
ちからがでる おおきくなる げんきになる
たべもの たべもの たべもの

主食 主菜 副菜・汁物・デザート きいろ あか みどり
キャベツとコーンのサラダ 鮭おにぎり

ボイルブロッコリー　　大根スープ （米、鮭フレーク）

木曜日 マカロニきな粉　　牛乳

ひじき煮 メープル蒸しパン

胡瓜の塩昆布和え （ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ、

金曜日 切干大根とわかめのみそ汁　　みかん缶 砂糖、ﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ、油）

もやしとニラのスープ たべっこベイビー

みかん缶 ぱりんこ

土曜日 牛乳

れんこんのきんぴら マシュマロおこし

のり塩粉ふきいも （マシュマロ、コーンフレーク、

月曜日 麩と大根葉のみそ汁　　パイン缶 油）

海藻サラダ ウインナー蒸しパン

いんげんのおかか和え （ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ、

火曜日 キャベツと豆腐のみそ汁　　黄桃缶 豆乳、ウインナー）

ブロッコリーとウインナーの炒め物 ひじきおにぎり

もやしナムル （米、ひじき、油揚げ、人参、

水曜日 オレンジ 砂糖、醤油、だし）

胡瓜ともやしのごま和え 白桃ゼリー

ミニ野菜コロッケ （ゼリーの素、白桃缶、

木曜日 切干大根と油揚げのみそ汁　冷凍パイン 水）

春雨サラダ ふかし芋

春巻き （さつま芋）

金曜日 白菜とわかめ中華スープ　　みかん缶

ブロッコリーとコーンのおかか和え

じゃが芋と玉ねぎのコンソメスープ

土曜日 バナナ　

大根サラダ ごはんチヂミ

金平ごぼう （米、片栗粉、塩、ごま油、

月曜日 ブロッコリーとコーンのスープ　黄桃缶 白ごま、ネギ、人参、玉ねぎ、ポン酢）

がんもの煮物 五平餅

南瓜サラダ （米、味噌、砂糖、

火曜日 冷凍パイン 白ごま）

コールスローサラダ しゅわしゅわ炭酸フルーツポンチ

ウインナーとブロッコリーのソテー （みかん缶、三色寒天缶、

水曜日 福神漬け　りんごジュース サイダー）

高野豆腐と人参の含め煮 おかかおにぎり

ボイルブロッコリー （米、砂糖、かつお節、醤油）

木曜日 南瓜と玉ねぎのみそ汁　みかん缶

粉ふきいも　ウインナーソテー ぶどうゼリー

えのきとオクラのすまし汁 （ゼリーの素、水）

金曜日 フルーツポンチ（パイン）

ブロッコリーと大豆のサラダ しょうゆせんべい

黄桃缶 １歳からサッポロポテト

土曜日 牛乳

ごぼうサラダ　　 マカロニきな粉

ブロッコリーのおかか和え （マカロニ、きな粉、砂糖）

月曜日 白菜と揚げのみそ汁　パイン缶

キャベツとオクラのポン酢サラダ スイートポテト

星型ポテト （さつま芋、砂糖、

火曜日 大根とわかめのみそ汁　フルーツポンチ（みかん） 豆乳）

南瓜ソテー みかんゼリー

ほうれん草ともやしのお浸し （ゼリーの素、水、

水曜日 キャベツと玉ねぎのみそ汁　黄桃缶 みかん缶）

木曜日

金曜日

がんもの煮物 ベジたべる

パイン缶 星たべよ

土曜日 牛乳

マカロニサラダ 青りんごゼリー

大根の鶏そぼろ煮 （ゼリーの素、水）

月曜日 里芋と葱のみそ汁　白桃缶

フライドポテト きなこ蒸しパン

