
日 曜 ごはん おやつ 　血や肉になる 　熱や力になる 　調子を整える

1 金
ごはん　ミネストローネ風みそスープ
鶏のパン粉焼き
いんげんとコーンの炒め物　夏野菜サラダ

麦茶　牛乳
ポテサラサンド

みそ　鶏肉　ハム
ウインナー　牛乳

米　オリーブ油　パン粉
サラダ油　じゃがいも　砂糖
食パン

玉ねぎ　人参　トマト　いんげん
コーン缶　トマト缶　きゅうり

2 土
ごはん　みそ汁(玉ねぎ・人参)
豚肉ときゃべつの炒め物
きゅうりとわかめの酢の物

麦茶　いりこ
梅おにぎり

みそ　豚肉　煮干し
米　砂糖　サラダ油
片栗粉

玉ねぎ　人参　きゃげつ　セロリ
生姜　にんにく　きゅうり　わかめ
梅干し　海苔

4 月
ごはん　みそ汁(大根・しめじ)
ミートローフ
いんげんと人参のごま炒め　大根ときゅうりの中華和え

麦茶　牛乳
魔法アイス

みそ　豚ひき肉　牛乳
米　上新粉　オリーブ油
砂糖　いりごま　ごま油
さつまいも　コーンカップ

大根　しめじ　玉ねぎ　いんげん
刻み昆布　トマト缶　にんにく
きゅうり　オレンジジュース

5 火
麦ごはん　みそ汁(玉ねぎ・おくら)
鶏のマーマレード煮
蒸しなすのねぎソース和え　冬瓜のそぼろあんかけ

麦茶　牛乳
そばめし

みそ　鶏肉　鶏ひき肉
豚肉　牛乳

米　押麦　マーマレード
ごま油　砂糖　片栗粉
中華麺

玉ねぎ　おくら　なす　トマト
きゅうり　長ねぎ　冬瓜　生姜
きゃべつ

6 水
ごはん　みそ汁(きゃべつ・油揚げ)
かれいのねぎみそ焼き
豆腐とひじきの煮物　トマトのごま汚し

麦茶　牛乳
パンプキンジャムサンド

油揚げ　みそ　かれい
豆腐　豆乳　牛乳

米　砂糖　すりごま
オリーブ油　食パン

きゃべつ　長ねぎ　ひじき　人参
トマト　かぼちゃ　レモン汁

7 木
玄米ごはん　みそ汁(じゃがいも・いんげん)
なすのアマトリチャーナ
温野菜サラダ

麦茶　牛乳
天の川そうめん

みそ　ベーコン　ハム
牛乳

米　玄米　じゃがいも
薄力粉　パン粉　サラダ油
砂糖　素麺

いんげん　なす　玉ねぎ　トマト缶
かぼちゃ　きゅうり　人参　コーン缶
干ししいたけ

8 金
夏野菜カレー
夏野菜スープ
きゃべつとツナのサラダ

麦茶　牛乳
人参ケーキ

鶏肉　ベーコン　ツナ缶
牛乳　卵

米　じゃがいも　サラダ油
上新粉　砂糖　ごま油
薄力粉　人参ジャム　バター

人参　玉ねぎ　なす　赤ピーマン
コーン缶　ピーマン　りんご
セロリ　きゃべつ　きゅうり　レタス
生姜　オレンジジュース　いんげん

9 土
ごはん　みそ汁(豆腐・長ねぎ)
和風ハンバーグ
いんげんの磯和え　きゃべつの甘酢和え

麦茶　いりこ
わかめおにぎり

豆腐　みそ　豚ひき肉
煮干し　かつお節

米　上新粉
砂糖　片栗粉

長ねぎ　玉ねぎ　ピーマン　いんげん
人参　のり　きゃべつ　きゅうり
大根　わかめ

11 月
ごはん　みそ汁(なす・にら)
鶏の黒酢煮
かぼちゃのごま炒め　トマトとわかめのサラダ

麦茶　牛乳
ナポリタン

みそ　鶏肉　豚肉
牛乳　ウインナー

米　砂糖　サラダ油
いりごま　ごま油　マカロニ

なす　にら　長ねぎ　にんにく
かぼちゃ　ピーマン　干ししいたけ
生姜　トマト　きゅうり　わかめ
玉ねぎ　人参

12 火
麦ごはん　みそ汁(かぼちゃ・わかめ)
めかじきのドレッシング和え
炒り豆腐　おくらのサブジ

麦茶　いりこ
とうもろこしおにぎり

みそ　めかじき
豆腐　煮干し

米　押麦　片栗粉
薄力粉　サラダ油　砂糖

かぼちゃ　わかめ　玉ねぎ　人参
干ししいたけ　いんげん　おくら
コーン缶　海苔

13 水
ごはん　みそ汁(もやし・長ねぎ)
肉じゃが
ミソドレサラダ

麦茶　牛乳
おやき(茄子の肉みそ)

