
平成28年　 　　　　献立表 深江保育園

日 曜 昼食 おやつ（午前） おやつ（午後） 主な材料
3歳未満児のみ 血や肉になる 熱や力になる 身体の調子を整える

1 金 車麩の角煮～小松菜添え～ バナナ ヨーグルトムース 車麩　かつお節　味噌 生クリーム　ごまペースト にんにく　生姜　小松菜　玉葱

ひじきのごまサラダ　味噌汁 手作り梅ソース ひじき　厚揚げ　豆乳 マヨネーズ　油　片栗粉 人参　きゅうり　中葱　しめじ　切り干し大根

2 土 もりもり納豆うどん いりこ バナナ 納豆　鶏ひき肉　卵 うどん麺　ごま　 ほうれん草　人参　ピーマン

もやしとピーマンのごま和え 味噌　ちりめん バナナ もやし

4 月 魚のセサミフライ　やみつききゅうり バナナ 牛乳 アジ切り身　納豆　味噌 強力粉　山芋　ごま 人参　りんご　きゅうり　もやし

納豆　重ね煮のトマトスープ 天然酵母パン ちりめん　ミルク　 ごま油　じゃが芋 トマト　セロリ　玉葱

5 火 中華の野菜あんかけ 飲む豆乳 梅ゼリー 豆腐　油揚げ　かまぼこ 油　ごま油　くず粉 デラウェア　しいたけ　キャベツ　わかめ

じゃが芋の酢の物　味噌汁 ヨーグルト デラウェア 麩　味噌　豆乳 じゃが芋　甘酒　バナナ いんげん　玉葱　人参　中葱　えのき茸　なす

6 水 手羽元とじゃが芋のカレー煮 いりこ 七夕ソーメン 手羽元　油揚げ　卵 そうめん　じゃが芋　 玉葱　ごぼう　人参　きゅうり　しめじ

ごぼうのごまサラダ　味噌汁 味噌 カレールー　ごま　ごまペースト エリンギ　中葱　しいたけ　オクラ

7 木 【お誕生会】 バナナ アイスクリーム

ひよこ：くず寄せゼリー

8 金 魚の黄金焼き　野菜のごま和え 豆乳 いりこ 鯛切り身　納豆　ちりめん　いりこ　豆乳 マヨネーズ　ごま　 人参　もやし　アスパラ　ごぼう

納豆　味噌汁 ヨーグルト 五目おにぎり 豆腐　油揚げ　味噌　鶏もも肉 米　甘酒　バナナ ほうれん草　ニラ　玉葱　ワカメ　なす

9 土 重ね煮のジャージャー麺 いりこ バナナ 味噌　卵 バナナ　ごまペースト しいたけ　玉葱　人参　

レタスのスープ うどん麺　 きゅうり　レタス　小葱

11 月 魚の西京焼き　レタス　じゃこピーマン バナナ 高菜 鯖切り身　味噌　ちりめん ごま　米　 中葱　レタス　ピーマン　人参　ごぼう

納豆　味噌汁 かしわおにぎり 納豆　厚揚げ　鶏もも肉 オクラ　玉葱　かぼちゃ　えのき茸　

12 火 酢豚　コールスロー 飲む豆乳 納豆うどん 豚肉　豆腐　納豆　ちりめん うどん麺　マヨネーズ 玉葱　ピーマン　人参　たけのこ

わかめスープ ヨーグルト 味噌　かつお節　豆乳 ごま　甘酒　バナナ キャベツ　とうもろこし　きゅうり　わかめ

13 水 豆腐ハンバーグ　トマトスパゲティ いりこ チャーハン 鶏ひき肉　卵　豆腐　 米　パン粉　山芋 玉葱　人参　グリンピース　葱

切り干し大根のマリネ　味噌汁 油揚げ　ひじき　味噌 スパゲティ麺 しいたけ　ピーマン　きゅうり　かぼちゃ

14 木 重ね煮のコロッケ　トマト　納豆 人参 牛乳 納豆　ちりめん　味噌 強力粉　山芋　じゃが芋　小麦粉 玉葱　人参　しいたけ　トマト

マカロニサラダ　味噌汁 蒸しパン 天然酵母パン 油揚げ　ミルク　チーズ パン粉　マカロニ　マヨネーズ きゅうり　もやし　しめじ　葱　切り干し大根

15 金 【ごはんの日】雑穀ごはん　煮込みハンバーグ　 バナナ フルーツ豆乳 合いびき肉　卵　ひじき 甘酒　米　雑穀 玉葱　人参　いんげん　わかめ

野菜添え　ひじきと玉ねぎのツナサラダ　おすまし ヨーグルト 豆腐　豆乳 パン粉　バナナ えのき茸　葱　メロン

16 土 【夏祭り】 いりこ バナナ