ブロッコリーのごま和え （きな粉、ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ、

火曜日 麩とわかめのみそ汁　みかん缶 豆乳、砂糖）

チンゲン菜のナムル　コロッケ ふかし芋

白菜と玉ねぎの中華スープ （さつま芋）

水曜日 パイン缶

花野菜サラダ　星型ポテト そぼろおにぎり

ほうれん草とウインナーのスープ　 （米、鶏ミンチ肉、砂糖、

木曜日 バナナ　 酒、生姜、醤油）

ふかし芋 黒糖蒸しパン

インゲンと人参のマヨ和え （ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ、

金曜日 コロコロ野菜のスープ　黄桃缶 黒砂糖、豆乳）

ウインナーとじゃが芋の炒め物 サッポロポテト

黄桃缶 野菜クラッカー

土曜日 牛乳

※材料の都合により献立を変更する場合があります。

チンゲン菜、ネギ、コー
ン、玉ねぎ、ブロッコ
リー、もやし、胡瓜、人
参、オレンジ

醤油、酒、塩、酢
味噌ラーメンスープ

米、砂糖、油、白ごま、
ミニ野菜コロッケ

きな粉、骨なしぶり、油
揚げ、味噌

もやし、胡瓜、人参、切
干大根、冷凍パイン

醤油、みりん、だし

米、片栗粉、油、砂糖、
星ポテ

砂糖、油、米 豚肉、かつお節、油揚
げ、味噌

玉ねぎ、キャベツ、人
参、ごぼう、ブロッコ
リー、白菜、パイン缶

醤油、酒、エッグケア、
だし

ケチャップ、だし、醤
油、コンソメ、塩、こ
しょう、パセリ粉

エッグケア、塩、コンソ
メ

コンソメ、塩、こしょ
う、和風ドレッシング

人参、椎茸、ピーマン、
玉ねぎ、キャベツ、オク
ラ、コーン、大根、みか
ん缶

ゆかり粉、塩、醤油、み
りん、だし、ポン酢

しょうゆせんべい
たべっこベイビー

３０日
菜飯 鶏の照焼き 米、砂糖、さつま芋 鶏肉 インゲン、人参、玉ね

ぎ、大根、黄桃缶

油、米、マカロニ、片栗
粉、砂糖、里芋

豚肉、鶏ミンチ肉、味噌 キャベツ、玉ねぎ、ピー
マン、にんにく、胡瓜、
人参、大根、ネギ、白桃
缶

豚丼

キャベツ、ブロッコ
リー、コーン、玉ねぎ、
バナナ

カレールウ、油、米 合挽ミンチ肉、ウイン
ナー

茄子、アスパラガス、人
参、玉ねぎ、キャベツ、
コーン、ブロッコリー、
福神漬、りんごジュース
100％

ホットドッグロール、砂
糖、じゃが芋

米、砂糖、ごま油、片栗
粉

ウインナー、水煮大豆 人参、玉ねぎ、グリン
ピース、ブロッコリー、
黄桃缶

鶏肉、味噌、わかめ、三
色寒天缶

菜めし、醤油、酢、エッ
グケア、塩、だし

米、片栗粉、油、砂糖 タラ、高野豆腐、味噌 大根おろし、人参、ブ
ロッコリー、かぼちゃ、
玉ねぎ、みかん缶

ゆかり粉、塩、ポン酢、
だし、醤油、みりん

米、油、じゃが芋 豆腐、豚肉、ウイン
ナー、三色寒天缶、炊き
込みわかめ

玉ねぎ、人参、もやし、
キャベツ、コーン、えの
き、オクラ、パイン缶

酒、醤油、塩、コンソ
メ、だし

うどん、砂糖 豚肉、中がんも 玉ねぎ、ネギ、人参、大
根、絹さや、パイン缶

焼肉のたれ、エッグケ
ア、塩、醤油、みりん、
だし

米、油

米、片栗粉、油、砂糖 鶏肉、ひじき、油揚げ、
塩昆布、わかめ、味噌

生姜、人参、グリンピー
ス、胡瓜、切干大根、み
かん缶

ゆかり粉、醤油、酒、だ
し、みりん

バサ　、ウインナー
炊き込みわかめ

カリフラワー、ブロッコ
リー、人参、玉ねぎ、ほ
