
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1日 2日 3日 4日 5日

白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g
◎チキンカツ ◎豚肉の味噌焼 ◎カレイの照り焼き ◎鶏肉フレーク焼き ◎たらのオーロラ焼き
◎タルタルソース ◎ポテトサラダ.チーズ入り ◎コーンｺﾛｯｹ ◎ｿｰｾｰｼﾞ天ぷら ◎ミニハンバーグ
◎クリンクル人参蒸し ◎野菜の炒め物 ◎とんかつソース ◎焼き南瓜（１枚） ◎ｵｰﾛﾗｿｰｽ
◎ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝ高野煮 ◎杏仁マンゴー ◎ほうれん草・白菜ソテー ◎豆腐のカレーミート ◎野菜のソテー
◎パイン缶 ◎ペンネのケチャップ炒め ◎リンゴ缶 ◎切干大根煮

◎いちごヨーグルト ◎みかん缶

卵・小麦・乳・大豆・鶏・りんご 卵・小麦・乳・さば・大豆・鶏 小麦・乳・さば・大豆・鶏・りんご 小麦・乳・大豆・鶏・豚・りんご 小麦・乳・オレンジ・大豆・鶏・豚

りんご りんご
6日 7日☆七夕メニューの日☆ 8日☆新メニューの日☆ 9日 10日 11日 12日

白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g
◎豚ジンギスカン ◎星型オムレツ ◎カレイのマヨネーズ焼き ◎わかめごはん ◎スクランブルエッグ ◎ますのカレー煮 ◎鶏肉ｱｰﾓﾝﾄﾞ焼
◎うどん付合わせ ◎カレーソース ◎マヨネーズ ◎メンチカツ ◎揚げ肉しゅうまい ◎にんじんとコーン ◎えだまめ
◎ウインナーのソテー ◎星型ポテト ◎肉団子の照り煮　 ◎とんかつソース ◎ボイルキャベツ ◎うどんチャンプル ◎さくらしゅーまい
◎マンゴー缶 ◎焼き南瓜 ◎キャベツソテー ◎コーンといんげんのソテー ◎南瓜グラタン ◎みかん缶 ◎ｼﾞｬｰﾏﾝポテト

◎きのこスパゲティー ◎もやしとﾊﾑの塩タレ炒め ◎じゃが芋のデミソース ◎チーズ ◎杏仁マンゴー
◎星型フルーツ寒天 ◎リンゴ缶 ◎フルーツミックス ◎黄桃缶

卵・小麦・乳・ごま・さば・大豆 卵・小麦・乳・大豆・豚・りんご 小麦・乳・ごま・大豆・鶏・豚 小麦・乳・オレンジ・牛・ごま・大豆 卵・小麦・乳・牛・大豆・鶏 小麦・乳・オレンジ・さけ・大豆 卵・小麦・乳・ナッツ・大豆・鶏

鶏・豚・りんご りんご 鶏・豚・りんご 豚・もも 豚・りんご
13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日

白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯100g 白飯110g
◎カレイのチーズ焼き ◎炊き込みごはん ◎豚肉のしょうが焼き ◎たらの磯部揚げ ◎ハムカツ ◎中華風ピラフ ◎カレイの塩焼き
◎ﾐﾆﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ◎鶏肉の塩だれ焼き ◎肉しゅうまい ◎角揚げ煮 ◎タルタルソース ◎鶏肉のケチャップ焼き　 ◎ﾐﾆﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
◎ほうれん草ｳｲﾝﾅｰｿﾃｰ ◎たこちゃんウインナー ◎ブロッコリー ◎野菜のソテー ◎ｿｰｾｰｼﾞのﾊﾟﾝ粉焼き ◎ケチャップ ◎さつま芋ハニー
◎焼きそば ◎つぶしさつま芋焼き ◎ｷｬﾍﾞﾂと桜エビの炒め物 ◎じゃが芋とコーンのマヨ焼き ◎ナポリタン付け合わせ ◎ごまささみカツ ◎ｷｬﾍﾞﾂとひき肉の炒め物
◎ヨーグルトフルーツ和え ◎高野豆腐のふわふわ煮 ◎黄桃缶 ◎みかん缶 ◎中華風野菜炒め ◎にんじんとコーンのグラッセ ◎いちごヨーグルト

