
8がつのこんだて fujimura ナーサリー

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

牛乳　 ごはん すいか ほうじ茶 牛乳　 オムライス ぶどう ほうじ茶
せんべい 肉じゃが にんじんと豆腐のおやき せんべい トマトツナサラダ 焼きうどん

小松菜と油揚げの含め煮 スープ
みそ汁

牛乳　 ごはん ほうじ茶 牛乳　 ごはん ほうじ茶
せんべい 鮭の塩焼き ふかしいも せんべい 鶏肉のみそ焼 にんじん蒸しパン

ブロッコリーのおかか和え ほうれん草とコーンのソテー
具たくさんみそ汁 みそ汁

牛乳　 ごはん ほうじ茶 牛乳　 ごはん ほうじ茶
せんべい 野菜たっぷり夏マーボー きつねうどん せんべい 鶏ひき肉の信田煮 焼きおにぎり

スティック野菜 ズッキーニサラダ
はるさめスープ みそ汁

牛乳　 ごはん ほうじ茶 牛乳　 ごはん ほうじ茶
せんべい 鶏肉のホイル焼き レーズン蒸しパン せんべい 豚肉の香味焼き ミネストローネ風スープ

じゃが芋きんぴら 野菜炒め
みそ汁 みそ汁

牛乳　 鶏のみそ丼 ほうじ茶 牛乳　 ケチャップライス ほうじ茶
せんべい ほうれん草ののり和え チャーハン せんべい ツナサラダ かぼちゃプリン

スープ わかめスープ
ぶどう すいか

牛乳　 ごはん ほうじ茶 牛乳　 ごはん ほうじ茶
せんべい 鶏ささみと野菜のたっぷり和え 肉団子スープ せんべい トマトハンバーグ 大根にんじんもち

きゅうりとトマトのコロコロサラダ かぼちゃサラダ
はるさめスープ スープ

牛乳　 ごはん 梨 ほうじ茶 牛乳　 ごはん ほうじ茶
せんべい 鶏肉とキャベツ炒め コーンとじゃがいものおやき せんべい さわらのみそ煮 湯豆腐

かぼちゃ煮 ブロッコリーと豆腐のサラダ すいか
みそ汁 みそ汁

牛乳　 ケチャップライス ほうじ茶 牛乳　 トースト ほうじ茶
せんべい 鶏肉のオレンジ焼き ぶどうゼリー（寒天） せんべい じゃがいものグラタン うどん

きゅうりスティック おせんべい 人参の甘煮
キャベツスープ スープ

牛乳　 ごはん すいか ほうじ茶 牛乳　 ごはん 梨 ほうじ茶
せんべい さわらと人参の煮物 豆腐と野菜のおやき せんべい かじきのピザ焼き ほうれん草蒸しパン

トマトときゅうりのツナサラダ きゅうりとにんじんのコロコロツナサラダ

みそ汁 チキンスープ
牛乳　 ごはん ぶどう ほうじ茶 牛乳　 ごはん ぶどう ほうじ茶
せんべい 凍り豆腐の煮物 ナポリタン せんべい 鶏肉のりんご煮 五平餅

キャベツとほうれん草のおかか和え ブロッコリーとコーンのサラダ

のっぺい汁 みそ汁
牛乳　 親子丼 梨 ほうじ茶 牛乳　 ごはん 梨 ほうじ茶
せんべい キャベツとツナのサラダ 玉ねぎとコーンのピザトースト せんべい 豚肉とキャベツ炒め 肉団子のスープ