うれん草、バナナ

塩、こしょう、ウスター
ソース、醤油、酢、コン
ソメ

豚肉、海藻サラダ、かつ
お節、豆腐、味噌

コーン、玉ねぎ、生姜、
大根、胡瓜、インゲン、
人参、キャベツ、黄桃缶

酒、塩、醤油、みりん、
和風ドレッシング、だし

米、小麦粉、パン粉、
油、ごま油、星ポテ

うどん、天かす 豚肉、わかめ、中がんも ネギ、人参、大根、絹さ
や、かぼちゃ、胡瓜、冷
凍パイン

だし、醤油、みりん、
酒、塩、エッグケア

米、片栗粉、砂糖、油、
白ごま、ごま油、じゃが
芋、切麩

あじ、青のり粉、味噌
炊き込みわかめ

れんこん水煮、人参、大
根葉、パイン缶

醤油、みりん、塩、だし

米、油 さば、味噌 コーン、かぼちゃ、ほう
れん草、もやし、キャベ
ツ、玉ねぎ、黄桃缶

酒、塩、こしょう、醤
油、みりん、だし

醤油、塩、こしょう、中
華スープ

菜めし、醤油、みりん、
エッグケア、コンソメ、
塩、こしょう

２０日

２１日

２２日

２３日

菜飯 豚しゃぶサラダ

とうもろこしご飯 さばの塩焼き

１４日

１５日

１６日

１７日
ウインナーピラフ

19日

ゆかりご飯 タラの唐揚げおろし
ソース

わかめご飯 豆腐のチャンプルー

海の日

スポーツの日

夏野菜カレー

スタミナ丼

２４日

２６日

２７日

２８日

２９日

３１日
砂糖、米、じゃが芋、油 豚肉、味噌、ウインナー ごぼう、玉ねぎ、しめ

じ、人参、ネギ、生姜、
黄桃缶

塩、酒、醤油、コンソメ

肉うどん

だし、醤油、みりん、
酒、塩

高菜チャーハン

米、油、白ごま、ごま油
ミニ野菜コロッケ

鶏ミンチ肉 高菜漬、人参、ネギ、チ
ンゲン菜、もやし、白
菜、玉ねぎ、パイン缶

１０日

１２日

１３日

ホットドッグ

鮭ごはん

２日

３日

わかめご飯 あじのかば焼き

とうもろこしご飯 豚の生姜焼き

８日

９日

ゆかりご飯

菜飯

鶏の甘酢炒め

５日

６日

７日

鶏の唐揚げ

冷やしたぬきうどん

みそ担々麺

回鍋肉

きな粉ごはん

令和3年度　7月給食よていこんだて（豊中みどり幼稚園　２号）

日付
こんだて名

おやつ その他

１日
ロールパン 豚肉とじゃが芋のトマ

トソース炒め

豚肉、きな粉、牛乳バターロール、じゃが
芋、砂糖、油、マカロニ

玉ねぎ、ピーマン、ダイ
ストマト缶、キャベツ、
コーン、胡瓜、ブロッコ
リー、大根、ネギ

ケチャップ、ウスター
ソース、エッグケア、
塩、こしょう、コンソメ

米、砂糖、ごま油、春
雨、春巻き、油、片栗粉

豚肉、味噌、わかめ キャベツ、人参、ピーマ
ン、胡瓜、白菜、みかん
缶

菜めし、みりん、醤油、
酢、塩、中華スープ

鮭フレーク、鶏肉、かつ
お節

玉ねぎ、人参、ピーマ
ン、大根、ごぼう、ブ
ロッコリー、コーン、黄
桃缶

酢、醤油、和風ドレッシ
ング、みりん、コンソ
メ、塩

ウインナー、かつお節

ラーメン、砂糖、油、白
ごま、ごま油

豚ミンチ肉、味噌、ウイ
ンナー

焼きそば、油 豚肉、青のり粉 キャベツ、人参、ピーマ
ン、もやし、にら、みか
ん缶

焼きそばソース、中華
スープ、塩、醤油、こ
しょう

米、油

ソース焼きそば

みそ豚丼

ぶりの照焼

米、砂糖、白ごま、フラ
イドポテト、油、切麩

豚肉、わかめ、味噌 玉ねぎ、キャベツ、人
参、ブロッコリー、みか
ん缶

