
ミルキーホーム東菅野園

熱と力になる 血や肉や骨になる 体の調子を整える

夏野菜マーボー丼 牛乳 エネルギー 564.4(476.2)

キャベツとトマトの中華あえ 牛乳 たんぱく質 19.2(17.0)

五目中華スープ さつまいもスティック 脂 質 15.8(14.5)

りんごゼリー 塩 分 1.9(1.4)

かじきのカレー風味焼き 牛乳 エネルギー 553.2(462.9)

ほうれん草とえのき茸のお浸し 牛乳 たんぱく質 21.3(17.8)

冷やしきつねうどん にんじんドーナツ 脂 質 18.8(16.9)

バナナ 塩 分 2.4(1.8)

鶏つくねのあんかけ 牛乳 エネルギー 590.9(485.1)

ゆで野菜 牛乳 たんぱく質 20.1(17.5)

ご飯 ココアシリアルバー 脂 質 18.0(16.5)

みそ汁  バナナ 塩 分 2.0(1.5)

中華丼 牛乳 エネルギー 534.7(427.9)

はるさめサラダ 牛乳 たんぱく質 19.1(15.9)

豆腐と青菜のスープ ピザトースト 脂 質 15.8(14.1)

オレンジ 塩 分 2.2(1.7)

さけとポテトの重ね焼き 牛乳 エネルギー 594.5(485.3)

なすミートスパゲティー 牛乳 たんぱく質 26.0(21.6)

ズッキーニのスープ にんじん蒸しパン 脂 質 18.0(15.7)

フルーツヨーグルト 塩 分 2.2(1.7)

牛乳 エネルギー 638.8(518.2)

牛乳 たんぱく質 19.1(16.3)

索餅 脂 質 16.0(14.7)

塩 分 1.9(1.4)

さわらのみそマヨ焼き 牛乳 エネルギー 582.3(462.4)

キャベツのおかか和え 牛乳 たんぱく質 24.2(19.6)

ご飯 きなこパン 脂 質 16.2(14.5)

とうがん汁 バナナ 塩 分 2.2(1.6)

カレイの煮つけ  牛乳 エネルギー 562.3(447.4)

ごま酢あえ 牛乳 たんぱく質 27.3(21.7)

ご飯 ヘルシーナゲット 脂 質 16.2(14.4)

みそ汁  バナナ 塩 分 2.1(1.5)

チキンカツ・トマソース 牛乳 エネルギー 592.2(496.7)

焼き野菜 牛乳 たんぱく質 26.3(21.7)

ロールパン　豆乳スープ ストーンクッキー 脂 質 22.0(19.0)

ぶどうゼリー 塩 分 2.0(1.6)

鶏肉のごまみそ焼 牛乳 エネルギー 519.0(425.8)

アスパラのおかか和え 牛乳 たんぱく質 22.6(19.4)

ご飯 じゃが芋のﾁｰｽﾞ焼き 脂 質 12.1(11.5)

わかめスープ　バナナ 塩 分 1.5(1.2)

さけのムニエル・トマトソース 牛乳 エネルギー 574.8(473.5)

いんげんとささ身のﾏﾖﾈｰｽﾞあえ 牛乳 たんぱく質 25.5(20.9)

ロールパン さつま芋おにぎり 脂 質 19.7(17.5)

マカロニスープ メロン 塩 分 2.0(1.6)

かじきのきのこ煮 牛乳 エネルギー 557.6(445.8)

キャベツとほうれんそうの磯和え 牛乳 たんぱく質 22.7(18.5)

ご飯 かぼちゃかん 脂 質 13.5(12.4)

けんちん汁　バナナ 塩 分 1.4(1.1)

牛乳 エネルギー 616.7(507.2)

たんぱく質 24.0(20.5)

脂 質 24.9(21.3)

塩 分 1.8(1.4)

白身魚のゆかり揚げ 牛乳 エネルギー 588.0(486.0)

粉ふき芋 牛乳 たんぱく質 22.4(19.4)

おくらの海苔あえ ジャムロール 脂 質 13.6(12.8)

ご飯　みそ汁　バナナ 塩 分 2.2(1.7)

ジャンバラヤ 牛乳 エネルギー 623.8(511.9)

ブロッコリーの蒸し煮 牛乳 たんぱく質 16.8(14.9)

やさい豆乳シチュー もちもちｺｺｱｹｰｷ 脂 質 20.2(18.4)

すいか 塩 分 2.1(1.7)

キャベツハンバーグ 牛乳 エネルギー 580.0(480.5)

ラタトゥイユ 牛乳 たんぱく質 27.7(22.6)

ロールパン 鮭コロッケ 脂 質 26.7(22.5)

とうがんスープ　すいか 塩 分 2.2(1.7)

