
日 曜 お昼メニュー 材料 おやつメニュー 材料
熱量（ｋｃａｌ）
蛋白質（ｇ）

備考

ごはん　 米　

高野豆腐　豚肉　人参　しめじ　こんにゃく　ひじき　油揚げ　グリンピース

砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし パイナップル パイナップル

麩とかまぼこのすまし汁 麩　かまぼこ　昆布　しょう油　みりん　酒　塩　かつおだし　かつおぶし　さばぶし エースコイン ☆　☆　☆

ごはん　 米　

豚肉　粉末状植物性たん白　食塩　パン粉　ショートニング　大豆粉　油　

ケチャップ　砂糖　ウスターソース ビスコ
夏野菜の味噌汁 かぼちゃ　茄子　ピーマン　しめじ　煮干し　昆布　合わせ味噌　かつおだし　かつおぶし　さばぶし 星たべよ

米　ポークビッツ　玉葱　人参　グリンピース　マッシュルーム　コーン

コンソメ　ブイヨン　塩

コンソメスープ じゃがいも　白菜　しめじ　コーン　豚肉　コンソメ　ブイヨン　しょう油　みりん　酒　塩

ゼリー ゼリー

米　卵　豚肉　玉葱　人参　しめじ　油揚げ　三つ葉　

砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし

えびかつ えび　玉葱　パン粉　卵白粉　油 プリッツ（サラダ味）
プルーン プルーン えび小丸

うどん　油揚げ　玉葱　人参　しめじ　

かつおだし　砂糖　しょう油　みりん　酒　

さつまいもサラダ さつまいも　ブロッコリー　ハム　ツナ　コーン　マヨネーズ ソフトせんべい
かりかり魚 煮干し　油 野菜かりんとう
ごはん　 米

鮭のしそ香り焼き 鮭　塩　しそ　しょう油　みりん　酒

白菜としめじの煮浸し 白菜　しめじ　小松菜　人参　油揚げ　砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし バナナ バナナ

