
2019年08月の献立 献　　　立　　　表 大谷園林保育園

なつまつり

熱中症予防のためにも汁物や水分の多い野菜は

すいか、いんげん、トマト、しそ

　　食品名の後ろの印　　●・・・卵入り　　○…乳入り　　◎・・・卵.乳入り

・☆マークは手作りおやつです。

・何かご不明な点がありましたら、各クラス担任か給食室までお尋ねください。

カルシウムせんべい

お茶

みそ汁 絹ごし豆腐　油揚げ　ねぎ　かつおだし汁　米みそ ズッキーニのスープ

えだまめ　砂糖　白玉粉　絹ごし豆腐

とうもろこし、枝豆、かぼちゃ

ミルクパン◎

・献立の材料は天候等により、やむを得ず変更をすることがありますのでご了承ください。

・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。

ピーマン、おくら、なす

季節の食材

牛乳 牛乳○

☆ずんだ白玉団子 ☆パイナップルケーキ
小麦粉　ベーキングパウダー　パイン缶
牛乳○　無塩バター○

☆フルーツヨーグルト ヨーグルト○　砂糖　パイン缶　もも缶 しょうゆせんべい 北海道ミルクパン

ズッキーニ　にんじん　コーン缶
食塩  かつおだし汁

お茶 お茶 牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○牛乳
りんごゼリー
マリービスケット

牛乳○
ゼリー
ビスケット

お茶

キャベツと
じゃこの酢あえ

キャベツ　にんじん　しらす干し
酢　砂糖 　しょうゆ マカロニサラダ

マカロニ　ツナ水煮缶　キャベツ　にんじん
ﾏﾖﾄﾞﾚ　しょうゆ　砂糖　酢

わかめスープ カットわかめ　キャベツ　食塩　こしょう　ごま すまし汁
たまねぎ　えのきたけ　油揚げ
かつおだし汁　しょうゆ たまごスープ キャベツ　卵●　　食塩　かつおだし汁

カレイの照り焼き かれい　片栗粉　しょうゆ　本みりん　酒
鶏肉の
マーマレード焼き

鶏もも肉　砂糖　食塩　しょうゆ
マーマレード　  片栗粉

はるさめサラダ
はるさめ　きゅうり　トマト　ハム
酢　砂糖　しょうゆ　ごま油

とうがんの
そぼろあんかけ

とうがん　鶏ひき肉
油　しょうゆ　砂糖　酒　片栗粉

きゅうりと
コーンのサラダ

きゅうり　アスパラガス　にんじん　コーン缶
フレンチドレッシング●

御飯 米
牛乳
ロールパン

牛乳
ロールパン○

マーボーなす
なす　豚ひき肉　にんじん　ねぎ　しょうが
ごま油　米みそ　しょうゆ　酒　砂糖　片栗粉

鮭の
ちゃんちゃん焼き

さけ　食塩　キャベツ　にんじん
油　米みそ　みりん　砂糖　酒　しょうゆ 鶏の梅しそ春巻き

鶏ささ身　しそ　うめ干し　春巻きの皮
なたね油　塩

御飯 米 御飯 米 御飯 米

29 牛乳○ 30 牛乳○ 31 牛乳○26 牛乳○ 27 牛乳○ 28 牛乳○

☆ツナチーズトースト 食パン○　ツナ水煮缶　とろけるチーズ○　ﾏﾖﾄﾞﾚ ☆水ようかん こしあん　砂糖　粉かんてん　水　食塩 メロンパン メロンパン◎かりんとう かりんとう（白） ☆かぼちゃのスコーン ホットケーキ粉　かぼちゃ　無塩バター○ ☆黒糖蒸しパン 小麦粉　ベーキングパウダー　牛乳○　黒砂糖

牛乳 牛乳○ お茶 お茶 牛乳 牛乳○牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○

ブロッコリーの
おかか和え

ブロッコリー　キャベツ　にんじん　コーン缶
しょうゆ　かつお節

みそ汁 なす　キャベツ　油揚げ　かつおだし汁　米みそ みそ汁
じゃがいも　たまねぎ　カットわかめ
米みそ　かつおだし汁 みそ汁 絹ごし豆腐　なめこ　ねぎ　かつおだし汁　米みそ みそ汁