献　　  　立　　
材　料　名

おやつ

2

16
木

うどん、ホットケーキミッ

クス、砂糖、油、米粉、

マーガリン

牛乳、かじき、油揚げ バナナ、ほうれんそう、えのきたけ、

にんじん、ねぎ、レモン

1

15
水

米、さつまいも、砂糖、

押麦、ごま油、片栗粉、

油、米粉

牛乳、豆腐、豚ひき肉、

豚肉、みそ

りんごジュース、トマト、キャベツ、も

やし、たまねぎ、なす、チンゲンサイ、

ズッキーニ、コーン、ピーマン、にん

じん、かんてん、きくらげ、にんにく、

しょうが

4

18
土

米、食パン、はるさめ、

ごま油、片栗粉、砂糖、

オリーブ油

牛乳、豆腐、豚肉、ベー

コン、チーズ

オレンジ、キャベツ、きゅうり、だいこ

ん、にんじん、たまねぎ、こまつな、ね

ぎ、ホールトマト、しいたけ、えのきた

け、ピーマン、きくらげ、しょうが、に

んにく

3

17
金

米、油、片栗粉、砂糖 牛乳、鶏ひき肉、豆腐、

みそ、油揚げ

バナナ、キャベツ、にんじん、ねぎ、た

まねぎ、えのきたけ、ごぼう、切り干

しだいこん、ひじき、わかめ

6

20
月

スパゲティ、じゃがい

も、米粉、砂糖、油、

マーガリン、オリーブ油

牛乳、ヨーグルト、さけ、

豚ひき肉、牛ひき肉、豆

乳、チーズ

たまねぎ、にんじん、ズッキーニ、

キャベツ、ホールトマト、なす、みか

ん、パイナップル、しめじ、にんにく

トマト、たまねぎ、きゅうり、とうがん、

にんじん、パイナップル、みかん、も

も、ズッキーニ、なす、ピーマン、しい

たけ、こまつな、ねぎ、オクラ、にんに

く、しょうが

8

22
水

米、ロールパン、さとい

も、砂糖、マヨネーズ、

油、片栗粉、ごま、マー

ガリン

牛乳、さわら、豆腐、鶏

肉、みそ、きな粉、かつ

お節

バナナ、とうがん、きゅうり、キャベ

ツ、にんじん、ねぎ、しいたけ

7

21
火 おたのしみ給食

米、ホットケーキミック

ス、白玉粉、そうめん、

小麦粉、砂糖、マーガリ

ン、オリーブ油、麩、油

牛乳、豚ひき肉、豆乳、

ツナ缶、ささ身、チーズ

10 金

ロールパン、ホットケー

キミックス、パン粉、マー

ガリン、小麦粉、油、砂

糖

牛乳、豆乳、鶏肉、ベー

コン、ゼラチン

ぶどうジュース、キャベツ、にんじん、

たまねぎ、ブロッコリー、チンゲンサ

イ、ホールトマト、しめじ、マッシュ

ルーム、レーズン

9 木

米、片栗粉、油、砂糖、

ごま

牛乳、かれい、鶏ひき

肉、豆腐、おから、みそ、

ツナ缶、油揚げ

バナナ、もやし、にんじん、たまねぎ、

なす、きゅうり、えのきたけ、わかめ、

しょうが、にんにく

13

27
月

ロールパン、米、さつま

いも、マヨネーズ、マカ

ロニ、小麦粉、マーガリ

ン、ごま、ごま、オリーブ

油

牛乳、さけ、ささ身、生ク

リーム、ベーコン

メロン、たまねぎ、ズッキーニ、キャ

ベツ、いんげん、にんじん、マッシュ

ルーム、しめじ

11

25
土

じゃがいも、米、ごま、砂

糖

牛乳、鶏肉、豆腐、チー

ズ、バター、みそ、かつ

お節

バナナ、だいこん、アスパラガス、に

んじん、たまねぎ、コーン、しいたけ、

わかめ、パセリ

14 火

米、砂糖、片栗粉、油、

ごま油

牛乳、豆乳、かじき、豆

腐、鶏肉、油揚げ

バナナ、かぼちゃ、キャベツ、ほうれ

んそう、だいこん、えのきたけ、しいた

け、ねぎ、にんじん、ごぼう、さやえん

どう、かんてん、のり

もやし、キャベツ、たまねぎ、にんじ

ん、しょうが、にんにく、あおのり

29 水

米、じゃがいも、ロール

パン、米粉、油、砂糖、

オリーブ油、マーガリン

牛乳、メルルーサ、豆

腐、みそ、豚肉、ベーコ

ン、チーズ

バナナ、オクラ、もやし、にんじん、た

まねぎ、いちごジャム、えのきたけ、

わかめ、のり、あおのり

28 火 なつまつり　　　　

焼きそばめん、じゃがい

も、メープルシロップ、

油、片栗粉

牛乳、鶏肉、豚肉

31 金

じゃがいも、ロールパ

ン、片栗粉、油、オリー

ブ油

牛乳、豚ひき肉、さけ、

豆腐、牛ひき肉、ベーコ

ン、鶏肉

たまねぎ、すいか、キャベツ、とうが

ん、ホールトマト、なす、ズッキーニ、

にんじん、ピーマン、パプリカ、にん

にく

30 木

米、米粉、マーガリン、

砂糖、小麦粉、オリーブ

油

牛乳、豆乳、鶏肉、ウイ

ンナーソーセージ、生ク

リーム

すいか、たまねぎ、キャベツ、ブロッ

コリー、クリームコーン、パプリカ、

マッシュルーム、バナナ、にんじん、

パプリカ、ピーマン、しめじ、いんげ

ん、にんにく

・仕入れ食材の都合により献立が変更となる場合があります。
・栄養価は年齢によって変わりますので目安となります。


