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☆　一日あたりの平均給与量　☆

牛乳、小松菜とチーズ
のカップケーキ

牛乳、ブルーベリータ
ルト

かぼちゃ、キャベツ、スイカ、人参、もや
し、玉ネギ、胡瓜、ピーマン、枝豆、しょう
が、にんにく、◎りんご果汁

麦茶、シューアイス

麦茶、フルーツゼ
リー、リッツ

牛乳、じゃがベーコン
のチーズ焼き

牛乳、カレーパイ

もやし、玉ネギ、オレンジ、白菜、○もも缶、○
みかん缶、○パイン缶、チンゲンサイ、人参、
筍、ニラ、絹さや、カットわかめ、◎こんぶ

バナナ、レタス、もやし、人参、○玉ネギ、
切り干しだいこん、胡瓜、ニラ、椎茸、コー
ン

メロン、○玉ネギ、大根、人参、ごぼう、れ
んこん、ねぎ、ひじき、◎人参

牛乳、スイートポテト

牛乳、スノーボール
クッキー

☆　☆　海の日　☆　☆

まめぴよ 茄子とウインナーのトマトスパゲッティ、コーン
スープ、ささみのサラダ、グレープフルーツ

マカロニ・スパゲ
ティー、ドレッシング、
油

○牛乳、牛乳、ウインナー、鶏さ
さ身、粉チーズ

コーン、グレープフルーツ、なす、キャベ
ツ、トマトピューレ、玉ネギ、ホールトマト、
ブロッコリー、人参、胡瓜、にんにく

牛乳、メープルソフトパ
ン

のむヨーグル
ト

玉ネギ、なす、オレンジ、人参、大根、胡
瓜、トマト、福神漬け、◎バナナ（乾果）

麦茶、五目チャーハングレープフルーツ、人参、もやし、おかひ
じき、なす、胡瓜、○ねぎ、○グリンピー
ス、絹さや

メロン、玉ネギ、胡瓜、人参、トマト、グリ
ンピース、糸みつば、刻みのり、カットわ
かめ、◎胡瓜

○牛乳、豚ひき肉、絹ごし豆腐、
○バター、○アーモンド（乾）、◎
調製豆乳

牛乳、おしゃ
ぶり昆布

のむヨーグル
ト

ほうれん草ロール、ズッキーニのコンソメスー
プ、ポークビーンズ、マカロニサラダ、グレープ
フルーツ

ごはん、豚汁、鶏肉の西京焼き、ひじきの煮
物、メロン

○牛乳、豚肉、鶏ささ身、ししゃ
も、○とろけるチーズ、○ベーコ
ン、ごま、◎ヤクルト

≪誕生会≫エビピラフ、ほうれん草とコーンの
スープ、チーズ入りハンバーグ、コールスロー
サラダ、デラウェア

≪土用の丑の日≫うなぎごはん、すまし汁
（豆腐・三つ葉）、じゃが芋とひき肉の煮物、
きゅうりとわかめの酢の物、メロン

豚ひき肉、卵、牛乳、ハム、○し
らす干し、鶏もも肉、ごま、○バ
ター、◎牛乳

米、じゃが芋、○小麦粉、
砂糖、○グラニュー糖、○
粉糖、花麩、ごま油、油

○牛乳、豚ひき肉、絹ごし豆腐、
うなぎ蒲焼、○バター、卵、○
アーモンド（乾）、◎調製豆乳

米、○スパゲティー、春
雨、砂糖、油、ごま油

米、パン粉、欧風マヨ
ネーズ

〇アイスクリーム、豚ひき肉、牛ひき
肉、しばえび、プロセスチーズ、卵、
ベーコン、ハム、◎ヤクルト

牛乳、バナナ
チップス

ヤクルト

豆乳、胡瓜ス
ティック

豆乳、人参ス
ティック

○牛乳、鶏もも肉、○豚ひき肉、豚
肉(もも)、豆腐、白みそ、油揚げ、淡
色みそ、竹輪、◎調製豆乳

米、さといも（冷凍）、板
こんにゃく、砂糖、油、
ごま油

☆　☆　スポーツの日　☆　☆

麦茶、じゃこスパゲッ
ティ

麦茶、誕生ケーキ

茄子と豚ひき肉のカレー、福神漬け、コロコロ
スープ、春雨サラダ、オレンジ

チンゲンサイ、グレープフルーツ、もやし、
胡瓜、人参、しめじ、かいわれだいこん

牛乳、今川焼き（ク
リーム）

米、○スパゲティー、砂
糖

かじき、ヨーグルト(無糖)、みそ、○し
らす干し、油揚げ、ごま、○バター、
◎牛乳

オレンジ、キャベツ、たまねぎ、ブロッコ
リー、大根、人参、カットわかめ、◎バナ
ナ（乾果）

パン、じゃが芋、マカロニ・
スパゲティー、欧風マヨ
ネーズ、砂糖

