
たかがみねこども園

※入荷の都合等により、献立を変更することがありますがご了承ください。 　　※月・水・金曜日の３時のおやつは、手作りにしています（曜日を入れ替える場合があります）。

※だしは、いりこ/昆布/鰹節/鯖節/飛魚/椎茸のいずれかを使用しています。 　　※食物アレルギーの場合、アレルゲン物質の除去もしくは代替品での対応をします。

※料理酒、こしょうを使用をする場合があります。 　　　（医師の診断書を提出してください）

オレンジゼリー オレンジジュース　砂糖　ゼラチン

牛乳 牛乳

31

夏野菜カレー（南
瓜フライ））

米　牛肉　なす　じゃがいも　たまねぎ　にんじん
かぼちゃ　鶏レバー　油　カレールウ　油　薄力粉
卵　パン粉

キャベツのツナサ
ラダ

キャベツ　にんじん　ツナ缶　レモン　油　酢　コ
ンソメ　砂糖　塩

お菓子 健康志向菓子 チーズケーキ
クリームチーズ　コーンスターチ　卵　砂糖　レモ
ン　生クリーム じゃがいもチヂミ

じゃがいも　豚ひき肉　にんじん　たまねぎ　おから　片栗
粉　しょうゆ　砂糖　薄力粉　油　ごま油　めんつゆ

ヨーグルト ヨーグルト

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

コーンとバジルの
パン

とうもろこし　チーズ　バジル　強力粉　薄力粉　ドライ
イースト　塩　砂糖　牛乳　（たんぽぽ組：バジルなし） お菓子 健康志向菓子

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

南瓜ポタージュ
かぼちゃ　たまねぎ　牛乳　生クリーム　コンソメ
塩　砂糖 豆腐の味噌汁 豆腐　なめこ　ねぎ　だし汁　みそ玉葱の味噌汁 玉ねぎ　わかめ　だし　みそ

トマトと玉子の
スープ

トマト　卵　パセリ　コンソメ　塩　しょうゆ 小松菜のすまし汁 こまつな　しめじ　だし　塩　しょうゆ

切干大根の洋風煮
切り干しだいこん　にんじん　ベーコン　いんげん
油　砂糖　しょうゆ　コンソメ

小松菜のおかか和
え

こまつな　にんじん　かつお節　砂糖　しょうゆ
しょうゆ ふりかけごはん 米　ふりかけピーマン金平

ピーマン　にんじん　しらたき　ちりめんじゃこ
しょうゆ　砂糖　ごま油

ブロッコリーサラ
ダ

ブロッコリー　キャベツ　大豆　にんじん　たまね
ぎ　酢　油　砂糖　しょうゆ　みりん 茄子のごま和え なす　きゅうり　にんじん　ごま　しょうゆ　砂糖

鶏肉の塩麹焼き 鶏肉　塩麴 ハンバーグ
合びき肉　たまねぎ　豆腐　おから　卵　パン粉
牛乳　ケチャップ　ソース　砂糖　塩 鯖の照焼き さば（乳児組：さわら）　砂糖　しょうゆ

