
8月の予定献立表
平成30年8月

わらび保育園

日 �曜日 �献立名 �おやつ �血や肉、骨をつくる（あか） �カや勲となる（きいろ） �体の調子をととのえる（みどり） 

1 �水 �麦ご飯冬瓜カレー汁蛙のマ］焼き からし粟チャンプルーバナナ �ゲン‡ミ肋 シナモントースト �普通牛乳豚かたロース油揚げべにさけ 生沖縄豆腐ツナ缶ケンキミルク �頼白米招宴　食パンゲラニュー聴 �とうがんさやいんげんにんじんしめしがちしなバナナ 

2 �木 �菱ごほん麻婆豆腐　卵スープ　　ス �ゲンキミルク �沖縄豆属目豚ひき肉　鶏卵　ケンキミルク �積白米　押愛　三温糖片栗粉　小 �野菜ジュース　にんじん詳しいたけたまねぎにら栗ねぎす イカ �カボチャケーキ �スキムミルク �宴粉ゲラニュー糖 �いか　かぼちゃバナナ 

3 �金 �ご飯ミネストローネ　チキンママレード �ゲン‡ミルク �だいず水黒豚かたロース鶏もも肉しらす �精白米じゃがいも小麦粉 �l（ナナにんじんたまねぎトマト缶　カットオレンジマーマレー 煮　小魚サラダグレープやノー �ヒラヤチー �干し　ケンキヨレク　鶏卵 ��ド　キャベツ　ひしぎ　スイートコーン審（こら 

4 �土 �焼きそば胡瓜と大根和え物　オ レンジ �ヤクルト 味噌おにぎり �ケンキヨレク芯たかたローススライス削り 節 �中華めん　生　絹白米　三溝糟 �（こんじん　キャベツ　たまねぎきゅうりだいこんネーブル 

6 �月 �鋼板揚げ魚のゐんかけさつま芋の甘 �ゲン‡ミM �白身魚場こし豆腐ゲンキヨレク　きな粉 �精白米小麦粉ゲラニュー糟片栗 �野菜ジュースにんじんたまねぎ膏ピーマンパイン缶　かI卜 煮パインアヅ功し昧峨十詰り加ナ �黒糖くすもう ��粉さつまいもくすぐん槻‖粉黒糖 �わかめ莱ねぎ 

7 �火 �スパゲティーミートソース　コーンスープ �ケンキミルク �普通牛乳　豚ひき肉I啄レバー　チーズバ �スパゲッティ　小宴紛片栗粉ゲラ �にんじん　たまねぎ乾しいたけスイートコーン缶　セロリ　ギヤペ キャベツサラダプチトマト �ゆかりおにぎり �ルメサン　鶏卵　ケンキヨレク �ニ1－糎日照白米 �ツみかん缶　ミニトマト生あおのり柔干し 

8 �水 �あわご飯みそ汁魚のタルタルソース モーウイ甘酢漬けオレンジ �アイスケノーム ウエハース �ホキ　生　豆乳鶏卵　ラクトアイス �鳩白米あわ小麦粉パン粉三温 櫓 �ネーブルごまつなはんしめじ生ピクルススイート型たまね ぎ 

9 �木 �麦ご販ベジタブルカレー　もすく酢 �野菜ジュース �豚かたロース　固形］－ケルト普通牛乳 �精白米押妾　じゃがいもゲラニュー �バナナにんじんたまねぎかぼちゃなす生おきなわもすく 固形i－ゲルト �ごまゼリー �パールアガー �椙こま　ねりはちみつ粉無精　‾ �きゅうりみかん生　野菜ジュース 

10 �金 �冷やし中華かぼちゃの含め煮　プ リン �ゲン‡ミルク 人参ケーキ �ロースハム　鶏卵　ケンキヨレク　普通牛乳 �中華めんホットケーキミックスゲラ ニュー灘 �プルーンきゅうりトマトかぼちゃにんじん 

11 �土 �山の白（‾休園） �－ � � � 

13 �月 �あわご飯ナスのカレー煮　　　　フ �ぜんざい �痢ひき肉合挽ミンチi－ケルト無精ゆ �捕白米あわ押麦粉無精三温 寵 �にんじん　しめじ　なす　生　たまねぎみかん缶lけナ　千しぶ ルーツサラダゆし豆腐汁 �お茶 �し豆腐　あずき ��どう　乗ねぎ 

14 �火 �ご飯クリームシチュー　☆きゅうりとわか �ケン‡ミルク �筋かた　赤肉Iグノーム　乳脂肪　普通牛乳 �績白米じゃがいも小麦粉ゲラ �ネーブルたまねぎにんじんきゅうり乾燥わかめメロン葉ね ぎ めの酢の物　メロン �野菜天ぷら �ケンキヨ瑳「鶏卵 �ニュー糖 

15 �水 �あわご販サバのおろし煮 �シスコーン �さば沖縄豆腐　ツナ缶　ケンキミルク �概白米ゐわ片栗粉三溝膳ユー �プルーンしょうが生だいこんからしな　にんじんがソトわかめ からし粟チャンプルー　みそ汁 �バナナ（30g） ��ンフレーク �ぽんしめじ　生lけナ 

16 �木 �ご飯みそ汁　和風Il）Iトゲ　　　人 �ゲン‡ミルク �厚錫げ豚ひき肉「鶏ひき肉　沖縄豆腐 �掃白米パン粉ごまいり（自）三温 �カットわかめたまねぎひしぎ　にんじん葉ねぎ 参シリシリ　固形］－ゲルト �スウィートポテト �鶏卵しらす干し］－ゲルト無糖ゲンキ ヨレク加聴練乳鶏卵卵黄生 �糖片栗粉さつまいもグラニュー縛 