18 月 【海の日】

19 火 いわしの蒲焼き　レタス　きんぴらごぼう バナナ いりこ いわし　油揚げ　納豆　鮭 ごま　米　片栗粉 レタス　ごぼう　人参　大根

納豆　味噌汁 鮭と大葉のおにぎり ちりめん　味噌　いりこ 油 もやし　玉葱　しめじ　中葱　大葉

20 水 ナスの甘酒煮　味噌汁 飲む豆乳 ミルク 味噌　ささ身　厚揚げ 小麦粉　甘酒　バナナ ナス　玉葱　ピーマン　人参

ささ身ときゅうりのバンバンジー ヨーグルト 蒸しパン ミルク　豆乳 ごまペースト　 きゅうり　えのき茸　わかめ　葱

21 木 冷しゃぶ　ひじきとオクラの和え物 いりこ 牛乳 豚肉　ひじき　牛乳 米　マヨネーズ　 もやし　きゅうり　トマト　人参　レタス

ごぼうのコロコロスープ ごはんピザ チーズ ツナ缶　ごまペースト オクラ　ごぼう　しいたけ　玉葱　グリーンピース

22 金 チキンカレー　グリーンサラダ 豆乳 すいか 手羽元　大豆　豆乳 じゃが芋　マヨネーズ すいか　人参　玉葱　かぼちゃ

バナナ ヨーグルト バナナ　甘酒 ナス　キャベツ　きゅうり　アスパラ　いんげん

23 土 スパゲティナポリタン いりこ バナナ ウインナー　ベーコン スパゲティ麺　バナナ ピーマン　玉葱　にんにく

オニオンスープ じゃが芋　 生姜　中葱

25 月 いわしの香り揚げ　もやしのナムル バナナ 牛乳 いわし　納豆　ちりめん 強力粉　山芋　ごま 大葉　もやし　人参　ニラ

納豆　味噌汁 天然酵母パン 油揚げ　味噌　ミルク　麩 油 オクラ　玉葱　エリンギ　わかめ

26 火 かしわの梅照り焼き　レタス　トマト 飲む豆乳 中華おこわ 鶏もも肉　イワシのつみれ もち米　ごま　甘酒 レタス　トマト　切り干し大根　しいたけ　葱

切り干し大根の中華サラダ　つみれ汁 ヨーグルト 厚揚げ　豚肉　味噌　豆乳 ごま油　里芋　バナナ 人参　きゅうり　玉ねぎ　ごぼう　大根

27 水 魚の煮付け　野菜添え いりこ ひんやり 鯛切り身　かつお節　豆腐 白玉粉　片栗粉 ごぼう　いんげん　人参　なす

ナスの揚げ浸し　おすまし みたらし団子 麸 玉ねぎ　三つ葉　えのき茸　わかめ

28 木 夏野菜のかき揚げ　トマト　もりもり納豆 きな粉 サラダうどん 納豆　鶏ひき肉　卵 小麦粉　油　うどん麺 玉ねぎ　ごぼう　かぼちゃ　三つ葉　中葱

きゅうりの中華漬け　味噌汁 マカロニ 味噌　麸　豚ひき肉　油揚げ なす　トマト　きゅうり　ほうれん草　人参

29 金 ロールキャベツ～トマト味～ 豆乳 いりこ 鶏ひき肉　豚肉　豆腐 パン粉　じゃが芋　甘酒 キャベツ　玉ねぎ　きゅうり

ポテトサラダ　豆腐とワカメのサンラータン ヨーグルト 高菜おにぎり いりこ　豆乳 マヨネーズ　5分づき米　バナナ 人参　わかめ　レタス　中葱　パセリ

30 土 冷し中華 いりこ バナナ 鶏ささ身　ロースハム　 バナナ　中華麺　ツナ缶 きゅうり　トマト　ピーマン

ピーマンとツナのごま和え 卵 ごま 人参

※全園児について、午前に梅醤番茶、又は豆乳甘酒ヨーグルトを提供。また、毎食と毎おやつ時にはノンカフェインの三年番茶を提供しています。

※はな、ひよこ組は玄米粉入りの軟飯を提供します。また、ひよこ組のメニュー内容に関しては、食材や調理法を随時変更して、提供しています。

※食材入荷の都合により、献立内容が変更になることがあります。

給食だより　　　　　　　
夏本番です！今年も給食室では、らっきょうと、梅干しを漬けました。

らっきょうの甘酢漬けは血液さらさら効果があると言われています。また、梅干しには

クエン酸が豊富に含まれていて、疲労回復に効果があります。

暑い夏、給食室ではこれらを上手に献立に取り入れて夏バテ防止に努めます！


