
8月 アレルギー　献 立 表

材         料        名
時間帯 献立 黄 赤 緑

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
午前おやつ 野菜フルーツジュース 気になる野菜

御飯 米
とうがんのスープ（豆腐・わかめ） 木綿豆腐 とうがん、カットわかめ
さけの塩焼き（添えいんげん） さけ いんげん
はるさめともやしのソテー はるさめ、ごま油 もやし、にんじん、コーン缶、にら

バナナ バナナ
豆乳 豆乳
クッキー

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
ミートスパゲティ マカロニ・スパゲティ、油 豚ひき肉、粉チーズ たまねぎ、ズッキーニ、ピーマン、にんじん

ブロッコリーサラダ フレンチドレッシング（分離型） ブロッコリー、キャベツ、コーン（冷凍）

コンソメスープ ベーコン たまねぎ、キャベツ、にんじん
冷凍みかん みかん
ジョア
わかめおにぎり 米 ごま カットわかめ

午前おやつ ヨーグルト ヨーグルト(加糖)
御飯 米
野菜たっぷり夏マーボー ごま油、片栗粉、砂糖 木綿豆腐、豚ひき肉、米みそ（淡色辛みそ） トマト、なす、ピーマン、たまねぎ、にんにく、しょうが

粉ふき芋（青のり） じゃがいも あおのり
にんじんとみかんのサラダ みかん缶、にんじん
ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
しおせんべい

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
御飯 米
みそ汁（キャベツ・あげ） 米みそ（淡色辛みそ）、油揚げ キャベツ、にんじん
たらのムニエル 小麦粉 たら、バター
キャベツのベーコンドレッシングあえ オリーブ油、砂糖 ベーコン キャベツ、こまつな
ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
みかんシャーベット シャーベット
ウェハース 卵

午前おやつ せんべい
焼きそば 中華めん ぶたにく キャベツ、もやし、にんじん、紅しょうが

コロッケ じゃがいも 卵、豚肉
から揚げ 片栗粉 とりにく、たまご
すいか すいか
ジュース
ポップコーン

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
お弁当

野菜ジュース 気になる野菜
しょうゆせんべい

午前おやつ 野菜フルーツジュース 気になる野菜
御飯 米
肉団子の甘酢あんかけ 片栗粉、砂糖
じゃが芋とアスパラの醤油炒め じゃがいも ベーコン、無塩バター しめじ、グリーンアスパラガス、にんじん、たまねぎ

すいか すいか
ジョア
ホットケーキ ホットケーキ粉 牛乳、卵

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
ぶどうパン コッペパン
鶏肉のハワイアン煮 鶏もも肉、バター たまねぎ、なす、パイナップル、ピーマン、トマト

えのきときゅうりのｻﾗﾀﾞ 砂糖 ブロッコリー、きゅうり、しめじ、えのきたけ、にんじん

カスタードプリン 卵
ジョア
梅ちりおにぎり（ごま） 米 しらす干し、ごま うめ干し

午前おやつ ヨーグルト ヨーグルト(加糖)
御飯 米
みそ汁（なす・わかめ） 米みそ（淡色辛みそ） なす、たまねぎ、えのきたけ、カットわかめ

かじきの煮つけ 砂糖 かじき しょうが
大根サラダ 砂糖、ごま油 かまぼこ、ごま だいこん、きゅうり、にんじん
ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
ビスケット

午前おやつ せんべい
御飯 米
すまし汁（なす・おくら） なす、えのきたけ、にんじん、オクラ

豆腐のコーンみそ焼き 砂糖 木綿豆腐、米みそ（甘みそ） クリームコーン缶
じゃが芋とツナの煮物 じゃがいも、砂糖 ツナ油漬缶 にんじん、たまねぎ、いんげん
ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
ビスケット

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
お弁当

野菜ジュース 気になる野菜
しょうゆせんべい

午前おやつ 野菜フルーツジュース 気になる野菜
お弁当

みかんジュース みかん濃縮果汁
バームクーヘン 卵

15 月 昼食

午後おやつ

12 金 昼食

午後おやつ

13 土 昼食

午後おやつ

9 火 昼食

午後おやつ

10 水 昼食

午後おやつ

6 土 昼食

午後おやつ

8 月 昼食

午後おやつ

4 木
昼食

午後おやつ

5 金 昼食

午後おやつ

2 火 昼食

午後おやつ

3 水 昼食

午後おやつ

奥野さくらふれあい保育園

日
曜
日

1 月 昼食

午後おやつ



材         料        名
時間帯 献立 黄 赤 緑

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳

お弁当

ジュース
煎餅

午前おやつ ヨーグルト ヨーグルト(加糖)
御飯 米
みそ汁（かぼちゃ・わかめ） 米みそ（淡色辛みそ） かぼちゃ、たまねぎ、ねぎ、カットわかめ

ピーマンの細切り炒め はるさめ、油、片栗粉 豚肉(もも) ピーマン、にんじん、黄ピーマン
きゅうりのゆかりあえ きゅうり
野菜ジュース 気になる野菜
しおせんべい

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
親子丼 米、砂糖 卵、鶏もも肉、かつお節 たまねぎ、にんじん
切干大根のサラダ マヨネーズ ツナ水煮缶、かまぼこ きゅうり、にんじん、切り干しだいこん

