
豚丼 ウエハース、プルーン 豚肉　油揚げ 白米　ウエハース 人参　玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ

ｷｬﾍﾞﾂのみそ汁　果物 牛乳 牛乳 ｷｬﾍﾞﾂ ﾈｷﾞ プルーン 果物 

あわごはん　鯖のみそ煮　ひじき炒め おやつパン 鯖 ひじき　豚肉　枝豆 白米　あわ　ｺﾝﾆｬｸ 人参　大根　青しそ　ﾈｷﾞ

とろろ昆布のすまし汁　果物 牛乳 とろろ昆布　絹ごし豆腐 おやつﾊﾟﾝ 果物

ごはん　肉じゃが チーズサブレ 豚肉　卵　 ﾁｰｽﾞ　ちくわ 白米　あわ　しらたき 人参 玉ねぎ 小松菜

わかめの和え物　アーサ汁　果物 牛乳 わかめ 牛乳 じゃが芋　砂糖　バター きゅうり ﾈｷﾞ 冬瓜　果物

ゆかりごはん　鮭の塩焼き　果物 ふかし芋 鮭　厚揚げ 白米　さつま芋　 人参 小松菜 大根　

小松菜のごま和え　具だくさん汁 牛乳 牛乳 ｺﾞﾏ　油 ｺﾞﾎﾞｳ 長ﾈｷﾞ 果物

ごはん　冬瓜のそぼろ煮　果物 キャロットケーキ 鶏ﾐﾝﾁ 白米 ﾊﾞﾀｰ 小麦粉　油 人参 玉ねぎ ｺﾞ-ﾔ- 冬瓜 

ゴ-ヤ-の甘辛ｺﾞﾏ炒め　かぼちゃのみそ汁 牛乳 卵　牛乳 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ｲﾝｹﾞﾝ かぼちゃ ﾈｷﾞ果物

なすとアスパラのﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ しそひじきおにぎり 合挽き肉 スパゲティー　ｺｰﾝ　 人参玉ねぎｷｬﾍﾞﾂ小松菜果物

野菜サラダ　小松菜スープ　果物 お茶 しそひじき 牛乳 白米　オリーブ油 ｱｽﾊﾟﾗ ﾄﾏﾄ 黄ﾋﾟｰﾏﾝ ﾅｽ ｷｭｳﾘ

三色丼　 ｼﾞｬﾑサンドクラッカー 鶏ﾐﾝﾁ　チキ揚げ　 白米　ｺｰﾝ　ｻﾂﾏｲﾓ 人参 玉ねぎ ﾈｷﾞ

お芋汁　　果物 牛乳 牛乳 クラッカー　ジャム 小松菜 果物　長ネギ

【ｶﾐｶﾐ献立】　あわごはん　鯖のゴマ焼き くずもち 鯖　豚肉　ｶﾆかま 白米　あわ　春雨　ｺｰﾝ 人参　大根　長ﾈｷﾞ　果物

春雨サラダ　沢煮椀　果物 牛乳 牛乳　きな粉 ｺﾞﾏ　砂糖 黒糖粉 芋くず ｺﾞﾎﾞｳ きゅうり

三枚肉そば　甘酢和え ゆかりおにぎり 豚ばら肉　チーズ 沖縄そば　砂糖 人参　ｷｬﾍﾞﾂ　きゅうり

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰﾁｰｽﾞ焼き　果物 牛乳 ｶﾏﾎﾞｺ　牛乳 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 白米 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ﾈｷﾞ　果物

ごはん　鮭の甘酢煮 スイートポテト 鮭 ツナ 豚肉　牛乳 白米　じゃが芋 人参 ｷｭｳﾘ 長ネギ ゴ-ヤｰ

ゴーヤーﾂﾅ和え　豚レバー汁　果物 牛乳 豚ﾚﾊﾞｰ　生ｸﾘｰﾑ 黒ｺﾞﾏ さつま芋 小松菜　果物

炊き込みチャーハン　 ビスコ・ﾁｰｽﾞ 豚肉　チーズ 白米　ごま油 人参 玉ねぎ 大根　果物

中華スープ　果物 牛乳 牛乳 油　ビスコ 小麦粉　えのき 長ﾈｷﾞ　

冷やし中華　ゴーヤーのかき揚げ　 いなり寿司 ﾊﾑ　卵　　ﾖｰｸﾞﾙﾄ 中華麺　小麦粉　ごま 玉ねぎ　ｷｭｳﾘ　人参

ヨーグルト和え お茶 いなりあげ　 片栗粉　油 ｺﾞｰﾔｰ　ﾊﾞﾅﾅ　パイン缶

ごはん　白身魚のカレームニエル バナナケーキ 赤魚　チーズ　卵　 白米　ﾏﾖﾈｰｽﾞ ｶﾎﾞﾁｬ しめじ ﾊﾟｾﾘ 果物

かぼちゃサラダ　小松菜のすまし汁　果物 牛乳 牛乳 ﾊﾞﾀｰ 小松菜 ﾚｰｽﾞﾝ　

【食育の日献立】　フ-チバ-ジュ-シ-　果物 アガラサー ﾂﾅ ひじき 木綿豆腐 白米　油　こんにゃく 人参 玉ねぎ ｺﾞｰﾔｰ 

ｺﾞｰﾔｰチャンプルー　イナムドゥチ 牛乳 豚肉　牛乳 強力粉 黒糖粉 ネギ　ﾌｰﾁﾊﾞｰ　果物

麦ごはん　沖縄風煮付け　果物 おやつﾊﾟﾝ 豚肉　厚揚げ　昆布　 白米　押し麦　砂糖　 人参　大根　ｲﾝｹﾞﾝ 果物

ﾊﾟﾌﾟﾘｶのﾂﾅ和え　あさりのすまし汁 牛乳 ﾂﾅ　あさり　牛乳 おやつﾊﾟﾝ 赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ ｷｬﾍﾞﾂｷｭｳﾘ みつば

