
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 2015 年 4 月に新しい食品表示法が施行され、5 年

間の経過措置期間を経て、2020 年４月から新表示 

に移行されました。食品の原材料や添加物、栄養成分

などについての表示を定める法律には「食品衛生法」

「JAS 法」「健康増進法」があり、それぞれのルール

の違いで消費者にとってはわかりづらいものでした。

そのため、統合され新制度が始まりました。 

詳しく紹介されたパンフレット「知っておきたい食品

の表示」は消費者庁の HP からダウンロード可能です。

(給食室にも一部を掲示しています) 

 梅雨が明けると夏も本番となります。この時期、急に暑くなる

ために食欲が低下して水分ばかりをとりがちです。暑さ対策をし

っかり行い、暑い夏を乗り切りましょう。冷たいタオルで顔や手

足を拭くだけでも、サッパリして気持ちよく過ごせますよ！ 

 今月は、夏祭りがあります♪ いつもとちょっと違う夏祭りで

すが、どんなお祭りになるか楽しみです☆彡 

たんぽぽ共同保育園給食室 2020 年 7月 

新しい食品表示に移行されました 

 食べる気がなくなり、食べ物をおもちゃにしてし

まう「あそび食べ」。お子さんがある程度は自分で

食べたら、残りは介助しながら食べましょう。 

顔をそむけたり、イヤイヤをしたりしたら、ごち

そうさまのサインです。早めに切り上げましょう。

１歳・２歳児の 

遊び食べにはどう対応する？ 

たんぽぽレシピ 

『和風スパゲティ』 人気のおやつです♪ 

 

材料(1 人分)：スパゲティ 18ｇ 鶏ひき肉 6ｇ 

    油 0.5ｇ キャベツ 10ｇ 刻み海苔 0.3ｇ 

    醤油 1.3ｇ バター0.6ｇ 

 

作り方 

① フライパンに油を入れ、鶏肉を炒める。 

② 鶏肉に火が通ったら、キャベツを炒める。 

③ ②に茹でたスパゲティを加える。 

④ ③に醤油を加え、更にバターを加える。 

⑤ 仕上げに刻みのりを合わせる。 



  ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

ごはん 和風スパゲティ 547.8(510.7)

麻婆豆腐 牛乳 20.9(19.5)

春雨サラダ(錦糸卵なし・鶏ささみ入り) ぶどう 15.0(14.1)

ワンタンスープ 1.8(1.7)

ごはん パンケーキ 519.2(484.3)

鶏肉のつくね焼き 牛乳 19.0(17.7)

スナップえんどう 五目味噌きんぴら さくらんぼ 12.6(11.9)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 1.5(1.4)

ごはん 肉うどん 473.2(439.7)

かれいの野菜あんかけ すいか 21.7(20.0)

かぼちゃの含め煮 5.4(5.1)

味噌汁(高野豆腐・大根) 3.1(3.0)

ひじきごはん（豚ひき肉） チーズパン 544.0(509.9)

ツナ野菜炒め 牛乳 17.7(16.7)

青のりポテト ぶどう 12.1(11.7)

味噌汁(大根・麩) 1.8(1.7)

ごはん シュガートースト 529.1(491.7)

鰤の照り焼き　人参甘煮 牛乳 22.5(20.8)

切り昆布と野菜の煮物 さくらんぼ 18.7(17.5)

味噌汁(キャベツ・豆腐) 1.9(1.7)

ごはん 七夕そうめん 530.3(490.6)

松風焼き ぶどう寒天 20.2(18.5)

ネバネバ和え(人参・オクラ) 12.5(11.3)

味噌汁(さつま芋・キャベツ) 2.6(2.5)

ごはん 焼きもろこしおにぎり 446.4(416.2)

高野豆腐の肉詰め すまし汁(万能ねぎ・麩) 15.6(14.4)

大根人参オクラ磯和え メロン 6.6(6.0)

味噌汁(玉葱・なす) 2.2(2.0)

ごはん マカロニきな粉和え 496.3(462.3)

鰆の西京焼き　煮豆 牛乳 20.2(18.8)

切り干し大根煮 ぶどう 11.2(10.5)

味噌汁(白菜・わかめ) 1.3(1.2)

ごはん ポテト餅 490.3(457.3)

ごぼうハンバーグ 牛乳 19.4(18.0)

もやし小松菜人参おかか和え すいか 13.4(12.6)

味噌汁(白菜・玉葱) 1.5(1.4)

こぎつねごはん(土曜日用) レーズンパン 547.7(511.9)

きゃべつもやししめじ炒め 牛乳 17.2(16.2)

