
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 中華丼 牛乳
さわらのみそマヨネーズ焼き お菓子 わかめスープ 塩焼きそば
小松菜のポン酢和え りんご
かぼちゃのソテー
すまし汁
ごはん 牛乳 ごはん 牛乳
焼き鳥風ソテー フルーツヨーグルト さつまいものカレー お菓子
きんぴらごぼう レタスとトマトのサラダ
みそ汁
オレンジ
ごはん 牛乳 さつま芋ごはん 牛乳
タラのタンドリー風 お菓子 鮭の塩焼き みたらしだんご
ほうれん草のごま和え キャベツとわかめの酢の物
みそ汁 けんちん汁
梨
ごはん 牛乳 ごはん 牛乳
鶏肉のマーマレード焼き おにぎり マーボー豆腐 お菓子
春雨サラダ 春雨のごま酢和え
コーンソテー オレンジ
すまし汁
ごはん 牛乳 木の葉丼 牛乳
白身魚の照り焼き ジャムサンド（いちご） 刻み昆布のごま和え お菓子
チンゲン菜のお浸し 梨
呉汁
オレンジ
きのこのハヤシライス 牛乳 ふりかけごはん 牛乳
スパゲティサラダ お菓子 タラの香草マヨ焼き おにぎり
バナナ はりはりサラダ

ブロッコリーのゆかり和え
みそ汁

ごはん 牛乳 ごはん 牛乳
鯛の竜田揚げ マカロニきなこ 鶏肉の竜田揚げ お誕生日ケーキ
ほうれん草のかつお和え ブロッコリーの割り醤油和え
野菜汁 もずく入りしすまし汁
オレンジ 梨
ごはん 牛乳 ロールパン 牛乳
すき焼きの風煮 お菓子 クリームシチュー お菓子
えのきとトマトの和風サラダ レタスとじゃこのサラダ
じゃこのマリネ バナナ
みそ汁
ごはん 牛乳 ごはん 牛乳
ハンバーグ おにぎり 鮭の香り焼き お好み焼き
粉ふき芋 野菜の酢の物
すまし汁 青のりポテト

みそ汁
きつねうどん 牛乳
かぼちゃのそぼろ煮 スイートポテト
梨

ごはん 牛乳
石狩鍋 お菓子
三色和え
オレンジ

15 水

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 切干しだいこん きゅうり にんじん 砂糖 米酢 濃口しょうゆ ブ
ロッコリー ゆかり キャベツ 青葱 みそ 削り節 こんぶ  牛乳

精白米　削り節 こんぶ 　鮭　塩　じゃが芋　焼き豆腐　大根　人
参　糸こんにゃく　ねぎ　干ししいたけ　みそ　酒粕　小松菜　か
まぼこ　ホールコーン缶　オレンジ　牛乳

14 火

精白米　削り節 こんぶ　うどん　油揚げ　砂糖　しょうゆ　かまぼ
こ　ねぎ　塩　みりん　かぼちゃ　鶏肉ミンチ　グリーンピース
油　片栗粉　梨　 さつまいも　卵黄　牛乳

13 月

精白米　削り節 こんぶ 　豚ミンチ　牛ミンチ　塩　玉ねぎ　卵
牛乳　パン粉　油　トマトケチャップ　ウスターソース　砂糖
じゃが芋　塩　青のり　絹ごし豆腐　人参　みつば　わかめ　しょ
うゆ　牛乳 30 木

精白米 鮭 砂糖 濃口しょうゆ 料理酒 みりん きゅうり にんじ
ん キャベツ 米酢 食塩 白ごま じゃがいも 青のり 木綿豆腐 青
葱 みそ 削り節 こんぶ 牛乳　小麦粉　豚肉　キャベツ　卵

10 金

精白米 豚肉 焼豆腐 糸こんにゃく はくさい こまつな にんじん たま
ねぎ 長葱 サラダ油 砂糖 濃口しょうゆ トマト きゅうり えのき わ
かめ 米酢 かえりちりめん 白ごま みりん だいこん 青葱 みそ 削り
節 こんぶ  牛乳 29 水

