
2018年8月の献立 大谷園林保育園

畑のクラッカー ベビーせんべい 小魚 プレミアムクラッカー

たべっこベイビー あずきクラッカー○ たべっこベイビー ベビーせんべい 小魚

たべっこベイビー 畑のクラッカー ベビーせんべい 畑のクラッカー 小魚 プレミアムクラッカー

たべっこベイビー あずきクラッカー○ たべっこベイビー ベビーせんべい 小魚 プレミアムクラッカー

たべっこベイビー ぱりんこ ベビーせんべい 畑のクラッカー 小魚

★献立の材料は天候などにより、やむを得ず変更することがありますので、ご了承ください。
★離乳の完了期（12～18か月頃）は、乳幼児食を必要に応じて「細かく切る、煮る」などをしていきます。
★食物アレルギーの児童も同じものが食べられるように食品を選択しています。
　食品名の後ろについている印は、
       ●・・・卵入り

　◎・・・卵、乳入りです。　不明な点がありましたら、お尋ねくださいね。

ビスケット

ルヴァン ビスケット

御飯 米
キーマカレーライス
（夏野菜）

米　豚ひき肉　なす　ピーマン　パプリカ
ズッキーニ　じゃがいも　たまねぎ　トマト
水　カレールウ

献　　　立　　　表
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 牛乳 2 牛乳 3 牛乳 4 牛乳

御飯 米 冷やし中華
中華めん●　卵　砂糖　油　ハム◎　きゅうり
トマト　水　　しょうゆ　酢　砂糖　ごま油

鶏肉の照り焼き
鶏肉　片栗粉　油　しょうゆ　砂糖　みりん
しょうが　片栗粉

梅ドレッシングサラ
ダ

きゅうり　キャベツ　にんじん　コーン　油
酢　砂糖　しょうゆ　うめ干し

酢豚

豚肉　塩　しょうゆ　片栗粉　油　フライドポ
テト　油　にんじん　ピーマン　たけのこ　た
まねぎ　油　酢　砂糖　しょうゆ　ソース　ケ
チャップ　水　片栗粉　水

バナナ バナナ

ポテマカサラダ
じゃがいも　マカロニ　にんじん　きゅうり
マヨドレ

みそ汁（油あげ・
きゃべつ）

キャベツ　油揚げ にんじん　削り節　みそ

すまし汁（かまぼ
こ・三つ葉）

かまぼこ○　みつば　削り節　しょうゆ 　

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

メロン メロン ホットケーキ
ホットケーキミックス　牛乳　メープルシ
ロップ

グレープゼリー ぶどうジュース　砂糖　かんてん　水 ミルクパン ミルクロールパン○

6 牛乳 7 牛乳 8 牛乳 9 牛乳 10 牛乳 11

御飯 米 梅干しごはん 米　うめ干し　ごま 御飯 米 御飯 米 ロールパン ロールパン

牛肉の柳川風煮物
牛肉　ごぼう　たまねぎ　ねぎ　にんじん　油
ほうれんそう　卵　しょうゆ　砂糖　みりん　削
り節

鮭のちゃんちゃん焼
き

さけ　塩　キャベツ　にんじん　たまねぎ
ピーマン　油　みそ　みりん　砂糖　酒
しょうゆ

中華風うま煮
鶏肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん　い
んげん　油　削り節　しょうゆ　酒　砂糖
塩　ごま油

炒り豆腐
豆腐　鶏ひき肉　にんじん　たまねぎ　油
しょうゆ　砂糖　みりん　卵　えだまめ

鶏の梅しそフライ
鶏肉　しょうゆ　うめ干し　しそ　砂糖　酒
塩　小麦粉　パン粉　油

焼なす なす　酢　砂糖　しょうゆ　かつお節 小松菜のひたし
こまつな　にんじん　しめじ　削り節　しょ
うゆ　砂糖　ごま 鶏レバーのみそ煮

鶏レバー　しょうが　みそ　砂糖　みりん
酒 とうがんの煮物

とうがん　しょうゆ　砂糖　酒　片栗粉　か
つお節

ブロッコリーとちく
わのサラダ

ブロッコリー　にんじん　ちくわ○　レモン
塩　こしょう　油

赤だし（なめこ） 豆腐　なめこ　ねぎ　削り節　みそ
すまし汁(みつば・か
まぼこ）

みつば　かまぼこ○　削り節　しょうゆ　塩 オニオンスープ
たまねぎ　コーン　にんじん　鳥がら　塩
しょうゆ　パセリ

みそ汁（かぼちゃ・
ごぼう）

かぼちゃ　ごぼう　油揚げ　ねぎ　削り節
みそ

たまごスープ（豆
腐）

卵　豆腐　ねぎ　しょうゆ　鳥がら　塩

コーンフレークヨー
グルト

コーンフレーク　ヨーグルト○　砂糖 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ココナッツサブレ ココナッツサブレ アメリカンドーナツ
ウインナーソーセージ○　ホットケーキミッ
クス　ホットケーキミックス　牛乳　油