さつま芋煮 さくらんぼ 11.2(10.7)

味噌汁(大根・玉葱) 2.0(1.8)

ごはん 大学芋 520.6(485.7)

鯖の味噌煮　人参甘煮 牛乳 19.0(17.5)

キャベツ胡瓜の甘酢和え メロン 14.8(13.9)

味噌汁(大根・豆腐) 1.8(1.7)

☆☆夏祭り☆☆ 焼きそば 549.0(507.7)

夕焼けごはん　鶏の唐揚げ すいか 22.2(20.6)

じゃがバター　枝豆 10.8(9.8)

具だくさん味噌汁 2.2(2.0)

ごはん きつねうどん 446.8(413.1)

鮭の南部焼き さくらんぼ 19.0(17.4)

さつま芋煮　五目豆 5.3(4.9)

味噌汁(大根・玉葱) 3.0(2.9)

15 水
さけ、だいず水煮

缶詰、米みそ（淡色
辛みそ）、油揚げ

七分つき米、干しうど
ん、さつまいも、板こ
んにゃく、三温糖、

油、ごま

たまねぎ、にんじん、だいこん、
さくらんぼ（国産）、ごぼう、しい

たけ、しょうが

☆市場の都合により、献立を変更することがあります。ご了承ください。

☆給食の事で、ご質問などありましたら、お気軽に給食室までどうぞ♪

☆お米は、産地直送の庄内米を使用しています。(七分つき米を使用)

