
 平成30年7月給食予定献立表  小立野善隣館こども園

2（月） 3（火） 4（水） 5（木） 6（金） 7（土）
ごはん
えびと枝豆のかき揚げ

ゆかり和え
豆腐のすまし汁

パン　　牛乳
ゆでウインナー
春雨サラダ
夏野菜カレーシチュー

トマトごはん
江戸っ子煮
きゅうりの香味和え
車麩の味噌汁

パン　　牛乳
豚肉のピカタ
金時草のおかか和え
レタスのスープ

天の川そうめん
カリカリチキンカツ
コールスローサラダ
パイナップル
牛乳

サンドイッチ
（ハム・卵・ジャム）

チーズ
オレンジ
牛乳

米／えだまめ、むきえび、金時
草、ベーコン、たまねぎ、にん
じん／キャベツ、きゅうり、
コーン、かまぼこ、しそ粉／絹
ごし豆腐、にんじん、たまね
ぎ、だいこん、油揚げ、こまつ
な

パン／ウインナー／はるさめ、
キャベツ、きゅうり、みかん
缶、錦糸卵／豚肉、たまねぎ、
にんじん、かぼちゃ、なす、
コーン、いんげん、にんにく、
米粉、豆乳

米、トマト、たまねぎ、生ク
リーム／きゅうり、こまつな、
もやし、万能ねぎ、ごま／焼
ふ、たまねぎ、だいこん、にん
じん、油揚げ、ねぎ／だいず、
牛肉、にんじん、凍り豆腐、い
んげん、しらたき

パン／豚肉、卵、牛乳、粉チー
ズ、パセリ粉／金時草、きゅう
り、にんじん、チーズ、かつお
節／レタス、たまねぎ、にんじ
ん、しいたけ、セロリー

そうめん、にんじん、とうが
ん、オクラ、竹輪ふ、錦糸卵、
干ししいたけ／鶏もも肉、豆
乳、コーンフレーク／キャベ
ツ、にんじん、きゅうり、ハ
ム、コーン／パイナップル

食パン、ハム、きゅうり、
卵、いちごジャム／チーズ／
オレンジ

サータアンダーギー
牛乳

カラフルゼリー
お星さませんべい

牛乳
冷凍ピーチ あまのがわゼリー

9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土）
ごはん
炒め納豆
里芋のコロッケ
オレンジ
けんちん汁

パン　　牛乳
魚のピザソース焼き
スパゲッティサラダ
じゃが芋のスープ

ごはん
すき焼き煮
かぼちゃの天ぷら
キャベツの味噌汁

パン　　牛乳
酢豚
そうめんかぼちゃ
　　　　のサラダ
ジュリアンスープ

ベジタブルカレ-ライス

ブロッコリー
チーズキャンディ
ぶどう
牛乳

ラーメン
棒チーズ
りんご
牛乳

米／納豆、豚ひき肉、たまね
ぎ、にんじん／里芋コロッケ
（金時草・加賀丸芋入り）／オ
レンジ／鶏もも肉、だいこん、
にんじん、ごぼう、ねぎ、さと
いも、木綿豆腐

パン／鮭、たまねぎ、ピーマ
ン、赤ピーマン、チーズ／スパ
ゲティ、きゅうり、ハム、コー
ン、キャベツ、にんじん、みか
ん／たまねぎ、にんじん、じゃ
がいも、ウインナー、コーン、
パセリ

米／牛肉、にんじん、焼き豆
腐、はくさい、ねぎ、しらた
き、生ふ、しいたけ／かぼちゃ
／キャベツ、ちくわ、油揚げ、
たまねぎ、にんじん、ねぎ

パン／豚肉、ピーマン、赤ピー
マン、たまねぎ、たけのこ、干
ししいたけ／そうめんかぼ
ちゃ、きゅうり、パイン、ツ
ナ、キャベツ／たまねぎ、キャ
ベツ、セロリー、にんじん、マ
カロニ、パセリ粉

米、豚肉、かぼちゃ、たまね
ぎ、なす、いんげん、コーン
缶、赤ピーマン／ブロッコリー
／チーズキャンディfe／ぶどう

ゆで中華めん、キャベツ、に
んじん、コーン、もやし、豚
肉、ねぎ／チーズ／りんご

豆乳クッキー
牛乳

びわゼリー
黒糖トースト

牛乳
フルーツポンチ ヨーグルトケーキ

16（月） 17（火） 18（水） 19（木）誕生会 20（金） 21（土）
ごはん
五目春雨
中華風冷奴
りんご
あんかけ汁

パン　　牛乳
鶏肉の甘辛がらめ
パンサンスー
レタスのスープ

金時草ちらし寿司
鶏肉ハワイアンソテー

りんごのサラダ
フライドポテト
そうめんのすまし汁

ひつまぶしごはん
肉団子
パイナップル
豆腐のすまし汁

冷やしそうめん
型抜きチーズ
すいか
牛乳

米／はるさめ、豚肉、チンゲン
サイ、にんじん、もやし、コー
ン／木綿豆腐、きゅうり、ハ
ム、ほうれんそう、しょうが／
りんご／ゆでうどん、かまぼ
こ、たまねぎ、にんじん、えの
きたけ、みつば