○牛乳、豚肉、大豆、ツナ油漬
缶、◎のむヨーグルト

豚肉、しばえび、卵、ツナ油漬
缶、ごま、◎牛乳

米、砂糖、片栗粉、ご
ま油、油

ぶどう、キャベツ、れんこん、ごぼう、○
マーマレード、人参、いんげん、カットわ
かめ

牛乳、マーマレード
ジャムサンド

麦茶、じゃこスパゲッ
ティ

米、○食パン、さといも
（冷凍）、砂糖

○牛乳、さば、さつま揚げ、油揚
げ、みそ、◎ヤクルト

メロン、玉ネギ、胡瓜、人参、トマト、グリ
ンピース、糸みつば、カットわかめ、◎胡
瓜

牛乳、スノーボール
クッキー

○さつま芋、米、○砂
糖、砂糖、麩、ごま油

○牛乳、卵、豚肉、みそ、○生ク
リーム、○卵、○バター、ごま

玉ネギ、バナナ、キャベツ、人参、胡瓜、
ねぎ、椎茸、万能ねぎ

焼きそばめん、さつま
芋、油、欧風マヨネー
ズ、片栗粉

鶏もも肉、○アイスクリーム、豚
肉(肩)、ハム

玉ネギ、グレープフルーツ、ズッキーニ、
人参、トマトピューレ、キャベツ、胡瓜、
コーン

幼児牛乳、原宿ドック

じゃが芋、米、○小麦粉、
砂糖、○グラニュー糖、○
粉糖、花麩、ごま油、油

バナナ、キャベツ、人参、○玉ネギ、切り
干しだいこん、胡瓜、ニラ、椎茸、コーン

牛乳、じゃがベーコン
のチーズ焼き

牛乳、人参ス
ティック

≪七夕≫七夕ちらし寿司、星のハンバーグ、
すまし汁（そうめん・三つ葉）、ほうれん草とえ
のきのおかか和え、メロン

米、干しそうめん、砂
糖、花麩

牛乳、にんじんケーキ

のむヨーグル
ト

≪精進料理≫白ごまごはん、煮込み汁、納豆
揚げ、きゅうりのゆかり和え、デラウェア

米、○スパゲティー、てん
ぷら粉、押麦、油、○オ
リーブ油

挽きわり納豆、○ベーコン、油揚
げ、ごま、◎のむヨーグルト

胡瓜、ぶどう、○キャベツ、人参、大根、
ほうれん草、○しめじ、コーン、えだまめ
（冷凍）、○にんにく

麦茶、キャベツのペペ
ロンチーノ

豆乳 夏野菜のカレー、福神漬け、コロコロスープ、
春雨サラダ、スイカ

米、○ホットケーキ粉、春
雨、○油、○砂糖、砂糖、
油、ごま油

○牛乳、豚肉、卵、ハム、牛乳、
鶏もも肉、ごま、◎調製豆乳

スイカ、玉ネギ、大根、なす、人参、○人
参、胡瓜、ヤングコーン、トマト、ズッキー
ニ、オクラ、福神漬け

えび（むき身）、卵、でんぶ、かつ
お節、◎牛乳

メロン、ほうれん草、○みかん缶、○パイン
缶、えのきたけ、人参、オクラ、糸みつば、か
んぴょう、干し椎茸、◎人参

麦茶、星のフルーツゼ
リー、星たべよ

ヤクルト 豚しゃぶの冷やしうどん、焼きししゃも、切干
大根のチャプチェ風、バナナ

うどん、○じゃが芋、砂
糖、油、ごま油

○牛乳、豚肉、豚肉(もも)、し
しゃも、○とろけるチーズ、○
ベーコン、ごま、◎ヤクルト

令和３年 ７月　給食献立表
日付 10時おやつ 昼食

　　　　　　　　　　　材         料        名

米、さといも（冷凍）、砂
糖

○牛乳、さば、こしあん（生）、さ
つま揚げ、油揚げ、みそ、◎調
製豆乳

まめぴよ 冷やしラーメン、ギョウザ、チンゲン菜の中華
炒め、グレープフルーツ

中華めん、ごま油 ○牛乳、豚肉、卵、焼き豚

牛乳、バナナ
チップス

ごはん、みそ汁（大根・油揚げ）、タンドリーか
じき、ブロッコリーのごま和え、オレンジ

ヤクルト ごはん、みそ汁（キャベツ・玉ねぎ）、さばの塩
焼き、さつま揚げと野菜の煮物、デラウェア

まめぴよ 他人丼、みそ汁（麩・ねぎ）、キャベツとちくわ
の中華和え、バナナ

中華丼、にら玉スープ、もやしとわかめのナム
ル、オレンジ

蒸し鶏のサラダうどん（ごまだれ）、焼きししゃ
も、切干大根のチャプチェ風、バナナ

うどん、○じゃが芋、砂
糖、ごま油、油

ジュース ≪なつまつり≫ソース焼きそば、鶏のから揚
