
2021年度　　

うめはなキッズYPC保育園
武庫之荘駅前

給食 おやつ 材料 給食 おやつ 材料
肉うどん 牛乳 ごはん 牛乳
かぼちゃの甘煮 ホットケーキ 麻婆豆腐 おじや
オレンジ なたね和え

オレンジ

ごはん 牛乳 ごはん 牛乳
煮魚 おじや サケの南蛮漬け おにぎり
小松菜のおひたし 大豆サラダ
みそ汁 ブロッコリーのかつお和え
バナナ みそ汁
野菜たっぷり豚丼 牛乳 他人丼 牛乳
みそ汁 おにぎり 海の雷豆腐 おからケーキ
オレンジ オレンジ

ごはん 牛乳 ごはん 牛乳
白身魚のかば焼き ピザポテト サケのあかね焼き おかし
ゆで野菜 ひじきの炒め煮
みそ汁 みそ汁

夏みかん
ごはん 牛乳 アンパンマンライス 牛乳
大豆カレーシチュー おかし 照り焼きチキン ごまきなサンド
グリーンサラダ もやしのかつお和え
バナナ 野菜スープ

いちご
ごはん 牛乳 カレーライス 牛乳
サケの塩焼き メロンパン フルーツサラダ おじや
ひじきとツナの炒め物 キャンディチーズ
ブロッコリーのごま酢和え
豚汁
ロールパン 牛乳 ごはん 牛乳
なすのイタリアン風 おじや 白身魚の野菜あんかけ おにぎり
レタスとじゃこのサラダ すまし汁
夏みかん

ごはん 牛乳
タラのちゃんちゃん焼き おにぎり
さつまいもの塩金平
すまし汁
オレンジ
高野豆腐の丼ぶり 牛乳
みそ汁 ココア米粉蒸しパン
キャンディチーズ

ごはん 牛乳
鶏肉のさっぱり煮 おかし
切干大根のごま和え
コーンソテー
みそ汁
ごはん 牛乳
サケの照り焼き アメリカンドック
キャベツの割り醤油和え
かきたま汁
いちご

5 月 献 立 表

6 木

うどん 牛肉 たまねぎ にんじん ねぎ 削り節 出し昆布
淡口しょうゆ 濃口しょうゆ みりん 食塩 かぼちゃ さや
いんげん 砂糖 牛乳 ホットケーキミックス 卵 21 金

精白米 牛肉 たまねぎ にんじん 卵 みつば 濃口しょうゆ 淡口
しょうゆ 砂糖 みりん 料理酒 片栗粉 削り節 出し昆布 木綿豆
腐 ホールコーン缶 しらす干し わかめ（乾） ごま油 片栗粉
清美オレンジ 牛乳 おから ホットケーキミックス 卵

精白米 木綿豆腐 豚肉ミンチ たまねぎ にんじん ねぎ 干しし
いたけ サラダ油 しょうが 八丁味噌 濃口しょうゆ 砂糖 みり
ん 削り節 出し昆布 片栗粉 料理酒 ほうれん草 卵 食塩 牛乳
清美オレンジ

7 金

精白米 カラスカレイ 濃口しょうゆ 砂糖 みりん 料理酒 小松
菜 にんじん 削り節 出し昆布 かぼちゃ たまねぎ 油揚げ ねぎ
みそ バナナ 牛乳 24 月

精白米 サケ 食塩 片栗粉 サラダ油 しょうが 濃口しょうゆ 砂
糖 米酢 にんじん キャベツ 大豆 マヨドレ ブロッコリー かつ
お節 みりん たまねぎ かぼちゃ 青ねぎ みそ 削り節 出し昆布
牛乳

10 月

精白米 豚肉 たまねぎ 糸こんにゃく 小松菜 にんじん ながね
ぎ 濃口しょうゆ 砂糖 料理酒 みりん えのき 青ねぎ みそ 出し
昆布 削り節 オレンジ 牛乳 25 火