みそ　豚肉　豚ひき肉
牛乳

米　じゃがいも　砂糖
サラダ油　薄力粉　ごま油
片栗粉

もやし　長ねぎ　玉ねぎ　人参
いんげん　きゃべつ　なす

14 木
玄米ごはん　みそ汁(えのき・人参)
たらの野菜あんかけ
いんげんとたけのこの白和え　切干大根の煮物

麦茶　牛乳
ベイクドチーズケーキ

みそ　たら　豆腐
油揚げ　かつお節　牛乳
卵　生クリーム
クリームチーズ

米　玄米　砂糖
片栗粉　すりごま　バター
ケーキミックス

えのき　人参　玉ねぎ　干ししいたけ
いんげん　コーン缶　トマト
きゅうり

15 金
ごはん　ミネストローネ風みそスープ
鶏のパン粉焼き
いんげんとコーンの炒め物　夏野菜サラダ

麦茶　牛乳
ポテサラサンド

みそ　鶏肉　ハム
ウインナー　牛乳

米　オリーブ油　パン粉
サラダ油　じゃがいも　砂糖
食パン

玉ねぎ　人参　トマト　いんげん
コーン缶　トマト缶　きゅうり

16 土
ごはん　みそ汁(玉ねぎ・いんげん)
鶏の香草焼き
豆腐田楽　和風サラダ

麦茶
どら焼き

みそ　鶏肉　豆腐
赤みそ　あんこ

米　オリーブ油　砂糖
サラダ油　ごま油
ケーキミックス

玉ねぎ　いんげん　セロリ　人参
きゃべつ　きゅうり　わかめ

18 月           海の日

19 火
麦ごはん　みそ汁(玉ねぎ・おくら)
鶏のマーマレード煮
蒸しなすのねぎソース和え　冬瓜のそぼろあんかけ

麦茶　牛乳
そばめし

みそ　鶏肉　鶏ひき肉
豚肉　牛乳

米　押麦　マーマレード
ごま油　砂糖　片栗粉
中華麺

玉ねぎ　おくら　なす　トマト
きゅうり　長ねぎ　冬瓜　生姜
きゃべつ

20 水
ごはん　みそ汁(きゃべつ・油揚げ)
かれいのねぎみそ焼き
豆腐とひじきの煮物　トマトのごま汚し

麦茶　牛乳
パンプキンジャムサンド

油揚げ　みそ　かれい
豆腐　豆乳　牛乳

米　砂糖　すりごま
オリーブ油　食パン

きゃべつ　長ねぎ　ひじき　人参
トマト　かぼちゃ　レモン汁

21 木
玄米ごはん　みそ汁(じゃがいも・いんげん)
なすのアマトリチャーナ
温野菜サラダ

麦茶　牛乳
とうもろこし
クラッシュゼリー

みそ　ベーコン　牛乳
米　玄米　じゃがいも
薄力粉　パン粉　サラダ油
砂糖

いんげん　なす　玉ねぎ　トマト缶
かぼちゃ　きゅうり　人参　粉寒天
とうもろこし　みかん缶　レモン汁

22 金
夏野菜カレー
夏野菜スープ
きゃべつとツナのサラダ

麦茶　牛乳
人参ケーキ

鶏肉　ベーコン　ツナ缶
牛乳　卵

米　じゃがいも　サラダ油
上新粉　砂糖　ごま油
薄力粉　人参ジャム　バター

人参　玉ねぎ　なす　赤ピーマン
コーン缶　ピーマン　りんご
セロリ　きゃべつ　きゅうり　レタス
生姜　オレンジジュース　いんげん

23 土
ごはん　みそ汁(豆腐・長ねぎ)
和風ハンバーグ
いんげんの磯和え　きゃべつの甘酢和え

麦茶　いりこ
わかめおにぎり

豆腐　みそ　豚ひき肉
煮干し　かつお節

米　上新粉
砂糖　片栗粉

長ねぎ　玉ねぎ　ピーマン　いんげん
人参　のり　きゃべつ　きゅうり
大根　わかめ

25 月
ごはん　みそ汁(なす・にら)
鶏の黒酢煮
かぼちゃのごま炒め　トマトとわかめのサラダ