食パン＆いちご
ジャム

食パン　いちごジャム
手作りふりかけご
はん

米　こんぶ　にぼし　しそ　ごま

冷やしうどん
うどん　油揚げ　きゅうり　だし　しょうゆ　みり
ん

トンカツ
豚肉　卵　薄力粉　パン粉　油　ケチャップ　ソー
ス 焼き肉風

牛肉　キャベツ　パプリカ　ピーマン　焼肉のたれ
砂糖　しょうゆ　油

ごはん 米
とうもろこしごは
ん

米　とうもろこし　塩 もち麦ごはん 米　もち麦

27 28 2924 25 ＜お誕生会メニュー＞ 26 ＜かみかみメニュー＞

わらびもち
でん粉　砂糖　きな粉　塩
（たんぽぽ組：りんごゼリー）

お菓子 健康志向菓子 大学芋 さつまいも　油　砂糖　しょうゆ　水あめ　ごま

牛乳 牛乳

ひじきおにぎり
米　ひじき　油揚げ　ちりめんじゃこ　しょうゆ
塩　みりん　砂糖

牛乳 牛乳

パイン缶 パイン缶 お菓子 健康志向菓子

ほうれん草スープ
ほうれんそう　たまねぎ　にんじん　油　コンソメ
塩　しょうゆ

牛乳 牛乳 野菜ジュース 野菜ジュース（にんじん＆りんご） 牛乳 牛乳

はんぺんのすまし
汁

はんぺん　わかめ　だし　塩　しょうゆ

キャベツのスープ
キャベツ　にんじん　たまねぎ　オクラ　油　コン
ソメ　塩　しょうゆ 冬瓜のすまし汁 とうがん　油揚げ　ねぎ　だし　塩　しょうゆ

天ぷら（さつま
芋・ちくわ）

さつまいも　ちくわ　天ぷら粉　油

春雨サラダ
はるさめ　ハム　きゅうり　しょうゆ　酢　砂糖
ごま油 いんげんの炒め煮

いんげん　にんじん　ちくわ　ごま油　しょうゆ
砂糖 ごぼうサラダ

ごぼう　きゅうり　ハム　マヨネーズ　ごま　しょ
うゆ

ふりかけごはん 米　ふりかけ
食パン＆マーガリ
ン

食パン　マーガリン

豚丼 米　豚肉　たまねぎ　だし　砂糖　しょうゆ

冷やしそうめん
そうめん　油揚げ　きゅうり　卵　だし　しょうゆ
塩　みりん

白身魚のエスカ
ベッシュ

かれい　きゅうり　トマト　たまねぎ　片栗粉　砂
糖　塩　酢　油

チキンカレー（ウ
インナーフライ）

米　鶏肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん　ウイ
ンナー　卵　薄力粉　パン粉　油　カレールウ

スナックパン スナックパン ごはん 米

茄子とトマトの
ミートスパゲッ
ティ

スパゲティ　なす　トマト　合びき肉　鶏レバー
たまねぎ　油　コンソメ　ケチャップ　塩　チーズ

鮭のムニエル
さけ　薄力粉　たまねぎ　酢　砂糖　しょうゆ　片
栗粉

20 21 2217 18 19

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

お菓子 健康志向菓子 フライドポテト じゃがいも　油　塩

さば（乳児組：さわら）　砂糖　しょうゆ

キャベツの甘酢和
え

キャベツ　にんじん　ちりめんじゃこ　砂糖　しょ
うゆ　酢 茄子のごま和え なす　きゅうり　にんじん　ごま　しょうゆ　砂糖

油揚げのみそ汁 油揚げ　きょうな　だし　みそ 小松菜のすまし汁 こまつな　しめじ　だし　塩　しょうゆ

山の日

親子丼
米　鶏肉　たまねぎ　卵　だし　砂糖　みりん
しょうゆ　片栗粉

もち麦ごはん 米　もち麦

夏休み 夏休み 夏休み

鯖の照焼き

＜かみかみメニュー＞ 13 14 15

バナナ レモンケーキ
レモン　卵　薄力粉　砂糖　油　ベーキングパウ
ダー　牛乳

お菓子 健康志向菓子

10 11 12

牛乳 牛乳 牛乳

スイートパンプキ
ン

かぼちゃ　砂糖　バター　生クリーム　卵 お菓子 健康志向菓子 ぶどうゼリー ぶどうジュース　砂糖　ゼラチン バナナ

牛乳 牛乳 ヤクルト ヤクルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

とうがん　油揚げ　ねぎ　だし　塩　しょうゆ 南瓜ポタージュ
かぼちゃ　たまねぎ　牛乳　生クリーム　コンソメ
塩　砂糖 豆腐の味噌汁 豆腐　なめこ　ねぎ　だし　みそ

切り干しだいこん　にんじん　ベーコン　いんげん
油　砂糖　しょうゆ　コンソメ

小松菜のおかか和
え

こまつな　にんじん　かつお節　砂糖　しょうゆ
はんぺんのすまし
汁

はんぺん　わかめ　だし　塩　しょうゆ

玉葱の味噌汁 玉ねぎ　わかめ　だし　みそ キャベツのスープ
キャベツ　にんじん　たまねぎ　オクラ　油　コン
ソメ　塩　しょうゆ 冬瓜のすまし汁

さけ　薄力粉　たまねぎ　酢　砂糖　しょうゆ　片
栗粉

トンカツ
豚肉　卵　薄力粉　パン粉　油　ケチャップ　ソー
ス

焼き肉風
牛肉　キャベツ　パプリカ　ピーマン　焼肉のたれ
砂糖　しょうゆ　油

ピーマン金平
ピーマン　にんじん　しらたき　ちりめんじゃこ
しょうゆ　砂糖　ごま油

いんげんの炒め煮
いんげん　にんじん　ちくわ　ごま油　しょうゆ
砂糖

切干大根の洋風煮

食パン　いちごジャム
手作りふりかけご
はん

米　こんぶ　にぼし　しそ　ごま

豚丼 米　豚肉　たまねぎ　だし  砂糖　しょうゆ

鶏肉の塩麹焼き 鶏肉　塩麹 茄子とトマトの
ミートスパゲッ
ティ

スパゲティ　なす　トマト　合びき肉　鶏レバー
たまねぎ　油　コンソメ　ケチャップ　塩　チーズ

鮭のムニエル

8

ごはん 米 スナックパン スナックパン ごはん 米
食パン＆いちご
ジャム

健康志向菓子

3 4 5 6 7

お菓子

牛乳 牛乳

米　ふりかけふりかけごはん

冷やしうどん
うどん　油揚げ　きゅうり　だし  しょうゆ  みり
ん

1

土曜日月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8月の給食献立