スープ 小松菜の和え物
みそ汁

牛乳　 三色どんぶり すいか ほうじ茶 牛乳　 中華丼 ほうじ茶
せんべい きゅうりともやしのサラダ おでん せんべい ほうれん草とツナの酢和え 夏みかんジュレ

みそ汁 じゃがいもとのりの中華スープ せんべい
すいか

牛乳　 ごはん ほうじ茶 牛乳　 ごはん ぶどう ほうじ茶
せんべい 鶏肉のレモン風味焼き ツナのチャーハン せんべい なすと豚肉のみそ炒め 米粉パンケーキ

ブロッコリーとコーンのサラダ トマト
みそ汁 みそ汁

牛乳　 ごはん 梨 ほうじ茶 牛乳　 ごはん 梨 ほうじ茶
せんべい さわらのみそ照り焼き トマト寒天ゼリー せんべい 鮭のみそ焼き いももち

ゆで野菜 せんべい もやしのおかか和え
すまし汁 豚汁

牛乳　 ごはん ほうじ茶 牛乳　 ごはん ほうじ茶
せんべい 鶏のから揚げ かぼちゃのおやき せんべい 豆腐ハンバーグ ツナのピザ風トースト

きゃべつコーンサラダ 小松菜ののり和え
はるさめスープ みそ汁

牛乳　 ごはん ほうじ茶 エ ネ ル ギ ー 431 ｋｃａｌ 鉄 1.6 ｍｇ

せんべい 鶏肉照り焼きハンバーグ ゆでいも た ん ぱ く 質 17.7 ｇ カ ル シ ウ ム 188 ｍｇ

フレンチサラダ 脂　　　質 10.6 ｇ ビ タ ミ ン C 28 ｍｇ

みそ汁 塩　　　分 1.5 ｇ 食 物 繊 維 2.9 ｇ

かき玉汁
せんべい

ヨーグルト
せんべい

豆腐と
きゅうり

じゃがいもの
チーズ焼き

とうもろこし

にんじんシリシリ
ツナサラダ

ヨーグルト
せんべい

焼きおにぎり

マカロニ入り
ミネストローネ

ポタージュ
クラッカー

豆腐ときゅうり
スティック

メロン

鶏もも肉、白みそ、油
揚げ

ブロッコリー、ぶどう、た
まねぎ、りんご、にんじ
ん、コーン缶

日

片栗粉、七分つき米

野菜
スープ

クラッカー

うどん入り
野菜スープ

とうもろこし

ツナのパン
ケーキ

夕おやつ 夕おやつ

マカロニ
スープ

ヨーグルト
せんべい

ベイクド
ポテト

野菜
スープ

クラッカー

けんちん汁

コーン　　　パ
ンケーキ

日 曜
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日 曜 昼食献立名 午後おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