ロールパン　玉ねぎ　じゃがいも　にんじん　しめじ　ブロッコ
リー　コーン　シチュールウ（アレルゲンフリー）豆乳　油　鶏も
も肉　レタス　きゅうり　しらす干し　酢　砂糖　ごま油　バナナ

精白米　削り節 こんぶ 鶏肉　しょうゆ　塩　酒　片栗粉　油　ブ
ロッコリー　絹ごし豆腐　たまねぎ　もずく　にんじん　三つ葉
しょうが　梨

8 水

精白米　削り節 こんぶ 　牛肉　たまねぎ　人参　なす　しめじ
マッシュルーム　マイタケ　グリーンピース　油　ハヤシルウ　酒
トマトピューレ　固形ブイヨン　スパゲティ　きゅうり　ベーコン
マヨネーズ　砂糖　塩　りんご酢　バナナ　牛乳 27 月

9 木

精白米　削り節 こんぶ 　鯛　酒　片栗粉　醤油　ほうれん草　し
めじ　花かつお　卵　たまねぎ　人参　みつば　オレンジ　マカロ
ニ　砂糖　きなこ　塩　牛乳

28 火

精白米　削り節 こんぶ 　卵　たまねぎ　人参　かまぼこ　干しし
いたけ　三つ葉　しょうゆ　砂糖　みりん　酒　片栗粉　大根
きゅうり　刻み昆布　ごま　ごま油　梨　牛乳

6 月

精白米 鶏もも肉 濃口しょうゆ マーマレード はるさめ キャベツ に
んじん 白ごま 米酢 砂糖 食塩 コーン しめじ にら 薄口しょうゆ 削
り節 こんぶ 　牛乳

22 水

精白米　削り節 こんぶ 　木綿豆腐　豚肉ミンチ　玉ねぎ　にんじ
ん　ねぎ　干ししいたけ　油　しょうが　味噌　しょうゆ　砂糖
みりん　片栗粉　酒　春雨　きゅうり　ホールコーン　ハム　わか
め　酢　ごま　オレンジ　牛乳

7 火

精白米　削り節 こんぶ 　カラスカレイ　酒　塩　しょうゆ　みり
ん　砂糖　チンゲン菜　にんじん　大豆　たまねぎ　しめじ 油揚げ
ねぎ　みそ　オレンジ　食パン　いちごジャム　牛乳

24 金

 精白米　削り節 こんぶ　さつまいも　鮭　塩　酒　キャベツ　わ
かめ　酢　砂糖　大根　里芋　人参　ごぼう　干ししいたけ　こん
にゃく　木綿豆腐　しょうゆ　ごま油　長ネギ　牛乳

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 片栗粉 サラダ油 わかめ 青葱 り
んご　中華麺　油　ねぎ　ちくわ　レタス　しらす　牛乳

2 木

精白米 鶏もも肉 料理酒 砂糖 みりん 濃口しょうゆ ごぼう にんじん
ピーマン 干ししいたけ 糸こんにゃく サラダ油 白ごま こまつな う
す揚げ 青葱 削り節 こんぶ みそ オレンジ  ヨーグルト　もも缶　パ
イン缶　みかん缶 17 金

精白米　削り節 こんぶ  牛肉　さつまいも　たまねぎ　赤・黄パプ
リカ　ホールコーン　油　カレールウ　牛乳　固形ブイヨン　トマ
ト　レタス　きゅうり　ツナ（水煮）りんご酢　砂糖　塩

3 金

精白米　削り節 こんぶ タラ　カレー粉　塩　無糖ヨーグルト　ト
マトケチャップ　砂糖　油　ほうれん草　人参　ごま　しょうゆ
かぼちゃ　たまねぎ　ねぎ　わかめ　みそ　梨　牛乳

21 火

9月 献 立 表

1 水

精白米 さわら みそ マヨドレ こまつな にんじん えのき 砂糖 濃口
しょうゆ 米酢 かぼちゃ 木綿豆腐 青葱 薄口しょうゆ 食塩 削り節
こんぶ 　牛乳

16 木