げ、かぼちゃサラダ、ポテトフライ、スイカ

ヤクルト

豆乳、胡瓜ス
ティック

ごはん、すまし汁（豆腐・三つ葉）、じゃが芋と
ひき肉の煮物、きゅうりとわかめの酢の物、メ
ロン

牛乳、小倉パイ

3時おやつ

のむヨーグル
ト

ごはん、みそ汁（なす・生揚げ）、高野豆腐の
オランダ煮、おかひじきの納豆和え、デラウェ
ア

米、じゃが芋、○食パン、
○グラニュー糖、油、片栗
粉、砂糖、○粉糖

○牛乳、鶏もも肉、挽きわり納豆、生
揚げ、凍り豆腐、みそ、○バター、か
つお節、◎のむヨーグルト

ぶどう、人参、もやし、おかひじき、なす、
胡瓜、絹さや

牛乳、ブルーベリーマ
フィン

(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

豆乳 ごはん、みそ汁（キャベツ・油揚げ）、さばの塩
焼き、さつま揚げと野菜の煮物、グレープフ
ルーツ

グレープフルーツ、キャベツ、れんこん、
ごぼう、人参、いんげん、カットわかめ

麦茶、フルーツヨーグ
ルト

まめぴよ 焼きうどん、肉団子スープ、ブロッコリーとコー
ンのサラダ、バナナ

うどん、○食パン、ド
レッシング、油

○牛乳、豚肉(もも)、かつお節 バナナ、玉ネギ、ブロッコリー、キャベツ、
人参、もやし、コーン、○いちごジャム、胡
瓜、ピーマン、ニラ、椎茸

牛乳、いちごジャム
ロール

牛乳、おしゃ
ぶり昆布

中華丼、にら玉スープ、もやしとわかめのナム
ル、オレンジ

米、○砂糖、砂糖、片
栗粉、ごま油、油

○ヨーグルト(無糖)、豚肉、しば
えび、卵、ツナ油漬缶、ごま、◎
牛乳

もやし、玉ネギ、オレンジ、白菜、チンゲンサイ、人参、
○もも缶、○みかん缶、○バナナ、○パイン缶、筍、ニ
ラ、絹さや、カットわかめ、◎こんぶ

まめぴよ 冷やしわかめうどん、しゅうまい、豚肉とナス
のみそ煮、バナナ

うどん、砂糖、片栗粉、
ごま油

○牛乳、豚肉(もも)、かまぼこ、
米みそ（赤色辛みそ）

バナナ、なす、胡瓜、玉ネギ、人参、えの
きたけ、カットわかめ

鰆、挽きわり納豆、○焼き豚、生揚
げ、○卵、みそ、○なると、かつお
節、◎のむヨーグルト

米、○米、油、砂糖、○
油、○ごま油

玉ネギ、ぶどう、キャベツ、○オレンジ、ほ
うれん草、人参、胡瓜、コーン、〇いちご
ジャム

ごはん、みそ汁（なす・生揚げ）、鰆のごまみり
ん焼き、おかひじきの納豆和え、グレープフ
ルーツ

豆乳 ≪オリンピックメニュー：キューバ≫胚芽パ
ン、アヒアコ、ポジョ・フリート、レタスサラダ、ス
イカ

パン、油、じゃが芋、○小
麦粉、片栗粉、○砂糖、セ
パレートﾄﾞレッシング

○牛乳、鶏もも肉、○プロセス
チーズ、○卵、○バター、◎調製
豆乳

スイカ、レタス、ねぎ、胡瓜、人参、○こま
つな、コーン、赤ピーマン、黄ピーマン、
赤たまねぎ、グリンピース、レモン果汁

・７月２０日はかき氷屋さんを実施予定です！

・オリンピックメニュー☆今月はキューバです。

キューバの代表料理アヒアコはじゃがいもとコーンのスープで、

ポジョ・フリートはキューバのフライドチキンです！

お楽しみに☆

社会福祉法人多摩養育園

光明第八保育園

ｴﾈﾙｷﾞ‐   ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂質 ｶﾙｼｳﾑ 鉄 ﾋﾞﾀﾐﾝＡ ﾋﾞﾀﾐﾝB1 ﾋﾞﾀﾐﾝB2  ﾋﾞﾀﾐﾝC

3歳以上児 575kcal   22.1g    20.2g  202mg  2.20mg  200μｇ 0.37mg   0.39mg  30mg

3歳未満児 574kcal   20.9g    19.1g  248mg  2.30mg  178μｇ 0.33mg   0.38mg  26mg

☆食材の都合により献立を変更することがあります。ご了承ください。