えのきとかまぼこのすまし汁 えのき　かまぼこ　昆布　しょう油　みりん　酒　塩　かつおだし　かつおぶし　さばぶし シガーフライ ☆　☆　☆

ごはん　 米　

切干大根　豚肉　人参　しめじ　じゃがいも　こんにゃく　ひじき　

油揚げ　グリンピース　砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし

若布と豆腐のすまし汁 若布　豆腐　昆布　しょう油　みりん　酒　塩　かつおだし　かつおぶし　さばぶし

ごはん　ちりめんじゃこ 米　ちりめんじゃこ

ぱりんこ
白菜としめじの味噌汁 白菜　しめじ　油揚げ　葱　煮干し　昆布　合わせ味噌　かつおだし　かつおぶし　さばぶし 牛乳せんべい

米　豚肉　玉葱　人参　白菜　しめじ　小松菜　ひじき　油揚げ　

かつおだし　しょう油　みりん　酒　片栗粉

牛肉コロッケ じゃがいも　牛肉　玉葱　牛脂　パン粉　小麦粉　コーンフラワー　水あめ　ショートニング　砂糖　しょう油　食塩　油

チーズ チーズ

米　鶏肉　玉葱　人参　グリンピース　マッシュルーム　コーン

コンソメ　ブイヨン　塩

エントリー
お野菜せんべい

米　豚肉　玉葱　人参　白菜　しめじ　小松菜　ひじき　油揚げ　

かつおだし　しょう油　みりん　酒　片栗粉

ビスコ
星たべよ

うどん　きゃべつ　きゅうり　もやし　人参　ツナ　コーン　

砂糖　しょう油　みりん　酒　酢　ごま油　めんつゆ

源氏パイ
おにぎりせんべい

米　豚肉　玉葱　人参　白菜　しめじ　ニラ　えび　コーン　

中華だし　しょう油　みりん　酒　生姜　片栗粉

たべっ子どうぶつ
ソフトせんべい

米　ポークビッツ　玉葱　人参　グリンピース　マッシュルーム　コーン

コンソメ　ブイヨン　塩

米　卵　豚肉　玉葱　人参　しめじ　油揚げ　三つ葉　

砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし

えびかつ えび　玉葱　パン粉　卵白粉　油 プリッツ（サラダ味）
プルーン プルーン えび小丸

うどん　油揚げ　玉葱　人参　しめじ　

かつおだし　砂糖　しょう油　みりん　酒　

さつまいもサラダ さつまいも　ブロッコリー　ハム　ツナ　コーン　マヨネーズ ソフトせんべい
かりかり魚 煮干し　油 野菜かりんとう
ごはん　 米

鮭のしそ香り焼き 鮭　塩　しそ　しょう油　みりん　酒

白菜としめじの煮浸し 白菜　しめじ　小松菜　人参　油揚げ　砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし バナナ バナナ

