
やきとうもろこしごはん こめ ホールコーン しょうゆ,さけ 607 kcal

いかのかりんとあげ あぶら,でんぷん いか しょうが しょうゆ 27.6 ｇ

ちゃんこじる あぶら,こんにゃく
かつおぶし(だし),ぶたにく,とり
にく,あぶらあげ

だいこん,にんじん,ねぎ,しめじ,ほ
ししいたけ,こまつな

しお,しょうゆ,さけ

ぶたキムチチャーハン こめ,あぶら やきぶた,ぶたにく,たまご
しょうが,にんにく,にんじん,ねぎ,
たまねぎ,はくさいキムチ

しょうゆ,しお,さけ,こしょう 567 kcal

ジョア ジョア 17.3 ｇ

ちゅうかふうごもくスー
プ

あぶら,はるさめ,ごまあぶら とりがら,ぶたにく
しょうが,きくらげ,にんじん,はくさ
い,たまねぎ,たけのこ,こまつな

しお,こしょう,うすくちしょうゆ,
オイスターソース

くだもの すいか

ジャンバラヤ こめ,バター,あぶら とりにく,ウィンナー
たまねぎ,セロリー,にんじん,ピーマ
ン,あかピーマン,きピーマン

さけ,パプリカ,しお,ケイジャン
シーズニング,こしょう

566 kcal

バーベキューチキン バター,はちみつ,さとう とりにく
にんにく,しょうが,たまねぎ,りん
ご,レモンじる

しお,こしょう,しょうゆ,トマトケ
チャップ,ちゅうのうソース,しろ
ワイン,みりん,す,しちみとうがら
し

25.9 ｇ

チキンヌードルスープ あぶら,マカロニ とりがら,とりにく
しょうが,にんにく,にんじん,たまね
ぎ,セロリー,キャベツ,パセリ

しお,こしょう,タイム,ロリエパウ
ダー,しょうゆ

ごはん こめ 585 kcal

きびなごのなんばんづけ
でんぷん,こむぎこ,あぶら,さと
う

きびなご しょうが,ばんのうねぎ す,しょうゆ,いちみとうがらし 21.2 ｇ

ごまあえ さとう,ねりごま,すりごま にんじん,もやし,こまつな,キャベツ しょうゆ

けんちんじる あぶら,こんにゃく かつおぶし(だし),とうふ だいこん,にんじん,ねぎ,こまつな しお,しょうゆ

ちらしずし こめ,さとう,ごま,あぶら
こんぶ(だし),とりにく,あぶらあ
げ,たまご,のり

にんじん,たけのこ,ほししいたけ,か
んぴょう,さやえんどう

さけ,す,しお,みりん,うすくち
しょうゆ

585 kcal

たなばたじる そうめん かつおぶし(だし),なると にんじん,ねぎ,とうがん,オクラ しお,みりん,しょうゆ 19.9 ｇ

たなばたゼリー さとう こなかんてん,かんてん ぶどうジュース ナタデココ

うまにどん
こめ,あぶら,つきこんにゃく,さ
とう,でんぷん

ぶたにく,かつおぶし(だし)
たけのこ,にんじん,たまねぎ,ほしし
いたけ,こまつな

しょうゆ,さけ,しお,みりん 551 kcal

みそしる かつおぶし(だし),わかめ,とうふ たまねぎ,ねぎ しろみそ,あかみそ 20.1 ｇ

ゆでとうもろこし とうもろこし しお

はちみつレモントースト
しょくパン,バター,さとう,はち
みつ

レモンじる 613 kcal

フレンチサラダ あぶら,さとう キャベツ,きゅうり,にんじん す,しお,こなからし,こしょう 18.8 ｇ

ポークシチュー
あぶら,ザラメ,じゃがいも,バ
ター,こむぎこ

ぶたにく,とりがら,なまクリーム
にんにく,たまねぎ,にんじん,しょう
が,パセリ

しお,こしょう,あかワイン,トマト
ケチャップ,トマトピューレ,ウス
ターソ－ス,しょうゆ

ごまわかめごはん こめ,ごま たきこみわかめ 607 kcal

ふくさたまごやき あぶら,さとう とりにく,ひじき,たまご
にんじん,たまねぎ,しいたけ,こまつ
な

さけ,しお,しょうゆ 26.4 ｇ

とんじる あぶら,じゃがいも,こんにゃく
かつおぶし(だし),ぶたにく,あぶ