◎リンゴ缶 ◎杏仁豆腐とパイン ◎ポテト炒め
◎マンゴー寒天

卵・小麦・乳・大豆・鶏・豚 卵・小麦・乳・牛・ごま・大豆 卵・小麦・乳・えび・牛・大豆 卵・小麦・乳・オレンジ・大豆・鶏 卵・小麦・乳・かに・ごま・大豆 卵・小麦・乳・牛・ごま・大豆 卵・小麦・乳・大豆・鶏・豚
もも・りんご 鶏・豚・りんご 鶏・豚・もも 豚・りんご 鶏・豚 鶏・豚・ゼラチン りんご

20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日
白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g
◎わかめごはん ◎揚げギョウザ　・海苔塩 ◎手作り鮭ﾌﾗｲ ◎チキンムニエル ◎酢鶏 ◎ますの塩焼き ◎ポークチャップ
◎ハートオムレツ ◎肉団子の照り煮 ◎中濃ソース ◎オムレツ ◎じゃが芋のﾁｰｽﾞ焼き ◎星型ポテト ◎コーンソテー
◎ケチャップ ◎キャベツコーンソテー ◎赤ｳｲﾝﾅｰ ◎ミートソース ◎チーズ ◎たこちゃんウインナー ◎キャベツの塩炒め
◎鶏肉の照り焼 ◎もやしハム炒め ◎えだまめ ◎ビーフン炒 ◎みかん缶 ◎切干大根煮 ◎リンゴ缶
◎ポテトフライ ◎黄桃缶 ◎和風スパゲティー ◎パイン缶 ◎黄桃缶
◎ベーコンとごぼうの洋風炒め ◎マンゴー缶
◎みかん缶

卵・小麦・乳・オレンジ・ごま・さば 卵・小麦・乳・牛・大豆・鶏 小麦・乳・牛・さけ・大豆・鶏 卵・小麦・乳・牛・大豆・鶏 卵・小麦・乳・オレンジ・牛・大豆 小麦・乳・牛・さけ・大豆・鶏 小麦・乳・牛・ごま・大豆・鶏
大豆・豚・りんご 豚・もも・りんご 豚・りんご 豚・ゼラチン 鶏・豚・りんご・ゼラチン 豚・もも 豚・りんご・ゼラチン

27日 28日 29日 30日 31日
白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g 白飯110g
◎トマト煮込みハンバーグ ◎カレイのパン粉焼き 菜飯素 ◎豚すき風 ◎ごましおご飯
◎ブロッコリー ◎揚げ肉しゅうまい ◎とんかつ ◎うどん付合わせ ◎ますのカレームニエル
◎スパゲティ―付け合わせ ◎人参グラッセ ◎とんかつソース ◎花形人参 ◎ｶﾚｰﾏﾖ
◎ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄｸﾞﾗﾀﾝ ◎ｷｬﾍﾞﾂとﾜｶﾒおかか炒め ◎さつま芋マッシュ ◎ウインナーのソテー ◎バターコロッケ
◎パン粉チーズ ◎パイン缶 ◎マカロニグラタン・バター入り ◎黄桃缶 ◎小松菜ベーコンソテー
◎粗挽きウインナー ◎グラタントッピング用チーズ ◎ビーフン炒
◎杏仁マンゴー ◎みかん缶 ◎杏仁マンゴー

卵・小麦・乳・大豆・鶏・豚 卵・小麦・乳・牛・大豆・鶏 卵・小麦・乳・オレンジ・大豆・豚 小麦・乳・さば・大豆・鶏・豚 卵・小麦・乳・牛・ごま・さけ
りんご 豚・りんご りんご もも・りんご 大豆・鶏・豚・りんご・ゼラチン

※お米は道産ななつぼしを使用しています。

平成  29 年   8 月　　献　立　表　　昼　　食　　園児食

☆フレア給与栄養量☆ 
●１～２歳児：エネルギー：285ｋcal 

        蛋白質  ：4.5g～6ｇ        

        脂 質  ：6.1g～9.2g         

         食塩相当量：0.9～1.0g未満 

 

●3～5歳児：エネルギー ：390kcal 

        蛋白質       ：6g～7.5g          

       脂 質      ：8.4g～12.7g  

                     食塩相当量： 1.2g～1.3g未満    

 
8月になりましたね。 
もうみんなは海やプールに
行って遊んできたかな？ 
海やプールで遊ぶときにも、
熱中症になりやすいので、お
外で遊ぶときと同じようにこ
まめに水分をとって元気に遊
びましょうね。 
 
早寝、早起きして、お昼ごは
んもしっかり食べて暑い夏に
負けないようにしましょう。 
9月の献立にはすいかの提供
を予定しています。楽しみに
しててくださいね。 
 
 