じゃこトースト
食パン　しらす干し　マヨドレ　あおのり
チーズ○

オレンジ オレンジ

13 牛乳 14 牛乳 15 牛乳 16 牛乳 17 牛乳 18 牛乳

スパゲッティイタリ
アン

スパゲティ　ハム◎　たまねぎ　にんじん　ピー
マン　油　ケチャップ　しょうゆ

御飯 米
キーマカレーライス
（夏野菜）

米　豚ひき肉　なす　ピーマン　パプリカ
ズッキーニ　じゃがいも　たまねぎ　トマト
水　カレールウ

とうもろこし御飯 米　とうもろこし　塩 御飯 米 冷やし中華
中華めん●　卵　砂糖　油　ハム◎　きゅうり
トマト　水　　しょうゆ　酢　砂糖　ごま油

切干し大根入り卵焼
き

卵　切干だいこん　ねぎ　しらす干し　にんじん
しょうゆ　砂糖　だし汁　油

鶏肉の照り焼き
鶏肉　片栗粉　油　しょうゆ　砂糖　みりん
しょうが　片栗粉

梅ドレッシングサラ
ダ

きゅうり　キャベツ　トマト　にんじん
コーン　油　酢　砂糖　しょうゆ　うめ干し

白身魚のタンドリー
風

白身魚　カレー粉　塩　ヨーグルト○　ケ
チャップ　油

酢豚

豚肉　塩　しょうゆ　片栗粉　油　フライドポ
テト　油　にんじん　ピーマン　たけのこ　た
まねぎ　油　酢　砂糖　しょうゆ　ソース　ケ
チャップ　水　片栗粉　水

バナナ バナナ

じゃがいものスープ
じゃがいも　はくさい　わかめ　削り節　しょう
ゆ

はるさめサラダ（ト
マト）

はるさめ　トマト　きゅうり　ハム○　酢
砂糖　しょうゆ　ごま　ごま油

ポテマカサラダ
じゃがいも　マカロニ　にんじん　きゅうり
マヨドレ

みそ汁（油あげ・
きゃべつ）

キャベツ　油揚げ にんじん　削り節　みそ

みかん缶 みかん
すまし汁（そうめ
ん・三つ葉）

そうめん　みつば　花麩　削り節　しょうゆ
すまし汁（かまぼ
こ・三つ葉）

かまぼこ○　みつば　削り節　しょうゆ

牛乳 牛乳 牛乳 　 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

どうぶつビスケット ビスケット オレンジパン ロールパン◎ ホットケーキ
ホットケーキミックス　牛乳　メープルシ
ロップ パイン缶詰 パイナップル 水ようかん こしあん　砂糖　かんてん　水　塩 ミルクパン ミルクロールパン○

20 牛乳 21 牛乳 22 牛乳 23 牛乳 24 牛乳 25 牛乳

御飯 米 梅干しごはん 米　うめ干し　ごま 御飯 米 御飯 米 ロールパン ロールパン 焼そば
焼そばめん●　豚肉　キャベツ　たまねぎ　にん
じん　油　塩　ソース　ケチャップ　しょうゆ
あおのり

牛肉の柳川風煮物
牛肉　ごぼう　たまねぎ　ねぎ　にんじん　油
ほうれんそう　卵　しょうゆ　砂糖　みりん　削
り節

鮭のちゃんちゃん焼
き

さけ　塩　キャベツ　にんじん　たまねぎ
ピーマン　油　みそ　みりん　砂糖　酒
しょうゆ　油

中華風うま煮
鶏肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん　い
んげん　油　削り節　しょうゆ　酒　砂糖
塩　ごま油

