
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
ごはん 牛乳 ごはん 牛乳　
豚肉のごまだれ炒め フルーツヨーグルト カレイの煮つけ おじや
ツナサラダ ほうれん草のおかか和え
じゃこのマリネ 宮っこ汁
みそ汁 すいか
ごはん 牛乳 ふりかけごはん 牛乳　
鯛の竜田揚げ おじや タラの香草マヨ焼き おにぎり
じゃがいものごま和え 酢の物
すまし汁 ブロッコリーのゆかり和え

デラウェア
ごはん 牛乳 ロールパン 牛乳　
鮭の南蛮風 おにぎり なすのイタリアン風 お好み焼き
キャベツのおかか和え ツナサラダ
みそ汁 メロン

ごはん 牛乳 わかめおにぎり（小） リンゴジュース
鶏のつくね焼き きなこおはぎ 焼きそば お菓子
もやしのカレーソテー レタスのスープ
すまし汁 すいか
オレンジ
ごはん 牛乳 ごはん 牛乳　
ひじき入りたまごのオーブン焼き お菓子 カレイの照り焼き おにぎり
キャベツの割り醤油和え ほうれん草のお浸し
きらきらおすまし かきたま汁
メロン デラウェア
中華丼 牛乳 ごはん 牛乳　
わかめスープ ゆでとうもろこし 豆腐の卵とじ コロコロスコーン
バナナ みそ汁

すいか

ごはん 牛乳 夏野菜のカレーライス 牛乳　
タラのゴマ味噌焼き おじや フルーツサラダ お菓子
切干大根の煮物 キャンディーチーズ
すまし汁
りんご
ごはん 牛乳 カラフルごはん 牛乳　
肉じゃが おにぎり 鶏肉のマーマレード焼き フローズンヨーグルト

わかめサラダ 和風ポテトサラダ
みそ汁 野菜スープ
デラウェア すいか
ごはん 牛乳 焼きビーフン 牛乳　
鮭のチャンチャン焼き 野菜ゼリー ジャガイモの含め煮 お菓子
野菜スープ メロン
すいか

ごはん 牛乳
牛肉入りナムル お菓子
みそ汁
オレンジ

ごはん 牛乳　
鶏の竜田揚げ りんごのジャムサンド

チンゲン菜のお浸し
すまし汁

14 水

精白米　牛肉　しょうゆ　鶏がらスープ　ウスターソース　砂糖
みりん　ごま油　にんじん　ほうれん草　もやし　ごま　削り節
だし昆布　かぼちゃ　玉ねぎ　油揚げ　ねぎ　わかめ　味噌　オレ
ンジ

15 木

精白米　鶏肉　塩　醤油　酒　片栗粉　油　チンゲン菜　削り節
だし昆布　とうがん　にんじん　しめじ　みつば　牛乳　りんご
ジャム　食パン

ビーフン　豚肉　玉ねぎ　にんじん　キャベツ　ねぎ　ごま油　鶏
がら　しょうゆ　みりん　塩　じゃが芋　さやいんげん　削り節
出汁昆布　オレンジ

12 月

精白米　豚肉　じゃがいも　玉ねぎ　人参　糸こんにゃく　いんげ
ん　サラダ油　砂糖　しょうゆ　みりん　わかめ　ブロッコリー
コーン　酢　ごま油　大根　青ネギ　みそ　削り節　こんぶ　デラ
ウェア 29 木

精白米 シーチキン コーン 赤パプリカ オクラ 鶏もも肉 濃口しょう
ゆ マーマレード じゃがいも 食塩 にんじん ひじき ごま油 みりん
料理酒 だいこん キャベツ しめじ 鶏がらスープ 薄口しょうゆ パセ
リ すいか 　ヨーグルト　砂糖

13 火

精白米　鮭　酒　キャベツ　玉ねぎ　にんじん　えのき　味噌　み
りん　砂糖　油　ジャガイモ　白菜　油揚げ　ねぎ　わかめ　固形
ブイヨン　塩　すいか　牛乳　野菜ジュース　ゼラチン

