
日 月　13・27　 火　14・28 水　1・15・29 木　2・30 金　3・17・31 土　4・18・9/1 ※１６（木）はお弁当の日です

にくうどん ポークカレー カチャトーレ風スパゲッティ コロッケ 中華そば ※15（水）・16（木）の
コーンのおかかあえ チョップドサラダ ひじきの酢のもの 　おやつは下記になります

枝豆 ハムサラダ チーズ みそ汁 三色温野菜 トマト ・15（水）　カップヨーグルト
・16（木）　ロールケーキ

主 　10（金）～20（月）の期間と
食 　土曜日は人数等の都合により

牛肉・人参 豚肉・じゃがいも 鶏ひき肉・玉ねぎ・スパゲティ コロッケ・サラダ油 豚ひき肉・豆腐・なすび 豚肉 　おやつの内容が変更になる
しめじ・ねぎ・玉ねぎ 玉ねぎ・人参 ピーマン・エリンギ・にんにく 玉ねぎ・ニラ・人参 玉ねぎ 　場合があります。平日は
しょうゆ・みりん コンソメ・カレールウ・砂糖 トマトピューレ・コンソメ ひじき・油あげ・人参 ガラスープ・片栗粉 人参 　給食展示もあわせて

ケチャップ・砂糖 きゅうり・玉ねぎ・玉子 赤みそ・みそ ねぎ 　ご覧ください。
きゅうり・コーン キャベツ・きゅうり・ハム しょうゆ・砂糖・酢・みりん しめじ
かつおぶし マヨネーズ キャベツ・きゅうり・人参・コーン キャベツ・きゅうり・人参 かまぼこ・玉子
しょうゆ・だし汁・みりん 水煮大豆・酢・サラダ油・砂糖 豆腐・わかめ・ねぎ ちりめんじゃこ ガラスープ・にんにく
枝豆 チーズ みそ しょうゆ・サラダ油 トマト ※調味料の表記について

　砂糖　⇒　三温糖
　しょうゆ　⇒　うすくちしょうゆ

や ホットケーキミックス・玉子 　です。他のものは個別表記を
鮭フレーク・ワカメ 牛乳・ウインナー 　しています

海苔 ケチャップ

日 月　6・20　 火　7・21 水　8・22 　木　 9・23　　 　金　10・24　 土 　25　

※材料・調理等の都合により
八宝菜 鶏肉のトマトソース煮 ワカメとじうどん サーモンフライ 肉じゃが やきそば 　献立の一部が変更になる

シルバーサラダ コロコロサラダ 　場合があります。
中華きゅうり チーズ モヤシのじゃこあえ みそ汁 キャベツのおひたし 煮豆 　ご了承ください。

主
食

豚肉・キャベツ・人参 鶏肉・人参・玉ねぎ 鶏肉・油あげ・ワカメ 鮭・パン粉・ケチャップ 牛肉・じゃがいも 豚肉

ピーマン・玉ねぎ・エリンギ じゃがいも・三度豆・大豆 ねぎ・人参・玉子 小麦粉・玉子・サラダ油 人参・玉ねぎ・糸こんにゃく 玉ねぎ
ガラスープ・しょうゆ・片栗粉・酒 カットトマト缶・ケチャップ・コンソメ しょうゆ・みりん しょうゆ・砂糖 人参

キャベツ・きゅうり・人参 ピーマン・あおさのり

きゅうり・ハム・トマト 春雨・ハム・人参 モヤシ・きゅうり・人参 じゃがいも・ウインナー キャベツ・きゅうり・人参・ちくわキャベツ・かつおぶし

酢・砂糖・みりん・塩 きゅうり・コーン ちりめんじゃこ・ゴマ マヨネーズ こいくちしょうゆ・砂糖・ゴマ やきそばソース

マヨネーズ・しょうゆ・酢 しょうゆ・砂糖・みりん・酢

チーズ 枝豆 玉ねぎ・油あげ・みそ 煮豆

や
ヨーグルト・上白糖 グレープジュース・寒天
コーンフレーク 上白糖

プリン

パ　　ン

ウインナーパンケーキ・牛乳

わらびもち

ぶどうかんてん・クラッカーコーンフレークヨーグルト チーズサンド・牛乳

食パン・チーズ・マーガリン

とうもろこし

牛乳

待鳳保育園　８　月　　献　　立　　表平成３０年度
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日 月　14・28　 火　15 水　2・30 木　3・17・31 金　4・18・9/1 土　5・19・9/2 ※１６（水）はお弁当の日です

