
2018年

スプーン ちからがでる おおきくなる げんきになる
コップ きいろ あか みどり

油 豚肉 キャベツ、もやし、人参、木耳 塩、こしょう

パン粉、小麦粉 鶏肉 ニラ 中華味

水曜日 卵、ゼリーの素 玉葱、えのき

ラーメン、ごま油 かまぼこ、若布 ねぎ みりん

ケーキミックス ウィンナー ブロッコリー、カリフラワー 手作りドレッシング

木曜日 バナナ B.P

油 白身魚 人参、椎茸、インゲン 塩

砂糖 高野豆腐、卵 切干大根 みりん

月曜日 若布、みそ オレンジ

小麦粉、パン粉、油、砂糖 豚肉、みそ キャベツ みりん

じゃが芋、マヨネーズ ツナ缶 胡瓜、玉葱、コーン 塩

火曜日 麩 三つ葉、パイナップル

砂糖 鶏肉、卵 玉葱、椎茸、グリンピース みりん

油 ひじき、大豆、油揚げ 人参

水曜日 みそ もやし、スイカ

木曜日

パン 牛乳 ブロッコリー、カリフラワー 塩、こしょう

油 ハムステーキ、卵 コーン、玉葱 みりん

金曜日 マヨネーズ

油、砂糖 豚肉、花かつお 生姜、玉葱、ブロッコリー みりん

里芋 油揚げ 切干大根、人参

月曜日 若布、みそ パイナップル

南瓜ひき肉フライの衣、油 南瓜ひき肉フライの具 胡瓜、トマト 手作りドレッシング

じゃが芋 ひよこ豆 プチトマト、貝割れ コンソメ

金曜日 若布 オレンジ

焼きそば、油 豚肉 キャベツ、コーン、玉葱、人参 塩、こしょう

じゃが芋 青のり粉、チーズ 木耳 ソース

月曜日 ジャム ヨーグルト 椎茸 中華味

油、砂糖 鶏肉、卵 生姜、インゲン みりん、塩

米粉 油揚げ、みそ 南瓜、キャベツ、葱

火曜日 子持ちししゃもの米粉揚げ　　トマト 子持ちししゃも トマト

片栗粉、油 太刀魚 茄子、南瓜、オクラ みりん

そうめん 若布、味付き油揚げ 葱 塩

水曜日 ごま昆布 胡瓜、パイナップル

油、砂糖 豚肉 生姜、牛蒡、玉葱 みりん

ごま油 豆腐 胡瓜、トマト、葱 酢

木曜日 若布、マンゴープリンの素、牛乳 貝割れ 中華味

油、じゃが芋、カレールウ 豚肉 玉葱、人参 手作りドレッシング

小麦粉、パン粉 白身魚 キャベツ、コーン、胡瓜

金曜日 コールスロー　メロン メロン

油 ハンバーグ、卵 キャベツ、レタス 塩、こしょう

じゃが芋 若布 胡瓜、コーン、トマト ケチャップ

月曜日 スープ　パイナップル パイナップル コンソメ

砂糖 鯖、みそ 生姜 みりん

片栗粉 厚揚げ、切昆布 人参、インゲン、貝割れ

火曜日 卵、イナアガー 100％野菜＆フルーツジュース

片栗粉、油 鶏肉 ニンニク、生姜 みりん

マカロニ、マヨネーズ ツナ缶 胡瓜、キャベツ、玉葱、人参

水曜日 油揚げ、みそ オクラ、オレンジ

うどん、マヨネーズ、ごま ツナ缶 レタス、胡瓜、人参、もやし、木耳 みりん

砂糖 ちくわ、みそ コーン、玉葱、蒟蒻、大根

木曜日 豆寒天 バナナ、みかん缶、パイン缶

油 豚肉 玉葱、椎茸、グリンピース 手作りドレッシング

ハッシュ・ド・ポークルウ チーズ トマト、キャベツ、胡瓜

金曜日 キャンディチーズ バナナ

※材料の都合により献立を変更する場合があります。

※カレー・丼の日は大きめのお弁当箱にごはんを入れてください。　ごはんがいらない日はお弁当箱もいりません。

給食よていこんだて  <夏休み預かり保育> （鶴来第二幼稚園 ）

日付 こ　ん　だ　て その他

１日
肉入り野菜炒め

チキンカツ

９日
大豆ミートの竜田揚げ

玉子スープ　グレープゼリー

２日
冷たい和風ラーメン

ウインナーとブロッコリーのサラダ

６日
白身魚の塩焼き

７日

高野豆腐の玉子とじ

切干大根と若布のみそ汁　オレンジ

８日
親子丼　

ひじきの煮付け

２２日

１３日
豚の生姜焼き　ブロッコリーのおかか和え

切干大根の炒め煮　

里芋と若布のみそ汁　パイナップル

１７日

２０日

２１日

お野菜たっぷりソース焼きそば

三色丼

具だくさんのみそ汁

３１日

オクラと油揚げのみそ汁　　オレンジ

お野菜たっぷりサラダうどん

フライドポテト

２９日

鯖の味噌煮

冷やしみそかけ

フルーツポンチ

ハッシュ・ド・ポーク

トマトサラダ　バナナ

厚揚げと糸切昆布の煮付け

３０日

かき玉汁　野菜＆フルーツゼリー

鶏の唐揚げ

２７日

白身魚フライ

２３日

２４日

中華風冷やっこ

スープ　　とろけるマンゴープリン

のり塩ポテト　　ベビーチーズ

若布スープ　　オレンジ

ひよこ豆入りコロコロサラダ　プチトマト

南瓜ひき肉フライ（卵・乳含まず）

具沢山のマカロニサラダ

バナナケーキ

１０日
園で焼きたて!!メロンパン　牛乳

ハムステーキ　　味付け玉子

花野菜とコーンのマヨ和え

大豆ミート、片栗粉、油、生姜、みりん

具沢山のスパソテー　 スパゲティ、油、油揚げ、玉葱、ピーマン、マッシュルーム、コーン、ケチャップ、塩、こしょう

オクラ納豆　メロン オクラ、納豆、ごま、メロン

みそカツ　スチームドキャベツ

ポテトサラダ

花麩と三つ葉のお吸物　パイナップル

もやしと油揚げのみそ汁　スイカ

スープ　ストロベリーヨーグルト

２８日

キッズ風ロコモコ丼

豚皿

カレーライス

胡瓜の昆布和え　パイナップル　

ぶっかけ冷や麦

太刀魚と夏野菜の揚げ浸し

お　盆　や　す　み

マクロビオティックの日 

なごやめし：みそかつ 

野菜を食べよう！！ 

マクロビオティックの日 

 どんぶりの日 

 パンの日 

世界味めぐり 

ハワイ 

  ハッシュの日 

  めんの日 

 みんな大好き 

  メニュー 

和メニュー 

 カレーの日 

和メニュー 

  めんの日 

 どんぶりの日 

薬膳料理 

  ごはんにかけてもいいね！ 

  めんの日 

ごはんいりません 

ごはんいりません 

ごはんいりません 

ごはんいりません 

 どんぶりの日 

  めんの日 

ごはんいりません 

和メニュー 