わかめご飯 白身魚のフライ

ゆかりごはん 鶏肉の野菜あんかけ



ちからがでる おおきくなる げんきになる
たべもの たべもの たべもの

主食 主菜 副菜・汁物・デザート きいろ あか みどり
キャベツとコーンのサラダ 鮭おにぎり

ボイルブロッコリー　　大根スープ （米、鮭フレーク）

木曜日
マカロニきな粉　　牛乳

ひじき煮 メープル蒸しパン

胡瓜の塩昆布和え （ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ、

金曜日
切干大根とわかめのみそ汁　　みかん缶 砂糖、ﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ、油）

ブロッコリーとウインナーの炒め物 ひじきおにぎり

もやしナムル （米、ひじき、油揚げ、人参、

水曜日
オレンジ 砂糖、醤油、だし）

胡瓜ともやしのごま和え 白桃ゼリー

ミニ野菜コロッケ （ゼリーの素、白桃缶、

木曜日
切干大根と油揚げのみそ汁　冷凍パイン 水）

春雨サラダ ふかし芋

春巻き （さつま芋）

金曜日
白菜とわかめ中華スープ　　みかん缶

大根サラダ ごはんチヂミ

金平ごぼう （米、片栗粉、塩、ごま油、

月曜日
ブロッコリーとコーンのスープ　黄桃缶 白ごま、ネギ、人参、玉ねぎ、ポン酢）

がんもの煮物 五平餅

南瓜サラダ （米、味噌、砂糖、

火曜日
冷凍パイン 白ごま）

※材料の都合により献立を変更する場合があります。

令和3年度　7月給食よていこんだて（豊中みどり幼稚園　1号）

日付
こんだて名

おやつ その他

１日

ロールパン 豚肉とじゃが芋のト
マトソース炒め

バターロール、
じゃが芋、砂糖、
油、マカロニ

豚肉、きな粉、牛
乳

７日

ラーメン、砂糖、
油、白ごま、ごま
油

豚ミンチ肉、味
噌、ウインナー

チンゲン菜、ネ
ギ、コーン、玉ね
ぎ、ブロッコ
リー、もやし、胡
瓜、人参、オレン
ジ

醤油、酒、塩、
酢、味噌ラーメン
スープ

玉ねぎ、ピーマ
ン、ダイストマト
缶、キャベツ、
コーン、胡瓜、ブ
ロッコリー、大
根、ネギ

ケチャップ、ウス
ターソース、エッ
グケア、塩、こ
しょう、コンソメ

２日

ゆかりご飯 鶏の唐揚げ 米、片栗粉、油、
砂糖

鶏肉、ひじき、油
揚げ、塩昆布、わ
かめ、味噌

生姜、人参、グリ
ンピース、胡瓜、
切干大根、みかん
缶

ゆかり粉、醤油、
酒、だし、みりん

みそ担々麺

１２日

米、砂糖、ごま
油、片栗粉

鮭フレーク、鶏
肉、かつお節

玉ねぎ、人参、
ピーマン、大根、
ごぼう、ブロッコ
リー、コーン、黄
桃缶

酢、醤油、和風ド
レッシング、みり
ん、コンソメ、塩

醤油、みりん、だ
し

９日

菜飯 回鍋肉 米、砂糖、ごま
油、春雨、春巻
き、油、片栗粉

豚肉、味噌、わか
め

キャベツ、人参、
ピーマン、胡瓜、
白菜、みかん缶

菜めし、みりん、
醤油、酢、塩、中
華スープ

８日

きな粉ごはん ぶりの照焼 米、砂糖、油、白
ごま、ミニ野菜コ
ロッケ

きな粉、骨なしぶ
り、油揚げ、味噌

もやし、胡瓜、人
参、切干大根、冷
凍パイン

鮭ごはん 鶏の甘酢炒め

だし、醤油、みり
ん、酒、塩、エッ
グケア１３日

うどん、天かす 豚肉、わかめ、中
がんも

ネギ、人参、大
根、絹さや、かぼ
ちゃ、胡瓜、冷凍
パイン

冷やしたぬきうどん