13 月
牛乳、さば、木綿豆
腐、米みそ（淡色辛

みそ）

七分つき米、さつまい
も、三温糖、油、黒ご

ま

メロン、キャベツ、にんじ
ん、だいこん、きゅうり、

コーン缶、しょうが

14 火

鶏もも肉、鶏ささ
身、しらす干し、米
みそ（淡色辛み

そ）、バター

七分つき米、焼きそ
ばめん、じゃがいも、

油、片栗粉

すいか、にんじん、たまね
ぎ、キャベツ、えだまめ、だ
いこん、緑豆もやし、ごぼ

う、しょうが

10 金

牛乳、豚ひき肉、ピ
ザ用チーズ、米み
そ（淡色辛みそ）、

かつお節

七分つき米、じゃがい
も、片栗粉、パン粉、

三温糖

すいか、緑豆もやし、たま
ねぎ、こまつな、はくさい、
ごぼう、にんじん、焼きのり

11 土

牛乳、ツナ水煮缶、
鶏ひき肉、米みそ
（淡色辛みそ）、油

揚げ

七分つき米、ロール
パン、さつまいも、

油、三温糖

キャベツ、緑豆もやし、だい
こん、たまねぎ、さくらんぼ
（国産）、干しぶどう、しめ
じ、にんじん、コーン缶

08 水
鶏ひき肉、凍り豆

腐、米みそ（淡色辛
みそ）

七分つき米、パン粉、
焼ふ、三温糖、油

メロン、だいこん、たまね
ぎ、にんじん、なす、コーン
缶、オクラ、しいたけ、万能
ねぎ、焼きのり、しょうが

09 木

牛乳、さわら、うず
ら豆（煮豆）、米み
そ（淡色辛みそ）、
油揚げ、きな粉

七分つき米、マカロ
ニ、三温糖、ごま油

ぶどう、はくさい、にんじん、切り
干しだいこん、しいたけ、生わか

め

06 月

牛乳、ぶり、木綿豆
腐、米みそ（淡色辛
みそ）、バター、油

揚げ

七分つき米、食パン、
グラニュー糖、油、三

温糖

にんじん、キャベツ、さくら
んぼ（国産）、しめじ、刻み

こんぶ

07 火

豚ひき肉、挽きわり
納豆、米みそ（淡色
辛みそ）、牛乳、油

揚げ

七分つき米、干しそう
めん、さつまいも、三
温糖、パン粉、ごま

ぶどう天然果汁、たまね
ぎ、こまつな、にんじん、
キャベツ、オクラ、しめじ、
かんてん（粉）、焼きのり

03 金
かれい、豚ひき肉、
米みそ（淡色辛み

そ）、凍り豆腐

七分つき米、干しうど
ん、小麦粉、三温糖、

片栗粉、ごま油

すいか、かぼちゃ、だいこ
ん、緑豆もやし、にんじん、
たまねぎ、エリンギ、いんげ

ん

04 土

牛乳、ツナ水煮缶、
豚ひき肉、チーズ、
米みそ（淡色辛み

そ）

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、焼

ふ、油、ごま

ぶどう、チンゲンサイ、たま
ねぎ、キャベツ、だいこん、
にんじん、ひじき、あおのり

たんぽぽ共同保育園　予定献立表2020年07月

日
曜
日

昼　　食 おやつ 血や肉をつくるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

献　立 材　料　名

01 水

牛乳、木綿豆腐、
豚ひき肉、鶏ひき
肉、鶏ささ身、米み
そ（淡色辛みそ）、

バター

七分つき米、スパゲ
ティ、はるさめ、ワンタ
ンの皮、ごま油、三温
糖、片栗粉、ごま、油

ぶどう、たまねぎ、キャベ
ツ、にんじん、きゅうり、しい
たけ、ねぎ、コーン缶、に
ら、焼きのり、にんにく

02 木

牛乳、鶏ひき肉、
ヨーグルト(無糖)、
米みそ（淡色辛み

そ）

七分つき米、ホット
ケーキ粉、パン粉、板
こんにゃく、片栗粉、
三温糖、ごま、ごま油

たまねぎ、にんじん、キャベ
ツ、れんこん、さくらんぼ

（国産）、ごぼう、スナップえ
んどう、しいたけ、まいたけ



  ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

日
曜
日

昼　　食 おやつ 血や肉をつくるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

献　立 材　料　名

♪♪お誕生会♪♪ ころころドーナツ 607.2(568.6)

さつま芋ご飯　ミートローフ 牛乳 20.6(19.0)

ゆでとうもろこし りんご寒天 19.8(18.7)

人参サラダ　味噌汁(キャベツ・長葱) 1.8(1.7)

ごはん しらす昆布おにぎり 489.3(453.6)

肉じゃが すまし汁(万能ねぎ・わかめ) 16.2(14.9)

青菜えのきツナの和えもの メロン 7.9(7.2)

味噌汁(大根・玉葱) 2.0(1.8)

刻み昆布の混ぜご飯 豆パン 542.2(507.0)

しらす入り野菜炒め 牛乳 16.1(15.2)

ごまポテト ぶどう 11.7(11.2)

味噌汁(大根・玉葱) 2.1(2.0)

ごはん サンドイッチ 476.8(444.6)

ポークビーンズ 牛乳 19.2(18.0)

ブロッコリーと人参のごまサラダ さくらんぼ 13.7(13.0)

味噌汁(キャベツ・なす) 1.8(1.7)

ごはん 具だくさんうどん 491.9(454.9)

いわしのフライ(１階のクラスは煮魚) メロン 19.9(18.4)

ひじきの中華サラダ　枝豆 11.5(10.5)

味噌汁(大根・オクラ) 3.1(2.9)

夏野菜キーマカレー チーズ蒸しパン 641.0(595.4)

大根サラダ 牛乳 19.2(17.9)

野菜スープ(レタス・えのき) すいか 16.3(15.3)

2.5(2.3)

炊き込みごはん チーズパン 552.7(515.2)

ツナ野菜炒め ヨーグルト 19.8(18.6)

さつま芋煮 さくらんぼ 9.5(9.0)

味噌汁(大根・わかめ) 2.3(2.1)

ごはん 焼き芋 462.6(432.3)

かれいの煮魚　蒸し南瓜 牛乳 21.0(19.3)

青菜人参こんにゃく白和え メロン 7.1(6.8)

味噌汁(大根・なめこ) 1.5(1.4)

そぼろ丼(とりそぼろ) もちもちパン 587.2(550.3)

きゅうりわかめしらすの酢の物 牛乳 23.8(22.4)

味噌汁(大根・玉葱) ぶどう 14.9(14.3)

2.4(2.2)

ごはん 鮭おにぎり 496.0(462.7)

れんこんのつくね焼き すまし汁(万能ねぎ・麩) 20.4(19.0)

ネバネバ和え(ほうれん草・人参・オクラ) すいか 7.7(7.1)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 1.8(1.7)

ごはん 野菜クラッカー 573.0(536.2)

かじきフライ　枝豆 牛乳 18.8(17.5)

きゃべつわかめコーンのサラダ メロン 17.3(16.4)

味噌汁(大根・玉葱) 1.7(1.5)

ごはん じゃこトースト 475.6(444.7)

鶏の照り焼き　アスパラおかか和え 牛乳 23.2(21.5)

ひじきの煮物 さくらんぼ 13.9(13.3)

味噌汁(キャベツ・長葱) 2.0(1.9)