だいこん　油揚げ　カットわかめ
かつおだし汁　米みそ

ひじきの煮物
ひじき　油揚げ　にんじん
しょうゆ　砂糖　酒　ごま油 オクラのごま和え オクラ　いんげん　しょうゆ　砂糖　すりごま

もやしと
わかめのナムル

もやし　にんじん　カットわかめ
しょうゆ　ごま油　ごま

御飯 米

鶏肉の照り焼き
鶏もも肉　片栗粉　油　しょうゆ　砂糖　みりん
しょうが さばの塩焼き さば　食塩 あじのマリネ

あじ　たまねぎ　にんじん　黄ピーマン
米粉　油　酢　砂糖　食塩　こしょう 梅風味の豚肉炒め

豚肉　たまねぎ　うめ干し　しょうが
本みりん　酒　しょうゆ　油

御飯 米 とうもろこし御飯 米　とうもろこし　食塩 御飯 米

22 牛乳○ 23 牛乳○ 24 牛乳○19 牛乳○ 20 牛乳○ 21 牛乳○

☆ずんだ白玉団子 えだまめ　砂糖　白玉粉　絹ごし豆腐 ルヴァン ビスケット
ミニストロベリー
ツイスト

ミニストロベリーツイスト◎

牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○お茶
すいか
カルシウムせんべい

お茶　すいか　しょうゆせんべい

マカロニサラダ
マカロニ　ツナ水煮缶　キャベツ　にんじん
ﾏﾖﾄﾞﾚ　しょうゆ　砂糖　酢

すまし汁
たまねぎ　えのきたけ　油揚げ
かつおだし汁　しょうゆ わかめスープ カットわかめ　キャベツ　食塩　こしょう　ごま みそ汁 絹ごし豆腐　油揚げ　ねぎ　かつおだし汁　米みそ ズッキーニのスープ

ズッキーニ　にんじん　コーン缶
食塩  かつおだし汁

とうがんの
そぼろあんかけ

とうがん　鶏ひき肉
油　しょうゆ　砂糖　酒　片栗粉 はるさめサラダ

はるさめ　きゅうり　トマト　ハム
酢　砂糖　しょうゆ　ごま油

キャベツと
じゃこの酢あえ

キャベツ　にんじん　しらす干し
酢　砂糖 　しょうゆ

鮭の
ちゃんちゃん焼き

さけ　食塩　キャベツ　にんじん
油　米みそ　みりん　砂糖　酒　しょうゆ マーボーなす

なす　豚ひき肉　にんじん　ねぎ　しょうが
ごま油　米みそ　しょうゆ　酒　砂糖　片栗粉 カレイの照り焼き かれい　片栗粉　しょうゆ　本みりん　酒

御飯 米 御飯 米 御飯 米

15 牛乳○ 16 牛乳○ 17 牛乳○12 13 牛乳○ 14 牛乳○

☆ツナチーズトースト 食パン○　ツナ水煮缶　とろけるチーズ○　ﾏﾖﾄﾞﾚ ☆水ようかん こしあん　砂糖　粉かんてん　水　食塩 北海道ミルクパン ミルクパン◎かりんとう かりんとう（白） ☆かぼちゃのスコーン ホットケーキ粉　かぼちゃ　無塩バター○ ☆黒糖蒸しパン 小麦粉　ベーキングパウダー　牛乳○　黒砂糖