炒り豆腐
豆腐　鶏ひき肉　にんじん　たまねぎ　油
しょうゆ　砂糖　みりん　卵　えだまめ 鶏の梅しそフライ

鶏肉　しょうゆ　うめ干し　しそ　砂糖　酒
塩　小麦粉　パン粉　油 フライドポテト じゃがいも　油　塩

焼なす なす　酢　砂糖　しょうゆ　かつお節 小松菜のひたし
こまつな　にんじん　しめじ　削り節　しょ
うゆ　砂糖　ごま 鶏レバーのみそ煮

鶏レバー　しょうが　みそ　砂糖　みりん
酒 とうがんの煮物

とうがん　しょうゆ　砂糖　酒　片栗粉　か
つお節

ブロッコリーとちく
わのサラダ

ブロッコリー　にんじん　ちくわ○　レモン
塩　こしょう　油

赤だし（なめこ） 豆腐　なめこ　ねぎ　削り節　みそ
すまし汁(みつば・か
まぼこ）

みつば　かまぼこ○　削り節　しょうゆ　塩 オニオンスープ
たまねぎ　コーン　鳥がら　塩　しょうゆ
パセリ

みそ汁（かぼちゃ・
ごぼう）

かぼちゃ　ごぼう　油揚げ　ねぎ　削り節
みそ

たまごスープ（豆
腐）

卵　豆腐　ねぎ　しょうゆ　鳥がら　塩

コーンフレークヨー
グルト

コーンフレーク　ヨーグルト○　砂糖 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

すいか すいか オレンジパン ロールパン◎ココナッツサブレ ココナッツサブレ アメリカンドーナツ

牛乳 28 牛乳 29 牛乳

じゃこトースト
ウインナーソーセージ○　ホットケーキミッ
クス　ホットケーキミックス　牛乳　油

牛乳

食パン　しらす干し　マヨドレ　あおのり
チーズ○

31 牛乳

スパゲッティイタリ
アン

スパゲティ　ハム◎　たまねぎ　にんじん　ピー
マン　油　ケチャップ　しょうゆ

御飯 米
キーマカレーライス
（夏野菜）

米　豚ひき肉　なす　ピーマン　パプリカ
ズッキーニ　じゃがいも　たまねぎ　トマト
水　カレールウ

27

御飯 米

切干し大根入り卵焼
き

卵　切干だいこん　ねぎ　しらす干し　にんじん
しょうゆ　砂糖　だし汁　油 ミートローフ

ひじき　豆腐　たまねぎ　豚ひき肉　牛ひき
肉　塩　片栗粉　油　ケチャップ　ソース

梅ドレッシングサラ
ダ

きゅうり　キャベツ　にんじん　コーン　油
酢　砂糖　しょうゆ　うめ干し

豚肉　塩　しょうゆ　片栗粉　油　フライドポ
テト　油　にんじん　ピーマン　たけのこ　た
まねぎ　油　酢　砂糖　しょうゆ　ソース　ケ
チャップ　水　片栗粉　水

じゃがいものスープ
じゃがいも　はくさい　わかめ　削り節　しょう
ゆ 人参のグラッセ にんじん　塩　砂糖　バター○

すまし汁（かまぼ
こ・三つ葉）

白身魚のタンドリー
風

白身魚　カレー粉　塩　ヨーグルト○　ケ
チャップ　油 酢豚

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ポテマカサラダ

みかん缶 みかん
きゅうりの酢の物
（しらす）

きゅうり　わかめ　しらす干し　酢　砂糖
しょうゆ　ごま

       〇・・・乳入り

牛乳

ぶどうマーマレードケーキ
マーマレード　小麦粉　ベーキングパウダー　豆
乳 シナモンロールパン

小麦粉　ドライイースト　バター○　砂糖
シナモン ホットケーキ

ホットケーキミックス　牛乳　メープルシ
ロップ

牛乳 牛乳 牛乳

クラッカー

ぶどう

かまぼこ○　みつば　削り節　しょうゆ

とうもろこし御飯 米　とうもろこし　塩

30

グレープゼリー ぶどうジュース　砂糖　かんてん　水

牛乳

じゃがいも　マカロニ　にんじん　きゅうり
マヨドレ

みそ汁（なす・きゃ
べつ）

なす　キャベツ　油揚げ　削り節　みそ

ルヴァン

塩ゆで枝豆 枝豆

あずきクラッカー クラッカー○

ぱりんこ せんぺい

塩ゆで枝豆 枝豆

あずきクラッカー

朝のおやつは1歳児
のみです。

季節の食材
ピーマン、オクラ、冬
瓜、とうもろこし、な
す、枝豆、かぼちゃ、
すいか、いんげん、ト
マト、しそ、など給食
に入っているので探し
てみてね。

旬のものをたく
さん食べて、
夏ばてを解消し
ましょう！

誕生会

夏祭り