[ ３～５歳児 ] エネルギー510Kcal 蛋白質 20.8g 脂質 12.5g カルシウム 206mg 鉄分 2mg

[ １～２歳児 ] エネルギー 471Kcal 蛋白質 19.2g 脂質 11.6g カルシウム 194mg 鉄分 2mg

31 金

29 水
鶏ひき肉、挽きわり
納豆、さけ、米みそ

（淡色辛みそ）

七分つき米、片栗
粉、焼ふ、三温糖、ご

ま

すいか、たまねぎ、れんこ
ん、ほうれんそう、キャベ

ツ、にんじん、しいたけ、オ
クラ、万能ねぎ、焼きのり、

しょうが

30 木
牛乳、かじき、バ

ター、米みそ（淡色
辛みそ）

七分つき米、小麦
粉、パン粉、油、三温

糖、片栗粉

キャベツ、メロン、たまね
ぎ、だいこん、えだまめ、
コーン缶、にんじん、生わ

かめ、あおのり

牛乳、鶏もも肉、だ
いず水煮缶詰、しら
す干し、米みそ（淡
色辛みそ）、油揚

げ、かつお節

七分つき米、食パン、
マヨネーズ、しらた

き、ごま、三温糖、ご
ま油

キャベツ、さくらんぼ（国
産）、グリーンアスパラガ
ス、ねぎ、にんじん、ごぼ

う、万能ねぎ、しいたけ、ひ
じき

27 月
牛乳、かれい、木

綿豆腐、米みそ（淡
色辛みそ）

さつまいも、七分つき
米、しらたき、三温

糖、すりごま

メロン、かぼちゃ、ほうれん
そう、にんじん、だいこん、

なめこ、しょうが

28 火

牛乳、鶏ひき肉、粉
チーズ、しらす干

し、米みそ（淡色辛
みそ）

七分つき米、白玉
粉、ホットケーキ粉、

三温糖、油、ごま

きゅうり、ぶどう、ほうれん
そう、だいこん、たまねぎ、
しいたけ、にんじん、生わ

かめ、しょうが

22 水
牛乳、豚ひき肉、ピ
ザ用チーズ、ツナ

水煮缶

七分つき米、ホット
ケーキ粉、小麦粉、

油、三温糖

すいか、だいこん、たまね
ぎ、ズッキーニ、かぼちゃ、
にんじん、レタス、えのきた
け、ホールトマト缶詰、赤
ピーマン、黄ピーマン、生

わかめ

25 土

ヨーグルト(加糖)、
鶏ひき肉、ツナ水

煮缶、とろけるチー
ズ、米みそ（淡色辛

みそ）

七分つき米、ロール
パン、さつまいも、油

にんじん、チンゲンサイ、た
まねぎ、キャベツ、だいこ

ん、さくらんぼ（国産）、しめ
じ、生わかめ

20 月

牛乳、だいず水煮
缶詰、豚肉(ロー
ス)、ピザ用チー

ズ、米みそ（淡色辛
みそ）

七分つき米、食パン、
三温糖、すりごま、油

ブロッコリー、キャベツ、
ホールトマト缶詰、たまね
ぎ、にんじん、さくらんぼ

（国産）、なす、まいたけ、
ピーマン、コーン缶

21 火
いわし、鶏もも肉、
米みそ（淡色辛み

そ）

七分つき米、干しうど
ん、油、パン粉、小麦
粉、三温糖、ごま油、

片栗粉

緑豆もやし、メロン、だいこ
ん、きゅうり、えだまめ、た
まねぎ、にんじん、オクラ、
ごぼう、コーン缶、ひじき

17 金

豚肉(ロース)、ツナ
水煮缶、米みそ（淡
色辛みそ）、しらす

干し、かつお節

七分つき米、じゃがい
も、しらたき、三温糖、

ごま、油

メロン、ほうれんそう、たま
ねぎ、にんじん、えのきた

け、だいこん、いんげん、万
能ねぎ、生わかめ、刻みこ
んぶ、しょうが、あおのり

18 土

牛乳、豚ひき肉、米
みそ（淡色辛み

そ）、しらす干し、ひ
よこまめ（ゆで）

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、

油、すりごま

ぶどう、キャベツ、たまね
ぎ、だいこん、にんじん、い

んげん、刻みこんぶ

16 木
牛乳、豚ひき肉、ツ
ナ水煮缶、米みそ

（淡色辛みそ）

七分つき米、ホット
ケーキ粉、さつまい
も、油、パン粉、三温
糖、小麦粉、黒ごま、
グラニュー糖、片栗

粉

りんご天然果汁、とうもろこ
し、にんじん、たまねぎ、緑
豆もやし、こまつな、キャベ
ツ、ねぎ、ピーマン、かんて

ん（粉）

　　【献立の平均栄養価】
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