えのきとかまぼこのすまし汁 えのき　かまぼこ　昆布　しょう油　みりん　酒　塩　かつおだし　かつおぶし　さばぶし シガーフライ ☆　☆　☆

ごはん　 米

切干大根　豚肉　人参　しめじ　じゃがいも　こんにゃく　ひじき　

油揚げ　グリンピース　砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし

若布と豆腐のすまし汁 若布　豆腐　昆布　しょう油　みりん　酒　塩　かつおだし　かつおぶし　さばぶし

ごはん　ちりめんじゃこ 米　ちりめんじゃこ

ぱりんこ
白菜としめじの味噌汁 白菜　しめじ　油揚げ　葱　煮干し　昆布　合わせ味噌　かつおだし　かつおぶし　さばぶし 牛乳せんべい

ごはん　 米　

高野豆腐　豚肉　人参　しめじ　こんにゃく　ひじき　油揚げ　グリンピース

砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし パイナップル パイナップル

麩とかまぼこのすまし汁 麩　かまぼこ　昆布　しょう油　みりん　酒　塩　かつおだし　かつおぶし　さばぶし エースコイン ☆　☆　☆

米　鶏肉　玉葱　人参　グリンピース　マッシュルーム　コーン

コンソメ　ブイヨン　塩

中華スープ 白菜　しめじ　コーン　豚肉　中華だし　しょう油　みりん　酒　塩　生姜 エントリー
チーズ チーズ お野菜せんべい
ごはん　 米　

豚肉　粉末状植物性たん白　食塩　パン粉　ショートニング　大豆粉　油　

ケチャップ　砂糖　ウスターソース ビスコ
夏野菜の味噌汁 かぼちゃ　茄子　ピーマン　しめじ　煮干し　昆布　合わせ味噌　かつおだし　かつおぶし　さばぶし 星たべよ

うどん　きゃべつ　きゅうり　もやし　人参　ツナ　コーン　

砂糖　しょう油　みりん　酒　酢　ごま油　めんつゆ

かぼちゃコロッケ かぼちゃ　じゃがいも　卵白　小麦粉　砂糖　塩　油 源氏パイ
バナナ バナナ おにぎりせんべい

米　豚肉　玉葱　人参　白菜　しめじ　ニラ　えび　コーン　

中華だし　しょう油　みりん　酒　生姜　片栗粉

ひじきサラダ ひじき　きゅうり　人参　かにかま　コーン　マヨネーズ　しょう油　すりごま たべっ子どうぶつ
レアチーズ レアチーズ ソフトせんべい

米　ポークビッツ　玉葱　人参　グリンピース　マッシュルーム　コーン

コンソメ　ブイヨン　塩

コンソメスープ じゃがいも　白菜　しめじ　コーン　豚肉　コンソメ　ブイヨン　しょう油　みりん　酒　塩

ゼリー ゼリー

家庭保育協力日

家庭保育協力日
ウインナーピラフ

お菓子

冷やしうどん

チキンピラフ

ゼリー

グラハムビスケット

グラハムビスケット

牛乳
高野豆腐と豚肉の煮物

鶏肉　ケチャップ　ウスターソース　りんごジュース　砂糖

地蔵祭り　4：00～7：30
フライドポテト・焼きそば・ミックスジュース・から揚げ・揚げたこ焼き・わらびもちなど、

おいしい食べ物がたくさんあります。楽しみにしていてくださいね♪

切干大根と豚肉の煮物
☆　☆　☆

切干大根と豚肉の煮物
☆　☆　☆

中華スープ 白菜　しめじ　コーン　豚肉　中華だし　しょう油　みりん　酒　塩　生姜

冷やしうどん

バナナ バナナ

☆　☆　☆

中華丼 牛乳 牛乳

牛乳

21.4

31 土
ジュース りんごジュース　 547

☆　☆　☆ 15.4

30 金
652

666

☆　☆　☆ 19.2

29 木
牛乳 牛乳 792

☆　☆　☆ 22.5

チキンピラフ 牛乳

☆　☆　☆ 17.2

28 水
牛乳 牛乳

788

牛乳

24 土

26 月
531

18.6

27 火

20.6

ウインナーピラフ

お菓子

レアチーズ レアチーズ

23 金
牛乳 牛乳 477

☆　☆　☆ 33.8
チキンのバーベキューソース焼き

28.1

ヨーグルト ヨーグルト 520

☆　☆　☆ 24.2

21 水
牛乳 牛乳 557

22 木

☆　☆　☆ 29.1

20 火
きつねうどん 牛乳 牛乳 609

15.4

19 月
他人丼 牛乳 牛乳 723

コンソメスープ

特別保育（申込）
☆　☆　☆ 18.9

17 土
ジュース りんごジュース　 547

特別保育（申込）
☆　☆　☆

☆　☆　☆ 15.4

16 金
中華丼 牛乳 牛乳 571

白菜　しめじ　コーン　豚肉　コンソメ　ブイヨン　しょう油　みりん　酒　塩

特別保育（申込）
☆　☆　☆ 15.4

15 木
牛乳 牛乳 597

特別保育（申込）

14 水
野菜あんかけ丼 牛乳 牛乳 579

ゼリー

13 火
牛乳 牛乳 494

特別保育（申込）
☆　☆　☆ 13.5

18.1お菓子 ☆　☆　☆

12 月 休　園　（山の日）

チキンのバーベキューソース焼き 鶏肉　ケチャップ　ウスターソース　りんごジュース　砂糖

☆　☆　☆ 37.3

10 土
野菜あんかけ丼 ジュース りんごジュース　 564

木
ヨーグルト ヨーグルト 520

20.6

9 金
牛乳 牛乳 645

☆　☆　☆ 24.2

7 水
牛乳 牛乳 557

28.1

8

☆　☆　☆ 29.1

6 火
きつねうどん 牛乳 牛乳 609

家庭保育協力日
☆　☆　☆ 15.4

5 月
他人丼 牛乳 牛乳 723

3 土
ウインナーピラフ ジュース りんごジュース　 547

お菓子

2 金
牛乳 牛乳 524

ヒレカツ　ケチャップソース
☆　☆　☆ 30.7

ヒレカツ　ケチャップソース

令和元年　　8　月　献　立　表　（  ５歳児ひまわり組・４歳児つくし組・３歳児たんぽぽ組・２歳児うさぎ組　）　　椥辻こども園

1 木
牛乳 牛乳 531 ☆今月のお米☆

小杉農園のきぬひかり・
ミルキークイーンです♪

高野豆腐と豚肉の煮物
18.6

今月この地域の旬（たくさん
出回りおいしく食べられる
食材）はかぼちゃ･茄子・

ピーマンです。
給食のメニューにも取り入れ
ているので、何が入っている
か探してみてくださいね♪

サンプルはたんぽぽ組（3歳児）
の分量です。うさぎ組はそれよ
り少なめ、つくし・ひまわり組は
それより多めです。質問などは

担任にお聞きください。


