
　　  給食目標：好き嫌いしないで食べる。

　　  内　　　容：丈夫な体を作るために何でも残さず

　　　　　　　　 　 食べることを知る。

　　　　　　　　　：食事は衛生に注意しないと食中毒に

　　　　　　　　　　かかりやすいことを知る。

　  　※　３日（水）お誕生日会です。

おやつ(午前) 主食　他

牛乳 ごはん ごはん、なめこ汁、とり肉の梅しょうゆ焼き おせんべい

クラッカー 切り干し大根とひじきの煮物、ブロッコリー、さくらんぼ ヨーグルト

お茶 ごはん ごはん、たまごのスープ、鮭のみそ漬け焼き 牛乳

クラッカー アスパラのサラダ、ほうれん草のなめ茸和え、ぶどう パンプキンサンド☆

お茶 　　七夕寿司、サンドイッチ、キラキラスープ、とり肉のレモンソース和え クラッカー

ビスケット 　　お煮しめ、アンパンマンポテト、ミニトマト、すいか アイスクリーム

豆乳 ごはん ごはん、そうめん汁、豚肉ロール 牛乳・おせんべい

クラッカー 野菜炒め、煮たまご、パイナップル ブルーベリーサンド

お茶 ごはん ごはん、えんどうのみそ汁、五目たまご焼き、モロヘイヤ 牛乳

ビスケット ボイルウィンナー、ごぼうサラダ、メロン ロッククッキー☆

お茶 ごはん わかめのみそ汁、とり肉のから揚げ 牛乳・おせんべい

ビスケット スパゲティケチャップ、ブロッコリー、バナナ めろんぱん

お茶 ごはん ごはん、チキンカレー、大根のじゃこ煮 牛乳

クラッカー ブロッコリーのおかか和え、福神漬、オレンジ おから入りウィンナードック☆

牛乳 ごはん ごはん、豚汁、笹かまの天ぷら フルーツジュース・クラッカー

おせんべい ひじきとトマトのサラダ、小松菜のごま和え、ぶどう ジャムサンド

お茶 枝豆ごはん 枝豆ごはん、みそ汁、さつま芋の変わり揚げ 牛乳

ビスケット 大豆と昆布の煮物、スナップエンドウ、メロン 納豆ピザ☆

豆乳 ごはん ごはん、白菜のすまし汁、とり肉とごぼうの味噌がらめ、オクラ 牛乳・おせんべい

クラッカー インデアンサラダ、ほうれん草のり和え、バナナ マーブル食パン

お茶 ごはん ごはん、小松菜のみそ汁、すき焼きの卵とじ 牛乳

ビスケット キャベツのごま和え、大学ポテト、すいか ごまポッキー☆

お茶 ごはん チキンカレー、コールスロー 牛乳・クラッカー

ビスケット ブロッコリー、福神漬、バナナ フレンチトースト

牛乳 ごはん ごはん、かき玉みそ汁、鯖の野菜ジュース煮 フルーツジュース・クラッカー

おせんべい ポテトサラダ、三色お浸し、メロン クッキーパン

お茶 ふきごはん ふきごはん、大根汁、豆腐ハンバーグ おせんべい

ビスケット 夏野菜ときのこのパスタ、アスパラガス、パイナップル 牛乳かん☆

豆乳 おにぎり おにぎり、カレーうどん、なすと豚肉のしょうが焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー ブロッコリーサラダ、冷やしトマト、バナナ ホイップクリームサンド