らあげ

ごぼう,にんじん,だいこん,ねぎ あかみそ,しろみそ

くだもの れいとうみかん

ビビンバ
こめ,むぎ,さとう,ごまあぶら,し
ろごま,あぶら

ぶたにく,たまご
しょうが,たけのこ,にんじん,こまつ
な,もやし

さけ,しょうゆ,みりん,しお 763 kcal

ヤンニョムチキン
でんぷん,あぶら,さとう,しろご
ま

とりにく,たまご しょうが,にんにく
しょうゆ,さけ,コチジャン,トマト
ケチャップ,みりん

32.6 ｇ

わかめスープ とりがら,とりにく,わかめ しょうが,にんじん,たまねぎ,ねぎ さけ,しお,こしょう,しょうゆ

ひやしたんたんめん
ラーメン,ごまあぶら,あぶら,で
んぷん,しろごま,さとう

ぶたにく,とりがら
にんじん,たまねぎ,しいたけ,にんに
く,しょうが,もやし,チンゲンツァイ

テンメンジャン,トウバンジャン,
オイスターソース,しお,しょうゆ,
しろみそ,こしょう,ラーゆ

785 kcal

とりにくとﾎﾟﾃﾄのｹﾁｬｯﾌﾟ
あえ

あぶら,でんぷん,じゃがいも,さ
とう

とりにく しょうが,ピーマン
しょうゆ,さけ,トマトケチャップ,
ウスターソ－ス

36.3 ｇ

ツナとトマトのスパゲッ
ティ

スパゲッティ,オリーブオイル,あ
ぶら,さとう

ベーコン,ロースハム,ツナ,とりが
ら,こなチーズ

にんにく,にんじん,たまねぎ,しめ
じ,マッシュルーム,ホールトマト,ト
マトジュース,パセリ

しお,こしょう,ちゅうのうソース,
トマトケチャップ,オレガノ

589 kcal

バジルチーズサラダ あぶら,オリーブオイル,さとう ダイスチーズ
キャベツ,きゅうり,にんじん,にんに
く,バジル

す,しお,こなからし,こしょう 23.0 ｇ

ごはん こめ,むぎ 676 kcal

さかなのフライ こむぎこ,パンこ,あぶら あじ,たまご
しお,こしょう,ちゅうのうソース,
ウスターソ－ス

31.7 ｇ

うめおかかあえ さとう かつおぶし(いとけずり)
ほうれんそう,キャベツ,にんじん,も
やし,きざみうめ

しょうゆ,す

スタミナみそしる
かつおぶし(だし),ぶたにく,あぶ
らあげ,とうふ

はくさいキムチ,にら,もやし,えのき
たけ,ねぎ

しろみそ,あかみそ

なつやさいカレー
こめ,むぎ,じゃがいも,あぶら,バ
ター,こむぎこ

ぶたにく,とりがら,とんこつ
にんにく,しょうが,にんじん,たまね
ぎ,なす,ズッキーニ

しお,こしょう,カレーこ,ナツメ
グ,クローブ,オールスパイス,ガラ
ムマサラ,チャツネ,トマトケ
チャップ,ウスターソ－ス,しょう
ゆ

687 kcal

かいそうサラダ さとう,ごまあぶら かいそうサラダ
キャベツ,きゅうり,にんじん,たまね
ぎ

す,しょうゆ,こなからし 20.4 ｇ

ピーチコンポート おうとう

７月　こんだてひょう

日 献立名
牛
乳

黄の仲間 
熱や力の元になる

赤の仲間 
血や肉になる

緑の仲間 
体の調子を整える

その他

ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質

1
木

○

2
金

5
月

○

6
火

○

7
水

○

8
木

○

9
金

○

12
月

○

16
金

○

19
月

○

13
火

○

14
水

○

15
木

○

◆夏が旬の食材って？◆

ピーマン、きゅうり、トマト、枝豆、とうもろこし、ゴーヤ、なす、ズッキーニ、オクラ、すいか、パイナップルなど、夏の旬の食材もおいしいものがいっ

ぱいありますね。これらの食材には、熱くなった体を冷やし、水分が多く含まているものが多いです。暑い夏を乗り切り、脱水症状を防ぐためにも、旬の夏

の食材を積極的に食べると良いです。