チキンと冬瓜のカレーライス　果物 ココアクッキー 鶏肉　ﾁｰｽﾞ　しらす　 白米 あわ じゃが芋　ｺﾞﾏ　ﾊﾞﾀｰ 人参 玉ねぎ 冬瓜 赤ﾋﾟ-ﾏﾝ　

ｷｬﾍﾞﾂのﾊﾟﾘﾊﾟﾘｻﾗﾀﾞ　オニオンスープ 牛乳 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　卵　牛乳 砂糖　小麦粉　ｶﾚｰﾙｰ ｷｭｳﾘ ﾊﾟｾﾘ ｷｬﾍﾞﾂ　果物

中華あんかけ丼 コーンフレーク 豚肉　ｱｰｻ 白米　コーンフレーク 人参　玉ねぎ　もやし　ﾆﾗ

冬瓜のみそ汁　果物 牛乳 油　かたくり粉 冬瓜　ねぎ　果物

ごはん　なすみそ炒め　 スノーボール 豚肉　糸削り節 白米　ﾊﾞﾀｰ 砂糖 人参　玉ねぎ　ﾅｽ　ｵｸﾗ ﾋﾟｰﾏﾝ

オクラのおかか和え　アーサ汁　果物 牛乳 アーサ　絹ごし豆腐 小麦粉 ごま油 赤ﾋﾟｰﾏﾝ 大根 果物

麦ごはん　豆腐の旨煮　ゴマ和え ちんびん 豚肉　木綿豆腐　 白米　押し麦　小麦粉 白菜 小松菜 ｼｲﾀｹ 人参ｲﾝｹﾞﾝ

もやしのみそ汁　果物 牛乳 ちくわ　牛乳 油　砂糖　黒糖粉　ｺﾞﾏ ﾊﾟﾌﾟﾘｶ 玉ねぎ もやし ﾆﾗ 果物

【ｶﾐｶﾐ献立】　麦ごはん　レバー竜田揚げ マシュマロおこし 豚ﾚﾊﾞｰ　もずく 白米 押し麦 ｵｰﾄﾐｰﾙ　 ｺﾞﾎﾞｳ　白菜　ｷｭｳﾘ 人参

ごぼうサラダ　もずくｽｰﾌﾟ　果物 牛乳 牛乳 ﾊﾞﾀｰ  ﾏﾖﾈｰｽﾞ 片栗粉  ｺｰﾝ ニラ　果物

あわごはん　豆腐チャンプルー　 おやつﾊﾟﾝ 厚揚げ　チキ揚げ　ﾂﾅ　 白米　あわ 油　 人参　玉ねぎ　大根　ﾓｳｲ

モウイの和え物　鶏汁　果物 牛乳 鶏肉 牛乳 おやつﾊﾟﾝ ﾆﾗ　もやし きゅうり　果物

【お誕生日給食】ふりかけごはん　ﾁｷﾝﾀﾙﾀﾙｿｰｽがけ バースデーケーキ 鶏もも肉　卵　ﾂﾅ 白米　　砂糖 人参　ﾌﾞﾛｋｯｺﾘｰ　ﾊﾟﾊﾟｲﾔ

ブロッコリーサラダ　パパイヤスープ　果物　　 牛乳 牛乳 ﾊﾞﾀｰ　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ｶｲﾜﾚ　ﾊﾟｾﾘ　果物

枝豆ごはん　ﾊｯｼｭﾄﾞﾎﾟｰｸ　果物 麦ふぁ～　ミニｾﾞﾘｰ 豚肉　大豆　卵　 白米 　ミニゼリー　麦ふぁ～ 人参 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ

 ほうれん草のｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ　 牛乳 枝豆　牛乳 コーン　ハヤシルウ ｼﾒｼﾞ えのき ﾎｳﾚﾝ草

ウンケージューシー 果物 メープルケーキ ひじき　ﾜｶﾒ　ﾂﾅ 卵 白米　ﾒｰﾌﾟﾙ ｺﾞﾏ 人参 ｷｭｳﾘ 冬瓜　長ﾈｷﾞ

わかめときゅりのツナ和え　冬瓜汁 牛乳 豚肉　鶏モモ肉  牛乳 小麦粉 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 砂糖 油　 ﾈｷﾞ　果物　ｼｲﾀｹ

※食材の都合により献立を変更する事があります。
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　　　　　　　　　　　　８　月予定幼児食献立表

日 曜日 昼食 おやつ
赤（血や肉になる

もの）
黄（熱や力になる

もの）
緑（体調を整える

もの）

　令和２年
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