
2020年度　　

ごはん ぱりんこ 離乳食

白身魚のあかね焼き 牛乳　

レタスとじゃこのサラダ いちごジャムパン

コーンスープ 牛乳

カレーミートサンド

ごはん いわしっこ 離乳食

豆腐の卵とじ マフィン

みそ汁

バナナ 牛乳

マフィン

ごはん プルーン 離乳食

野菜のオムレツ お麩ラスク

ブロッコリーの割醤油和え

もずくスープ 牛乳

オレンジ お麩ラスク

ロールパン キャン
ディーチー

離乳食

夏野菜のカレーシチュー お菓子

めかぶのサラダ

牛乳

フルーツかん

ごはん ぱりんこ 離乳食

鮭の照り焼き

小松菜のごま和え

きらきらおすまし 牛乳

スイカ プリン

ごはん いわしっこ 離乳食

ささみのフライ とうもろこし

キャベツの割醤油和え

みそ汁 牛乳

とうもろこし

ごはん プルーン 離乳食

さわらのチーズホイル焼き

オクラのごま和え

レタスのスープ 牛乳

バナナ マカロニきなこ

たいめし キャン
ディーチー

離乳食

なたね和え りんごケーキ

みそ汁

オレンジ 牛乳

りんごケーキ

ごはん ぱりんこ 離乳食

白身魚の味噌煮 かぼちゃのきんとん

冬瓜の含め煮

すまし汁 牛乳

かぼちゃのきんとん

2 月

精白米　カラスカレイ　酒　トマトケチャップ　みりん
醤油　砂糖　しょうが　レタス　きゅうり　しらす干し
酢　塩　ごま油　クリームコーン缶　玉ねぎ　ホール
コーン缶　パセリ　ホワイトソース　牛乳　無添加ブ
イヨン　牛乳　ドッグパン　牛肉ミンチ　玉ねぎ　にん
じん　サラダ油　小麦粉　トマトケチャップ　カレー粉
塩　乾燥パセリ　いちごジャム

８月献立表　

給
食 材料

朝
おやつ

おやつ

3 火

精白米  木綿豆腐　鶏肉　卵　玉ねぎ　干ししいた
け　にんじん　きぬさや　醤油　砂糖　酒　塩　みり
ん　油　片栗粉　かつお・昆布だし　チンゲン菜　ナ
ス　油揚げ　えのきたけ　味噌　バナナ　牛乳　ホッ
トケーキミックス　バター　卵　牛乳

4 水

精白米　卵　玉ねぎ　ベーコン　赤パプリカ　エリン
ギ　牛乳　生クリーム　油　トマトケチャップ　ブロッコ
リー　醤油　かつお・昆布だし　絹ごし豆腐　もずく
レタス　にんじん　しょうが　醤油　鶏がらスープ　塩
片栗粉　オレンジ　お麩　バター　グラニュー糖

5 木

ロールパン　牛肉　かぼちゃ　玉ねぎ　ナス　人参
油　カレールウ　牛乳　きゅうり　ハム　切干だいこ
ん　めかぶ　　ごま　酢　砂糖　醤油　塩　ごま油
牛乳　みかん缶　パイン缶　白桃缶　砂糖　粉寒天

6 金

精白米　鮭　塩　酒　しょうゆ　みりん　砂糖　小松
菜　しめじ　ごま　しょうゆ　かつお・昆布だし　すい
か　オクラ　そうめん　にんじん  卵　バニラエッセン
ス　牛乳

9 月 振替休日

10 火

精白米　鶏肉ささみ　塩　酒　小麦粉　卵　パン粉
油　トマトケチャップ　ウスターソース　砂糖　みりん
キャベツ　醤油　かつお・昆布だし　じゃがいも　玉
ねぎ　にんじん　油揚げ　ネギ　わかめ　味噌　牛乳
とうもろこし

11 水

精白米　さわら　塩　酒　玉ねぎ　にんじん　しいた
け　油　チーズ　オクラ　きゅうり　ごま　醤油　かつ
お・昆布だし　レタス　はるさめ　ウィンナー　ネギ
醤油　固形ブイヨン　片栗粉　バナナ　牛乳　マカロ
ニ　きな粉　砂糖

12 木

精白米　かつお・昆布だし　醬油　鯛　塩　酒　しょ
うが　ごま　さやいんげん　ほうれん草　牛乳　ホット
ケーキミックス　りんご　牛乳　砂糖　卵　オレンジ
バター　絹ごし豆腐　なす　玉ねぎ　油揚げ　味噌

13 金

精白米　カラスカレイ　しょうが　みそ　砂糖　みりん
醤油　冬瓜　厚揚げ　片栗粉　かつお・昆布だし
そうめん　にんじん　たまねぎ　かまぼこ　三つ葉
塩　かぼちゃ　牛乳