30 金

精白米 豚肉 鶏レバー かぼちゃ たまねぎ にんじん ピーマン なす
セロリ 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
鶏がらスープ 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

8 木

精白米 豚肉 竹輪 たまねぎ にんじん しいたけ はくさい ピーマン
もやし 鶏がらスープ 薄口しょうゆ こしょう 片栗粉 サラダ油 わか
め 青葱 バナナ　とうもろこし　牛乳

27 火

精白米　木綿豆腐　鶏肉　卵　たまねぎ　干ししいたけ　人参　き
ぬさや　醤油　砂糖　酒　塩　みりん　削り節　出汁昆布　油　片
栗粉　大根　小松菜　ちくわ　しめじ　味噌　すいか

9 金

精白米 タラ みそ 濃口しょうゆ 砂糖 白ごま 料理酒 しょうが 切干
しだいこん にんじん いんげん うす揚げ サラダ油 みりん 木綿豆腐
青葱 薄口しょうゆ 食塩 削り節 こんぶ りんご　牛乳

28 水

精白米 カラスカレイ　酒　塩　醤油　みりん　砂糖　ほうれん草
しめじ　削り節　出汁昆布　卵　絹ごし豆腐　たまねぎ　えのき
三つ葉　片栗粉　デラウェア

6 火

精白米 鶏ミンチ 木綿豆腐 たまねぎ えだまめ パン粉 みそ みりん
もやし にんじん ピーマン サラダ油 カレー粉 濃口しょうゆ みりん
わかめ 青葱 薄口しょうゆ 食塩 こんぶ 削り節 オレンジ  きなこ
砂糖　オレンジ　牛乳 21 水

精白米　わかめ　中華麺　豚肉　キャベツ　玉ねぎ　人参　もやし
ねぎ　油　塩　お好みソース　花かつお　青のり　レタス　えのき
しょうゆ　固形ブイヨン　すいか　リンゴジュース

7 水

精白米　出汁昆布　削り節　しょうゆ　みりん　玉ねぎ　ツナ　ひ
じき　三つ葉　塩　油　キャベツ　しめじ　オクラ　そうめん　人
参　メロン　牛乳

26 月

ロールパン　豚肉　ナス　油　玉ねぎ　人参　大豆　エリンギ　グ
リーンピース　トマトケチャップ　トマト（水煮）ウスターソース
固形ブイヨン　塩　砂糖　酒　レタス　きゅうり　ツナ　ホール
コーン　りんご酢　塩　メロン　牛乳　小麦粉　卵　削り節　キャ
ベツ　豚肉

精白米　カレイ　しょうゆ　砂糖　みりん　酒　ほうれん草　しめ
じ　花かつお　削り節　出汁昆布　玉ねぎ　人参　ちくわ　ネギ
しょうが　酒粕　味噌　すいか

2 金

精白米　出汁昆布　削り節　鯛　塩　酒　しょうゆ　片栗粉　油
じゃが芋　きゅうり　ごま　酢　砂糖　冬瓜　玉ねぎ　人参　わか
め　牛乳

19 月

精白米 ふりかけ たら たまねぎ 青のり サラダ油 上新粉 食塩 マヨ
ドレ きゅうり にんじん キャベツ 砂糖 米酢 白ごま ブロッコリー
ゆかり なめこ なす みそ 削り節 こんぶ

5 月

精白米　出汁昆布　削り節　酒　片栗粉　油　しょうゆ　酢　砂糖
キャベツ　しめじ　花かつお　じゃが芋　玉ねぎ　人参　ねぎ　味
噌　牛乳

20 火

7月 献 立 表

1 木

精白米 豚肉 白ごま たまねぎ にんじん 砂糖 濃口しょうゆ みりん
料理酒 サラダ油 キャベツ シーチキン きゅうり 食塩 こしょう 米酢
かえりちりめん 白ごま わかめ 青葱 みそ 削り節 こんぶ　パイン缶
みかん缶　バナナ　ヨーグルト　砂糖　牛乳 16 金