17 �金 �ロールパンボルシチフルーツサラダ �野菜ジュース �普通牛乳合挽ミンチ豚レバークリーム �ロールパンじゃがいも小要朔日隔日 �にんじんたまねぎはたけしめじ　生さやいんげんみかん缶 Il、湘洩シラス和え �鮭おにぎり �乳脂肪ヨーグルト無灘さけフレーク瓶箔 し珂早し �米ごまいり（白） �バナナ干しぶどう野菜ジュースあおのり素手しこまフ材 

18 �土 �ポロポロジューシー ミートボールゆで卵オレンジ �職員研修会 �豚かたロース【∴∴∴鶏卵 �捕白米 �にんじん乾しいたけ　　iネーブル 

20 �月 �ご飯アーサ汁サバの甘辛煮 愁チャンプルートマト �ゲ）‡ミルク ツナサンド �絹こし豆腐さば鶏卵ツナ缶ケンキヨレ ク �積白米片栗粉ゲラニュー槽牽魅 食パン �バナナあおさ　長ねぎからしなにんじんトマトたまねぎ 

21 �火 �麦ごはん味噌汁　照り焼きチキン �ゲ）‡ミ肋 �にわとり［若鶏肉］もも皮なし　生沖 �精白米　摘要　強力粉粉無精　ご �ネーブルえのきたけ生　カットわかめしょうが生　にんにく　へ へちまシナシー　シークアーサーぜノー �黒糖蒸カステラ �縄豆腐豚かた生スライスケンキヨレク普 通牛乳 �まいり（白） �うま　果実生干しぶどう 

22 �水 �あわご飯トマトと卵スープ �ジョア �鶏卵　豚かた生スライス豚レバー　おから �絹白米あわ片栗粉　三海溝くす �トマト葉ねぎ富ピーマンもやし　たまねぎにんじんにMこく 豚肉ピーマン味噌抄あおからサラダ ．・′ �豆乳くすもち �生　チギアギ　豆乳　きな粉 �でん粉ゲラニュー膳 �しょうが生　きゅうりスイートコーン毎 

23 �木 �誕生会（お弁当） �誕生会ケーキ アンパンマンジュース �ケンキヨレク � �アンパンマンジュースりんご 

24 �金 �鮭寿司　味噌汁　白和えパイン缶 �ケンキミルク �さけフレーク瓶括鶏卵油揚げ沖縄豆 �精白米ゲラニュー潰ごまいり（自） �バナナさやえ最う！乾しいたけにんじんしそ菜　だLCん 大学芋 �廓　ツナ缶　ケンキヨレク �さつまいも　ごまいり（黒〉 �ほうれんそうバイン缶 

25 �土 �沖縄そばもすく酢）でナナ �ミルージュ ジャムサンド �ケンキミルク鶏卵　チギアギ �沖縄そばゲラニュー糟食バン �菓ねぎおきなわもすくきゅうりみかん缶バナナオレンジマー マレード 

27 �月 �あわご飯味峨＋　生揚げのそぼろ煮 �ゲン‡ミ肋 �固形］－ゲルト豚ひき肉厚揚げ削り節 �楕白米もわはるさめ小菱粉ゲラ �キャベツ柔ねぎにんじんさやいんげんきゅうりもやしプ もやしと胡瓜和え物　プルーン �lけナケーキ �ケンキヨレク　スキムも〃7　鶏卵 �ニュー膳 �ルーン　バナナ 

28 �火 �菱ご飯ソ一手汁ゴーヤー白和え シークアーサーゼiノー �ゲン‡ミルク うむくじ天ぷら �豚肉ソ一手沖縄豆腐ツナ缶ケンキヨレ ク �縮合米綿麦くずでん粉ゲラニュー 潟 �バナナこんぷにんじんたしにん麗しいたけにがうり果実 生 

29 �水 �あわごはん妙りとりきゅうりとパインの �ゲン‡剃り �ケンキヨレク鶏もも肉　削り節　絹こし豆腐 �捕白米あわ小麦粉 �にんじんごぼうささがき　だいこん賎しいたけ昆布さやいん 和え物　もすく味噌汁 �ヒラヤチー �ツナ缶　鶏卵 ��げん　きゅうりパイン釜　谷主なわもすく　葉ねぎにら 

30 �木 �ご飯みそ汁レIT－の甘辛薫 �ゲン‡ミルク �頗レバー　沖縄豆腐　ツナ缶　ゲンキヨレク �精白米じゃがいも片栗粉ゲラ �バナナ禁ねぎにんにく　しょうが生　キャベツにんじんたま 豆腐チャンプルートマト �アメリカンドッグ �鶏卵　普通牛乳　ウインナーソーセージ �ニュー精ホットケーキミックス �ねぎトマト 

31 �金 �＿　一／iご厳イナムドチ卵焼き �ゲン‡ミルク �豚かたロース脂身つき生　蒸かまぼこ鶏 �隔白米イナムドゥチこんにゃく　小宴 �たしにん賎しいたけ索ねぎ書ピーマンにんじんもやしプ 野菜炒めepチーズ �オートミールクッキー �卵ロースju』豚ひき肉プロセスチーズ ケンキヨレク普通牛乳 �粉　三温梧　オートミール �ロツコリー　干し巌う 

材料などの都合により、献立を変更する場合があります