ロールパン ぱりんこ 離乳食

マカロニミートソース お菓子

じゃがいものごま酢和え

バナナ 牛乳

きな粉おはぎ

ごはん いわしっこ 離乳食

煮魚

チンゲン菜のおかか和え

みそ汁 牛乳

ココア入りおからケーキ

牛丼 プルーン 離乳食

ひじきのサラダ

オレンジ

牛乳

しらすトースト

人参ひじきごはん キャン
ディーチー

離乳食

小松菜の炒め煮 メロンパン

もずくスープ

スイカ 牛乳

メロンパン

ごはん ぱりんこ 離乳食

鶏肉の甘辛炒め

野菜スープ

牛乳

ババロア

ごはん ぱりんこ 離乳食

アジのトマト煮

ポテトサラダ

たっぷり 牛乳

フルーツ白玉

ごはん いわしっこ 離乳食

煮魚

人参と大根のしりしり

みそ汁 牛乳

オレンジ かぼちゃケーキ

ごはん プルーン 離乳食

ハンバーグ

おかか和え

冬瓜のスープ 牛乳

フライドポテト

ごはん キャン
ディーチー

離乳食

鮭のホイル焼き

トマトのサラダ

みそ汁 牛乳

オレンジ ももゼリー

ごはん ぱりんこ 離乳食

夏野菜のかき揚げ

ブロッコリーの割醤油和え

豚汁 牛乳

フルーツヨーグルト

ごはん ぱりんこ 離乳食

アジのソース煮 とうもろこし

春雨のごま酢和え

すまし汁 牛乳

スイカ とうもろこし

ごはん いわしっこ 離乳食

フ―チャンプルー 黒糖ちんすこう

もずくスープ

牛乳

黒糖ちんすこう

16 月

ロールパン　マカロニ　牛ミンチ　玉ねぎ　にんじん
ピーマン　しめじ　トマト水煮缶　トマトピューレ　トマ
トケチャップ　ウスターソース　油　砂糖　酒　塩
じゃがいも　きゅうり　ごま  酢　醤油　バナナ　精白
米　きな粉　砂糖　牛乳

17 火

精白米　赤魚　醤油　砂糖　みりん　酒　チンゲン
菜　にんじん　花かつお　さつまいも　たまねぎ　油
揚げ　ねぎ　わかめ　みそ　かつお・昆布だし　卵
おから　砂糖　牛乳　バター　サラダ油　ココア
ベーキングパウダー　バニラエッセンス　小麦粉

18 水

精白米　牛肉　玉ねぎ　赤パプリカ　黄パプリカ　ね
ぎ　しょうが　油　しょうゆ　砂糖　酒　片栗粉　かつ
お・昆布だし　ひじき　ベーコン　人参　キャベツ
油　お酢　醤油　オレンジ　食パン　しらす　青のり
白ごま　マヨドレ　牛乳

19 木

精白米　にんじん　しらす干し　ひじき　油　さやい
んげん　塩　酒　醤油　かつお・昆布だし　小松菜
油　厚揚げ　砂糖　みりん　絹ごし豆腐　玉ねぎ　も
ずく　しめじ　ねぎ　しょうが　鶏ガラスープ　片栗粉
スイカ　ホットケーキミックス　牛乳　グラニュー糖

20 金

精白米　鶏肉　にんじん　しょうが　酒　醤油　砂糖
卵　玉ねぎ　えのき　わかめ　三つ葉　しょう油　塩
片栗粉　かつお・昆布だし　プレーンヨーグルト　牛
乳　生クリーム　みかん缶　黄桃缶　上白糖　ア
ガー　さやいんげん　板こんにゃく

23 月

精白米　あじ　しょうが　塩　酒　たまねぎ　油　トマト
缶　醤油　砂糖　じゃがいも　きゅうり　マヨネーズ
ベーコン　塩　お酢　キャベツ　大豆の水煮　大根
人参　しめじ　固形ブイヨン　バナナ　白玉粉　豆腐
みかん缶　パイン缶　牛乳

24 火

精白米　カラスカレイ　しょうゆ　砂糖　みりん　酒
にんじん　大根　ツナ水煮缶　ごま　ごま油　かつ
お・昆布だし　ほうれん草　玉ねぎ　油揚げ　えのき
みそ　オレンジ　ホットケーキミックス　砂糖　かぼ
ちゃ　牛乳　バター

25 水

精白米　豚肉ミンチ　牛肉ミンチ　塩　玉ねぎ　卵
牛乳　パン粉　油　トマトケチャップ　ウスターソース
砂糖　きゅうり　花かつお　醤油　かつお・昆布だし
冬瓜　絹ごし豆腐　にんじん　えのき　わかめ　固形
ブイヨン　フライドポテト

31 火

精白米　卵　キャベツ　豚肉肩ロース　にんじん
ピーマン　麩　花かつお　サラダ油　醤油　砂糖
酒　絹ごし豆腐　玉ねぎ　もずく　ニラ　しょうが　鶏
ガラスープ　片栗粉　小麦粉　黒砂糖　塩　牛乳

26 木

精白米　鮭　　酒　塩　みりん　醤油　玉ねぎ　人参
しめじ　油　トマト　キャベツ　ホールコーン缶　お酢
砂糖　かぼちゃ　大根　えのき　ねぎ　わかめ　味噌
かつお・昆布だし　オレンジ　白桃缶　クールゼリー
の素　牛乳

27 金

精白米　ピーマン　玉ねぎ　しらす　大豆　小麦粉
卵　塩　油　ブロッコリー　醤油　かつお・昆布だし
豚肉　さつまいも　にんじん　板こんにゃく　油揚げ
ねぎ　みそ　バナナ　みかん缶　白桃缶　プレーン
ヨーグルト　かぼちゃ　牛乳

30 月

精白米　あじ　しょうが　ウスターソース　砂糖　醤油
酒　はるさめ　きゅうり　ホールコーン缶　ハム　わか
め　酢　ごま　塩　冬瓜　にんじん　しめじ　三つ葉
かつお・昆布だし　すいか　とうもろこし　牛乳