にくうどん ポークカレー カチャトーレ風スパゲッティ コロッケ 中華そば ※1（火）・16（水）～18（金）の
ハムサラダ チョップドサラダ ひじきの酢のもの 　おやつは下記になります

コーンのおかかあえ チーズ チーズ みそ汁 三色温野菜 煮豆 ・1（火）　ももかんてん
・16（水）　蒸しチーズケーキ

主 ・17（木）　カップヨーグルト
食 ・18（金）　ホットケーキ・牛乳

牛肉・人参 豚肉・じゃがいも 鶏ひき肉・玉ねぎ・スパゲティ コロッケ・サラダ油 豚ひき肉・豆腐・なすび 豚肉 　7（月）～18（金）の期間と
しめじ・ねぎ・玉ねぎ 玉ねぎ・人参 ピーマン・エリンギ・にんにく 玉ねぎ・ニラ・人参 玉ねぎ 　土曜日は人数等の都合により
しょうゆ・みりん コンソメ・カレールウ・砂糖 トマトピューレ・コンソメ ひじき・油あげ・人参 ガラスープ・片栗粉 人参 　おやつの内容が変更になる

ケチャップ・砂糖 きゅうり・玉ねぎ・玉子 赤みそ・みそ ねぎ 　場合があります。平日は
きゅうり・コーン キャベツ・きゅうり・ハム しょうゆ・砂糖・酢・みりん しめじ 　給食展示もあわせて
かつおぶし マヨネーズ キャベツ・きゅうり・人参・コーン キャベツ・きゅうり・人参 かまぼこ・玉子 　ご覧ください。
しょうゆ・だし汁・みりん 水煮大豆・酢・サラダ油・砂糖 豆腐・わかめ・ねぎ ちりめんじゃこ ガラスープ・にんにく

チーズ みそ しょうゆ・サラダ油 煮豆 ※調味料の表記について
　砂糖　⇒　三温糖
　しょうゆ　⇒　うすくちしょうゆ

や 小麦粉・玉子・砂糖 　です。他のものは個別表記を
鮭フレーク・ワカメ ヨーグルト・上白糖 牛乳・ホールコーン 　しています

海苔 コーンフレーク ベーキングパウダー

日 月　7・21　 火　8・22 水　9・23 　木　 10・24　　 　1（火）・25（金）　 土 　12・26　

◎29（火）は
八宝菜 鶏肉のトマトソース煮 ワカメとじうどん サーモンフライ 肉じゃが スープパスタ 　下記の献立になります

シルバーサラダ コロコロサラダ ●夏野菜カレー
中華きゅうり チーズ モヤシのじゃこあえ みそ汁 キャベツのおひたし パ　ン 　豚肉・なすび・かぼちゃ・人参

　玉ねぎ・ホールコーン

主 　カレールウ・コンソメ・砂糖

食 ●ハムサラダ
豚肉・キャベツ・人参 鶏肉・人参・玉ねぎ 鶏肉・油あげ・ワカメ 鮭・パン粉・ケチャップ 牛肉・じゃがいも ウインナー 　キャベツ・きゅうり・ハム・マヨネーズ

ピーマン・玉ねぎ・エリンギ じゃがいも・三度豆・大豆 ねぎ・人参・玉子 小麦粉・玉子・サラダ油 人参・玉ねぎ・糸こんにゃく 玉ねぎ ●チーズ
ガラスープ・しょうゆ・片栗粉・酒 カットトマト缶・ケチャップ・コンソメ しょうゆ・みりん しょうゆ・砂糖 人参 ●ももかんてん

キャベツ・きゅうり・人参 ピーマン

きゅうり・ハム・トマト 春雨・ハム・人参 モヤシ・きゅうり・人参 じゃがいも・ウインナー キャベツ・きゅうり・人参・ちくわキャベツ ※材料・調理等の都合により
酢・砂糖・みりん・塩 きゅうり・コーン ちりめんじゃこ・ゴマ マヨネーズ こいくちしょうゆ・砂糖・ゴマコンソメ 　献立の一部が変更になる

マヨネーズ・しょうゆ・酢 しょうゆ・砂糖・みりん・酢 　場合があります。
チーズ 玉ねぎ・油あげ・みそ パン 　ご了承ください。

や
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平成２９年度 　たんぽぽ・ちゅうりっぷぐみ　８　月　　献　　立　　表 待鳳保育園
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