豆腐 ちりめんじゃこ ひじき 青葱

23 水

精白米 ふりかけ さけ 米粉 マーガリン ケチャップ
ウスターソース きゅうり にんじん キャベツ 砂糖 酢
食塩 白ごま こんぶ 削り節 しょうゆ たまねぎ さつま
いも 青葱 みそ 牛乳 ホットケーキミックス ミルクココ
ア

18 金

精白米 アジ マヨドレ 食塩 パン粉 青のり はくさい
しらす干し わかめ 酢 しょうゆ 砂糖 小松菜 うす揚
げ みそ こんぶ 削り節 バナナ 牛乳 おつゆふ
マーガリン グラニュー糖

21 月

精白米 鶏もも肉 サラダ油 食塩 こしょう 片栗粉 ケ
チャップ 砂糖 ウスターソース キャベツ コーン 赤パ
プリカ 酢 ブロッコリー 白ごま しょうゆ みりん わか
め 青ねぎ みそ 削り節 こんぶ 牛乳 ホットケーキ
ミックス ケーキシロップ

16 水

精白米 さわら しょうが 料理酒 ケチャップ みりん
しょうゆ 砂糖 大豆 ひじき うす揚げ にんじん ごぼう
サラダ油 だいこん 青ねぎ みそ 削り節 こんぶ りん
ご 牛乳 食パン いちごジャム

17 木

精白米 豚肉 しょうが たまねぎ ピーマン サラダ油
料理酒 みりん しょうゆ シーチキン にんじん キャベ
ツ みそ 砂糖 酢 さつまいも 木綿豆腐 青ねぎ 削り
節 こんぶ 牛乳 片栗粉　きなこ