麦茶　牛乳
ナポリタン

みそ　鶏肉　豚肉
牛乳　ウインナー

米　砂糖　サラダ油
いりごま　ごま油　マカロニ

なす　にら　長ねぎ　にんにく
かぼちゃ　ピーマン　干ししいたけ
生姜　トマト　きゅうり　わかめ
玉ねぎ　人参

26 火
麦ごはん　みそ汁(かぼちゃ・わかめ)
めかじきのドレッシング和え
炒り豆腐　おくらのサブジ

麦茶　いりこ
とうもろこしおにぎり

みそ　めかじき
豆腐　煮干し

米　押麦　片栗粉
薄力粉　サラダ油　砂糖

かぼちゃ　わかめ　玉ねぎ　人参
干ししいたけ　いんげん　おくら
コーン缶　海苔

27 水
ごはん　みそ汁(もやし・長ねぎ)
肉じゃが
ミソドレサラダ

麦茶　牛乳
おやき(茄子の肉みそ)

みそ　豚肉　豚ひき肉
牛乳

米　じゃがいも　砂糖
サラダ油　薄力粉　ごま油
片栗粉

もやし　長ねぎ　玉ねぎ　人参
いんげん　きゃべつ　なす

28 木
玄米ごはん　みそ汁(えのき・人参)
たらの野菜あんかけ
いんげんとたけのこの白和え　切干大根の煮物

麦茶　牛乳
ベイクドチーズケーキ

みそ　たら　豆腐
油揚げ　かつお節　牛乳
卵　生クリーム
クリームチーズ

米　玄米　砂糖
片栗粉　すりごま　バター
ケーキミックス

えのき　人参　玉ねぎ　干ししいたけ
いんげん　コーン缶　トマト
きゅうり

29 金
ごはん　みそ汁(大根・しめじ)
ミートローフ
いんげんと人参のごま炒め　大根ときゅうりの中華和え

麦茶　牛乳
カレートースト

みそ　豚ひき肉　鶏ひき肉
牛乳　チーズ

米　上新粉　オリーブ油
砂糖　いりごま　ごま油
サラダ油　食パン

大根　しめじ　玉ねぎ　いんげん
刻み昆布　トマト缶　にんにく
人参　きゅうり

30 土
ごはん　みそ汁(玉ねぎ・人参)
豚肉ときゃべつの炒め物
きゅうりとわかめの酢の物

麦茶　いりこ
梅おにぎり

みそ　豚肉　煮干し
米　砂糖　サラダ油
片栗粉

玉ねぎ　人参　きゃげつ　セロリ
生姜　にんにく　きゅうり　わかめ
梅干し　海苔

7月のこんだて のしお一丁目保育園

※献立は都合により変更する場合があります。
   夏野菜の美味しい季節到来です！　トマト、なす、おくら、いんげん、とうもろこし、きゅうり、かぼちゃ、ズッキーニ、ピーマン、黄ピーマン！　まぶし
いほどにパキッとした鮮やかな彩りが食欲をそそります。とうもろこしはゆり組さんに皮むきを手伝ってもらう予定です！よろしくお願いします！
   今月は秋ごろまで美味しいなすのお話。なすは90％以上水分でできているためとってもヘルシーで、体を冷やしてくれる効果もあるのでぜひとも夏に
食べたいお野菜です。空気に触れると色が悪くなってしまうので、酸化防止とアク抜きのために水にさらします。しかし、長時間つけるとせっかくの栄養
も抜けてしまうので10分程度で取り出します。油を使って料理をする際は、アク抜きをしなくても苦味があまり気にならないので、みそ炒めや天ぷら、素
揚げにするときは、調理の直前にカットしてすぐ使えば栄養が逃げ出さないまま美味しくいただけます。なす以外にも、これから旬で美味しく安くなってく
る夏野菜、たくさん食べてみてください！

2022年度