パン／鶏もも肉／はるさめ、ハ
ム、きゅうり、錦糸卵、ごま／
レタス、たまねぎ、にんじん、
セロリー、パセリ粉

米、金時草、錦糸卵、焼きの
り、かにかまぼこ、ごま／鶏
肉、パイン／りんご、キャベ
ツ、きゅうり、コーン／じゃが
芋／干しそうめん、たまねぎ、
しいたけ、にんじん、糸みつば

米、うなぎ蒲焼、しそ、ごま、
きゅうり、錦糸卵、焼きのり、
鶏むね肉／肉団子／パイナップ
ル、／絹ごし豆腐、にんじん、
たまねぎ、しいたけ、ほうれん
そう

そうめん、きゅうり、錦糸
卵、ハム、干ししいたけ、み
かん／チーズ／すいか

ポンデケージョ
牛乳

豆乳くずもち
シークワーサータルト

牛乳
せんべい

牛乳

23（月） 24（火） 25（水） 26（木） 27（金） 28（土）
ごはん
なすとピーマン
　　　　のなべしぎ
ツナとわかめの和え物
青菜とシラスのスープ

パン　　牛乳
ゆで卵
和風スパゲッティ
ウインナーの
　　　米粉シチュー

鮭わかめごはん
筑前煮
菜種和え
大根の味噌汁

パン　　牛乳
豚肉のオレンジ焼き
ミモザサラダ
もやしスープ

ごはん
ささみの冷製ソース
中華風サラダ
かき玉汁

冷やしうどん
チーズかまぼこ
ぶどう
牛乳

米／なす、ピーマン、赤ピーマ
ン、しめじ、生揚げ、鶏もも肉
／きゅうり、キャベツ、ツナ、
わかめ、にんじん／ほうれんそ
う、しらす干し、にんじん、卵

パン／卵、ごましお／スパゲ
ティー、にんじん、しいたけ、
万能ねぎ、ツナ／ウインナー、
にんじん、たまねぎ、じゃがい
も、コーン、グリンピース、米
粉、豆乳

米、鮭わかめ／鶏肉、れんこ
ん、ごぼう、にんじん、板こん
にゃく、ちくわ、さといも、干
ししいたけ、生ふ、いんげん／
ほうれんそう、にんじん、もや
し、卵／だいこん、たまねぎ、
にんじん、油揚げ、ねぎ

パン／豚肉、マーマレード／
キャベツ、きゅうり、ハム、マ
カロニ、にんじん、卵／もや
し、たまねぎ、しいたけ、にん
じん、ねぎ、コーン

米／鶏ささみ、たまねぎ、レモ
ン、パセリ粉／緑豆もやし、ハ
ム、にんじん、きゅうり、キャ
ベツ、ごま／卵、にんじん、た
まねぎ、ねぎ、えのきたけ

ゆでうどん、きゅうり、錦糸
卵、ハム、干ししいたけ、み
かん、干しそうめん／チーズ
かまぼこ／ぶどう

バナナ　いりこ
牛乳

マンゴーポンチ
お好み焼き

牛乳
じゃことチーズの

焼きおにぎり
おこし
牛乳

30（月） 31（火）
ごはん
焼きビーフン
しゅうまい
きゅうり
チーズミルフォンテ

パン　　牛乳
鶏肉のゆかり揚げ
ナポリタン
野菜のスープ煮

米／ビーフン、豚肉、チンゲン
サイ、しいたけ、もやし、赤
ピーマン／シューマイ／きゅう
り／キャベツ、たまねぎ、にん
じん、ハム、卵、粉チーズ

パン／鶏肉　しそ粉／スパゲ
ティー、たまねぎ、ピーマン、
赤ピーマン、ハム／じゃがい
も、にんじん、セロリー、キャ
ベツ、たまねぎ、豚肉、コー
ン、パセリ

金時草の蒸しパン
牛乳

かきごおり

                         ☆ 家庭での食中毒対策☆
　１年中食中毒は発生していますが高温多湿になる6 月～9 月に最も多くなります。
　食品が傷み易い時期、暑さで抵抗力が落ちることが原因と考えられます。
　食中毒を予防する為に調理法や食品の取扱方の知識を知りましょう。

１、菌をつけない！
　調理前や食事前は必ず石鹸で手洗いする。
　菌を落とす為に20 秒以上の手洗いがオススメです。
２、菌を増やさない！
　調理後はできるだけ早く食べましょう。
　食べるまでに時間がある時は、粗熱を取り冷蔵庫で保存しましょう。
３、菌をやっつけよう！
　加熱する時は必ず中まで火を通しましょう。
　布巾、まな板、包丁などは洗剤で洗った後、熱湯で消毒すると効果的です。