お茶 ごはん ごはん、おくらのみそ汁、ほうれん草と卵のグラタン 牛乳

ビスケット ペンネミート、ブロッコリー、すいか 大豆入りドーナツ☆

お茶 ごはん みそ汁、とり肉のごま焼き おせんべい

クラッカー カレーパスタ、ブロッコリー、バナナ ヨーグルト

豆乳 ごはん ごはん、ワンタンスープ、ししゃもの磯辺揚げ おせんべい

クラッカー 鮭の磯辺揚げ ひじき入りきんぴら、ブロッコリーのカレー和え、オレンジ とうもろこし☆

牛乳 ごはん ごはん、かき玉汁、ハンペンのチーズはさみ揚げ、オクラ フルーツジュース・クラッカー

おせんべい スパゲティケチャップ、梅肉和え、メロン ピザパン

お茶 カレーピラフ カレーピラフ、うどん、納豆のかき揚げ 牛乳

ビスケット きゅうりの中華和え、かぼちゃの含め煮、すいか きなこトースト☆

豆乳 ごはん ごはん、かぶのスープ、骨っこハンバーグ 牛乳・おせんべい

クラッカー ゆで野菜（ブロッコリー、人参、かぼちゃ）、ぶどう クリームパン

お茶 ごはん ごはん、夕顔のみそ汁、チーズ入りたまご焼き 牛乳

ビスケット 筑前煮、ほうれん草とベーコンのソテー、オレンジ ハワイアンクラフティ☆

お茶 ごはん みそ汁、とり肉のカレー揚げ 牛乳・おせんべい

ビスケット マカロニサラダ、ブロッコリー、バナナ ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、夏野菜カレー、夕顔ソテー おせんべい

クラッカー コーンキャベツ、福神漬、すいか とうもろこし☆

牛乳 ごはん ごはん、ラーメン、鮭のホイル焼き フルーツジュース・クラッカー

おせんべい うどん なすのみそ炒め、小松菜の納豆和え、バナナ チョコツイスト

牛乳 梅炒飯 梅炒飯、みそ汁、豆腐のふんわり揚げ お茶

クラッカー おくらとキャベツのごま和え、かぼちゃのミルク煮、メロン 塩焼きそば☆

◎ ７月の平均栄養価は次のとおりです。
 ３歳以上児　　：　　エネルギー　(573kcal)　　・たんぱく質　（19.8g）　　・脂質　（17.4g）　　・カルシウム　（305㎎）　・食塩（1.8g）
 ３歳未満児　　：　　エネルギー　(535kcal)　　・たんぱく質　（17.5g）　　・脂質　（16.7g）　　・カルシウム　（291㎎）　・食塩（1.5g）
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久 慈 保 育 園

　　　　給 　 食 　 献　  立　  表　
☆印は、手作りおやつです。

日付 曜日
未満児の献立 全　　　　　　　児　　　　　　の　　　　　　　献　　　　　　　立

主　食　と　副　食

この時期は細菌が活動するのにちょうど
良い湿度と温度がそろっています。

子ども達のお箸・箸箱・おしぼり・おしぼり
入れ、未満児クラスではエプロンはどうで
しょうか？

毎日の確認をお願いします。又、この機
会に新しくしてみてはどうでしょうか。



 

▽ 今月の新メニューを紹介します ▽ 
 

◎ 鶏肉とごぼうの味噌がらめ  7/11（木）の給食にでます！！ 

《 材料４人分 》           

・鶏肉    120ｇ     ・ごぼう   32ｇ     ・人参     40ｇ 

・こんにゃく 60ｇ      ・いんげん  20ｇ 

・みりん   16ｇ      ・味噌    12ｇ     ・砂糖     4ｇ 

 

《 作り方 》 

1. ごぼう・人参・こんにゃくは乱切りにし、それぞれ柔らかく煮てザルに上げ水切りをしておく。 

2. いんげんは３㎝くらいに切り下茹でし水切りをしておく。 

3. 一口大に切った鶏肉に下味(分量外の醤油・酒)をつけて小麦粉か片栗粉をまぶして唐揚げにする。 

4. みりん・味噌・砂糖を鍋に入れ火にかけ味噌だれを作る。 

5. 味噌だれの中に鶏肉・ゆでた野菜・こんにゃくを入れてからめて完成！！ 

 

 

 

 

 

 

毎月１８日はみんな大好き『おにぎりの日』！！ 
 

毎月“８”が付く日をお米の日とする説があることから、保育園では毎月１８日をおにぎりの日にしています！ 

６月、たんぽぽ組ではラップにご飯を入れて握りふりかけをかけて自分たちでおにぎりを作りました。 

すみれ組ではカップにご飯とふりかけを入れてシャカシャカ振り丸いおにぎりを作りました。 

三角おにぎりはまだ難しいかもしれませんが、丸いおにぎり作りは簡単に出来るので、お家で一緒に作ってみて下さい！ 

普段食欲がない子供でもご飯をおにぎりにしてあげるとパクパク食べてくれるかもしれませんね！！ 

ちなみに．．．保育園では『ゆかり』ふりかけがとても人気です☆ 

 

 

 

 

お知らせ 
７月２日（火）の１５時～バザーの手作り会を開催します。 

当日のおやつに提供される『パンプキンサンド』の試食会も行いますので、 

バザーの手作り会に参加して、ちょっとしたおやつの試食もいかがですか？ 

パンプキンサンドのレシピも配布したいと思います☆ 

たくさんの参加お待ちしています！ 