牛乳130 牛乳
パインケーキ ホットケーキ粉 卵 パイン缶

午前おやつ せんべい
御飯 米
納豆汁(だいこん） 挽きわり納豆、米みそ（淡色辛みそ） だいこん、ねぎ
かじきの西京焼き かじき、白みそ
野菜のごま和え ごま キャベツ、いんげん、にんじん
牛乳 牛乳
カレーパン 卵

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
お弁当

野菜ジュース 気になる野菜
しょうゆせんべい

午前おやつ 野菜フルーツジュース 気になる野菜
御飯 米
みそ汁（切干しだいこん・かぼちゃ） 米みそ（淡色辛みそ） かぼちゃ、切り干しだいこん、カットわかめ

豚しゃぶの玉ねぎソース 砂糖、片栗粉 豚肉(肩ロース) キャベツ、たまねぎ、にんじん、ズッキーニ

フルーツカクテル（キウイ・もも） もも缶、キウイフルーツ、みかん缶
豆乳 豆乳
フルーツサンド 食パン、砂糖 生クリーム もも缶

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
丸パン コッペパン
みそ汁（じゃがいも・油揚げ） じゃがいも 米みそ（淡色辛みそ）、油揚げ たまねぎ、チンゲンサイ
鮭のコーンマヨネーズ焼き マヨネーズ、小麦粉 さけ、バター、粉チーズ クリームコーン缶
はるさめの酢の物 はるさめ、砂糖 きゅうり、にんじん、コーン缶
ジョア
ツナおにぎり 米、油 ツナ味付缶、かつお節、ごま ねぎ

午前おやつ ヨーグルト ヨーグルト(加糖)
ごはん 米
ツナのさんが焼き 小麦粉、片栗粉、パン粉 ツナ油漬缶、卵、米みそ（甘みそ） ねぎ
かぶのサラダ マヨネーズ ヨーグルト(無糖)、ハム かぶ、きゅうり、にんじん、かぶ・葉、りんご

きのこスープ もやし、しめじ、えのきたけ、にんじん

ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
ショートブレット 小麦粉、砂糖 バター

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
御飯 米
みそ汁 米みそ（淡色辛みそ）、油揚げ キャベツ、たまねぎ、ねぎ
鶏肉のカシューナッツ炒め 砂糖、片栗粉、油 鶏むね肉（皮付き）、カシューナッツ（味付け） たまねぎ、にんじん、ピーマン
こんにゃくサラダ 板こんにゃく、フレンチドレッシング（分離型） キャベツ、コーン缶、にんじん、きゅうり、ひじき

ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
ビスケット

午前おやつ せんべい
御飯 米
豆乳汁（野菜） 豆乳 たまねぎ、キャベツ、かぼちゃ、チンゲンサイ、えのきたけ

豚肉のしょうが焼き 油、砂糖 豚肉(肩ロース) しょうが
なすの梅和え（おくら・きゅうり） 砂糖 かつお節 なす、にんじん、きゅうり、オクラ、うめ干し

ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
丸パン コッペパン

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
お弁当

野菜ジュース 気になる野菜
しょうゆせんべい

午前おやつ 野菜フルーツジュース 気になる野菜
わかめ御飯 米
ミートボールのトマトシチュー じゃがいも、片栗粉、米粉 豚ひき肉、牛ひき肉 たまねぎ、ホールトマト缶詰、にんじん
切干大根のサラダ（しらす干し） 油、砂糖 しらす干し きゅうり、にんじん、切り干しだいこん

なし なし
野菜ジュース 気になる野菜
ちびっこパンケーキ ホットケーキ粉、食パン、砂糖 クリームチーズ、牛乳、卵、バター いちごジャム

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
丸パン コッペパン
トマトスープ 鶏ひき肉 たまねぎ、キャベツ、ホールトマト缶詰

チキンのチーズ焼き 油 鶏むね肉、とろけるチーズ、バター ほうれんそう、トマト
さっぱりポテトサラダ じゃがいも、油、砂糖 おから きゅうり、にんじん
牛乳130 牛乳
おにぎり（じゃこおかか） 米 しらす干し、かつお節 きざみのり

午前おやつ ヨーグルト ヨーグルト(加糖)
盛岡じゃじゃ麺 ゆでうどん、砂糖、片栗粉、米ぬか油 豚ひき肉、淡色みそ たまねぎ、きゅうり、ねぎ、干ししいたけ、しょうが

めかぶと切り干し大根の中華サラダ 和風ドレッシング ハム、かつお節 きゅうり、にんじん、切り干しだいこん、めかぶわかめ

りんごゼリー
野菜パインジュース 気になる野菜
ショートケーキ 卵

　　　　　　　　　印
           確認後ご署名をお願いいたします。

31 水 昼食

午後おやつ

※以上児は午前おやつはつきません

　　　　　食べられない食材に〇をつけて下さい。
御署名

29 月 昼食

午後おやつ

30 火 昼食

午後おやつ

26 金 昼食

午後おやつ

27 土 昼食

午後おやつ

24 水 昼食

午後おやつ

25 木 昼食

午後おやつ

22 月 昼食

午後おやつ

23 火 昼食

午後おやつ

19 金 昼食

午後おやつ

20 土 昼食

午後おやつ

17 水 昼食

午後おやつ

18 木 昼食

午後おやつ

日
曜
日

16 火 昼食

午後おやつ

8月　アレルギー献立表 奥野さくらふれあい保育園