牛乳 牛乳○ お茶 お茶 牛乳 牛乳○牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○

絹ごし豆腐　なめこ　ねぎ　かつおだし汁　米みそ みそ汁
だいこん　油揚げ　カットわかめ
かつおだし汁　米みそ

バナナ

バナナ

中華めん●　卵●　トマト　ハム　きゅうり
しょうゆ　酢　砂糖　ごま油

ウィンナーソーセージ○　ホットケーキ粉
牛乳○　油

中華めん　豚肉　キャベツ　たまねぎ
にんじん　　油　食塩　ウスターソース
ケチャップ　しょうゆ　あおのり

牛乳
ロールパン

牛乳
ロールパン○

オクラ　いんげん　しょうゆ　砂糖　すりごま
もやしと
わかめのナムル

もやし　にんじん　カットわかめ
しょうゆ　ごま油　ごま

ブロッコリーの
おかか和え

ブロッコリー　キャベツ　にんじん　コーン缶
しょうゆ　かつお節

みそ汁 なす　キャベツ　油揚げ　かつおだし汁　米みそ みそ汁
じゃがいも　たまねぎ　カットわかめ
かつおだし汁　　米みそ みそ汁

鶏肉の照り焼き
鶏もも肉　片栗粉　油　しょうゆ　砂糖　みりん
しょうが さばの塩焼き さば　食塩 あじのマリネ

あじ　たまねぎ　にんじん　黄ピーマン
米粉　油　酢　砂糖　食塩　こしょう

御飯 米

バナナ

冷やし中華

焼きそば

アメリカンドーナツ

梅風味の豚肉炒め
豚肉　たまねぎ　うめ干し　しょうが
本みりん　酒　しょうゆ　油

鶏肉の
マーマレード焼き

鶏もも肉　砂糖　食塩　しょうゆ
マーマレード　  片栗粉

御飯 米 とうもろこし御飯 米　とうもろこし　食塩 御飯 米

8 牛乳○ 9 牛乳○ 10 牛乳○5 牛乳○ 6 牛乳○ 7 牛乳○

☆フルーツヨーグルト ヨーグルト○　砂糖　パイン缶　もも缶 カルシウムせんべい しょうゆせんべい
ミニストロベリー
ツイスト

ミニストロベリーツイスト◎

牛乳 牛乳○ お茶 お茶 牛乳 牛乳○

キャベツと
じゃこの酢あえ

キャベツ　にんじん　しらす干し
酢　砂糖 　しょうゆ マカロニサラダ

マカロニ　ツナ水煮缶　キャベツ　にんじん
ﾏﾖﾄﾞﾚ　しょうゆ　砂糖　酢

みそ汁 絹ごし豆腐　油揚げ　ねぎ　かつおだし汁　米みそ ズッキーニのスープ
ズッキーニ　にんじん　コーン缶
食塩  かつおだし汁

牛乳
ロールパン

牛乳
ロールパン○

カレイの照り焼き かれい　片栗粉　しょうゆ　本みりん　酒
鶏肉の
マーマレード焼き

鶏もも肉　砂糖　食塩　しょうゆ
マーマレード　  片栗粉

御飯 米

土曜日

1 牛乳○ 2 牛乳○ 3 牛乳○

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

お茶

ブロッコリーサラダ
ブロッコリー　にんじん　コーン缶
ﾏﾖﾄﾞﾚ　酢　 砂糖　しょうゆ

米　豚肉　じゃがいも　たまねぎ　 にんじん
油　カレールウ

ブロッコリーサラダ

カレーライス
米　豚肉　じゃがいも　たまねぎ　 にんじん
油　カレールウ

ブロッコリー　にんじん　コーン缶
ﾏﾖﾄﾞﾚ　酢　 砂糖　しょうゆ

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

カレーライス

コールスローサラダ

キーマカレーライス
（夏野菜）

コールスローサラダ
キャベツ　にんじん　コーン缶　ハム
酢　砂糖　 しょうゆ　ﾏﾖﾄﾞﾚ

米　豚ひき肉　なす　ピーマン　黄ピーマン
ズッキーニ　たまねぎ　トマト　水　カレールウ

キーマカレーライス
（夏野菜）

米　豚ひき肉　なす　ピーマン　黄ピーマン
ズッキーニ　たまねぎ　トマト　水　カレールウ

お茶

暑い日が続くと食欲も落ちてしまいますが、

できるだけ食べて夏を乗り切りましょう！！

バナナ
キャベツ　にんじん　コーン缶　ハム
酢　砂糖　 しょうゆ　ﾏﾖﾄﾞﾚ

ひじきの煮物
ひじき　油揚げ　にんじん
しょうゆ　砂糖　酒　ごま油 オクラのごま和え

振替休日

牛乳
りんごゼリー
マリービスケット

牛乳○
ゼリー
ビスケット

朝おやつの牛乳は

１、２歳児のみです。