午前おやつ

木

昼食献立名 午後おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

午前おやつ
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1 火

米、じゃがいも、片栗
粉、砂糖

木綿豆腐、豚肉(肩
ロース)、油揚げ、米
みそ（淡色辛みそ）

にんじん、すいか、こま
つな、たまねぎ、だいこ
ん、さやえんどう、カット
わかめ

米、ゆでうどん、油 卵、鶏ひき肉、豚肉
(もも)、ツナ水煮缶、
ベーコン

トマト、たまねぎ、きゅう
り、キャベツ、にんじん

2 水

さつまいも、米、じゃ
がいも、砂糖、油

さけ、木綿豆腐、米
みそ（淡色辛みそ）

にんじん、ブロッコリー、
たまねぎ

金

米、小麦粉、ホット
ケーキ粉、じゃがい
も、砂糖

鶏もも肉、卵、牛乳、
白みそ、バター、米
みそ（淡色辛みそ）

ほうれんそう、にんじん、
たまねぎ、コーン缶

3 木

米、干しうどん、片栗
粉、砂糖、はるさめ

木綿豆腐、豚ひき
肉、油揚げ、米みそ
（淡色辛みそ）

トマト、たまねぎ、なす、
だいこん、きゅうり、ね
ぎ、にんじん、コーン缶 19 土

米、じゃがいも、砂
糖、油、片栗粉、七
分つき米

鶏ひき肉、油揚げ、
米みそ（淡色辛み
そ）、かつお節

ズッキーニ、たまねぎ、に
んじん、コーン缶、いん
げん、ねぎ、しょうが

4 金

米、じゃがいも、ホット
ケーキ粉、砂糖、油

牛乳、鶏もも肉、卵、
米みそ（淡色辛みそ）

たまねぎ、キャベツ、もや
し、にんじん、干しぶどう

20 日

七分つき米、じゃがい
も、油

豚肉(もも)、鶏もも肉、
米みそ（淡色辛みそ）

たまねぎ、キャベツ、か
ぼちゃ、にんじん、だい
こん、コーン缶、ねぎ、
カットわかめ

5 土

米、油、砂糖 鶏もも肉、ツナ水煮
缶、米みそ（淡色辛
みそ）

ぶどう、ほうれんそう、た
まねぎ、にんじん、チン
ゲンサイ、もやし、ほしの
り

21 月

米、砂糖、油 豆乳、鶏ひき肉、ツナ
水煮缶

すいか、にんじん、きゅう
り、かぼちゃ、たまねぎ、
コーン缶、ねぎ、カットわ
かめ、粉かんてん

6 日

米、はるさめ、油 鶏ひき肉、鶏ささ身 キャベツ、きゅうり、トマ
ト、チンゲンサイ、にんじ
ん、ねぎ、コーン缶 22 火

米、片栗粉 豚ひき肉、鶏もも肉 にんじん、だいこん、か
ぼちゃ、たまねぎ、トマ
ト、きゅうり

7 月

じゃがいも、米、片栗
粉

鶏もも肉、木綿豆腐、
米みそ（淡色辛みそ）

かぼちゃ、なし、キャベ
ツ、にんじん、ねぎ、コー
ン缶、カットわかめ 23 水

米、油 木綿豆腐、さわら、米
みそ（淡色辛みそ）、
かつお節、油揚げ、
白みそ

すいか、ブロッコリー、だ
いこん、にんじん

8 火

米、砂糖、油 鶏もも肉、鶏ひき肉 きゅうり、キャベツ、ぶどう
濃縮果汁、たまねぎ、に
んじん、コーン缶、オレン
ジ濃縮果汁、レモン果
汁、粉かんてん

24 木

食パン、干しうどん、
じゃがいも、小麦粉、
パン粉、砂糖、油

牛乳、鶏もも肉、バ
ター、チーズ

にんじん、たまねぎ、キャ
ベツ

9 水

米、片栗粉、じゃがい
も

木綿豆腐、さわら、ツ
ナ水煮缶、米みそ
（淡色辛みそ）

にんじん、トマト、すい
か、たまねぎ、きゅうり、こ
まつな、しょうが 25 金

米、小麦粉、ホット
ケーキ粉、砂糖、じゃ
がいも

かじき、卵、牛乳、ツ
ナ水煮缶、バター、
鶏ひき肉、チーズ

ほうれんそう、なし、きゅう
り、たまねぎ、にんじん、
トマト

10 木

米、じゃがいも、スパ
ゲティ、砂糖

鶏もも肉、ベーコン、
凍り豆腐、かつお節

ぶどう、にんじん、たまね
ぎ、キャベツ、ほうれんそ
う、ねぎ 26 土

米、じゃがいも、砂糖

11 金

米、食パン、油、片栗
粉

卵、鶏もも肉、鶏ひき
肉、チーズ、ツナ油
漬缶、ベーコン

たまねぎ、かぼちゃ、キャ
ベツ、にんじん、コーン
缶 27

豚肉(もも)、鶏ひき
肉、白みそ、かつお
節

キャベツ、なし、たまね
ぎ、こまつな、だいこん、
もやし、にんじん、カット
わかめ

12 土

米、じゃがいも、油、
砂糖

鶏もも肉、鶏ひき肉、
油揚げ、白みそ

だいこん、もやし、ほうれ
んそう、にんじん、きゅう
り、カットわかめ 28 月

米、じゃがいも、はる
さめ、砂糖、片栗粉

豚肉(もも)、鶏もも肉、
ツナ油漬缶

オレンジ濃縮果汁、はく
さい、なつみかん、なし、
ほうれんそう、もやし、に
んじん、ねぎ、粉かんて
ん

13 日

米、米 鶏もも肉、ツナ水煮
缶、みそ

ブロッコリー、トマト、たま
ねぎ、かぼちゃ、にんじ
ん、コーン缶、レモン 29 火

米、米粉、砂糖 豆乳、豚肉(もも)、米
みそ（淡色辛みそ）、
白みそ、油揚げ

なす、ぶどう、たまねぎ、
ブロッコリー、だいこん、
にんじん

14 月

米、砂糖 さわら、木綿豆腐、米
みそ（淡色辛みそ）

トマト、なし、ブロッコ
リー、りんご天然果汁、に
んじん、こまつな、レモ
ン、角かんてん

30 水

じゃがいも、米、片栗
粉、油、砂糖

たら、豚肉(肩ロー
ス)、かつお節、米み
そ（淡色辛みそ）、油
揚げ

もやし、なし、にんじん、
たまねぎ、だいこん、ね
ぎ、ごぼう、しょうが、にん
にく

15 火

米、じゃがいも、片栗
粉、はるさめ

鶏もも肉、きな粉 かぼちゃ、たまねぎ、
コーン缶

木

じゃがいも、米、食パ
ン、パン粉

豚ひき肉、木綿豆
腐、ツナ水煮缶、米
みそ（淡色辛みそ）、
チーズ

こまつな、たまねぎ、にん
じん、ほしのり、カットわ
かめ

16 水

じゃがいも、米、油、
砂糖

鶏ひき肉、米みそ（淡
色辛みそ）

たまねぎ、キャベツ、に
んじん、かぼちゃ、きゅう
り
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１か月の平均栄養量
はんぺん
チーズ