精白米 にんじん 食塩 薄口しょうゆ ウィンナー 焼きのり 鶏
もも肉 料理酒 砂糖 みりん 濃口しょうゆ もやし かつお節 だ
いこん キャベツ しめじ 鶏ガラスープの素 パセリ いちご 牛
乳 食パン ねりごま きな粉 バニラエッセンス コーンスターチ

11 火

精白米 タイ 食塩 料理酒 片栗粉 サラダ油 濃口しょうゆ 砂糖
みりん 削り節 出し昆布 ブロッコリー だいこん たまねぎ し
いたけ わかめ（乾）みそ 牛乳 フライドポテト チーズ ピザ
ソース ウィンナー ピーマン

26 水

精白米 サケ しょうが 料理酒 トマトケチャップ みりん 淡口
しょうゆ 砂糖 ひじき（乾） 大豆（水煮缶） 板こんにゃく に
んじん さやいんげん 濃口しょうゆ サラダ油 削り節 出し昆布
小松菜 たまねぎ しめじ みそ 甘夏 牛乳

12 水

精白米 牛肉 大豆（水煮缶）たまねぎ じゃが芋 にんじん サラ
ダ油 カレールウ 牛乳 固形ブイヨン キャベツ きゅうり アス
パラガス りんご酢 砂糖 食塩 バナナ 27 木

精白米 タラ 食塩 料理酒 片栗粉 サラダ油 ブロッコリー たま
ねぎ にんじん えのきたけ 砂糖 淡口しょうゆ みりん 削り節
出し昆布 だいこん ほうれん草 かまぼこ 麩 牛乳

13 木

精白米 サケ 食塩 シーチキン ひじき にんじん いんげん ごま
油 砂糖 濃口しょうゆ ブロッコリー 米酢 白ごま 豚肉 はくさ
い だいこん さつまいも 小松菜 出し昆布 削り節 みそ ホット
ケーキミックス 卵 バニラエッセンス グラニュー糖 牛乳

28 金

精白米 鶏もも肉 じゃが芋 たまねぎ にんじん ピーマン アレ
ルゲンフリーカレールウ ウスターソース 濃口しょうゆ 鶏ガ
ラスープの素 パイン缶 みかん缶 キャベツ きゅうり 米酢 砂
糖 サラダ油 キャンディチーズ 牛乳

14 金

ロールパン 豚肉 なす サラダ油 たまねぎ にんじん 大豆（水
煮缶） しめじ グリンピース（冷） トマトケチャップ トマト
（水煮缶） ウスターソース 固形ブイヨン 食塩 砂糖 料理酒
レタス きゅうり しらす干し 酢 淡口しょうゆ ごま油 甘夏 牛
乳 精白米

31 月

17 月

精白米 タラ キャベツ たまねぎ えのき ピーマン サラダ油 み
そ 砂糖 濃口しょうゆ しらす干し さつまいも にんじん ごま
油 みりん 食塩 木綿豆腐 青ねぎ 薄口しょうゆ 削り節 出し昆
布 オレンジ 牛乳

18 火

精白米 高野豆腐 鶏ミンチ にんじん しいたけ たまねぎ 小松
菜 砂糖 みりん 濃口しょうゆ 片栗粉 わかめ 青ねぎ みそ 削り
節 出し昆布 キャンディチーズ 牛乳 ピュアココア 蒸しパン
ミックス

19 水

精白米 鶏もも肉 米酢 濃口しょうゆ 砂糖 切干大根 きゅうり
にんじん 白ごま コーン 食塩 キャベツ 青ねぎ みそ 出し昆布
削り節 牛乳

20 木

精白米 サケ 食塩 料理酒 濃口しょうゆ みりん 砂糖 キャベツ
削り節 出し昆布 卵 絹ごし豆腐 たまねぎ にんじん みつば 淡
口しょうゆ 片栗粉 いちご 牛乳 ウィンナー ホットケーキミッ
クス サラダ油


