
　　平　成  27　年
数字は幼児の標準・グラム(乳児は幼児の70％）

西京極保育園　　311-2516

月 10 24 火 11 25 水 12 26 木 金 土 1 29
ごはん ごはん 夏野菜カレー ごはん トマトの炊き込みご飯 ジャンバラヤ

五分つき 60 五分つき 60 五分つき 65 五分つき 60 五分つき 60 五分つき 65

豚肉 20 トマト 10 鶏肉 12

鯖の梅煮 ゴーヤチャンプル風 じゃが芋 40 南瓜のそぼろあんかけ 塩 玉葱 10

鯖 40 豆腐 30 玉葱 30 南瓜 40 昆布　　　かつお 人参 6

手づくり梅干し 豚肉 10 茄子 15 鶏挽肉 20 トマト 5

三温糖　　醤油 卵 5 トマト 10 玉葱 20 鯛のオランダ揚げ コーン 3

みりん　 　酒 キャベツ 15 人参 7 枝豆 4 鯛 40 パセリ

もやし 15 ズッキーニ 7 三温糖　　醤油 玉葱 10 ケチャップ

野菜炒め ゴーヤ 5 コーン 4 みりん　 　酒 人参 5 カレー粉　　ブイヨン

もやし 30 スープの素　　塩 鶏がら　　 片栗粉 ピーマン 5 塩

人参 5 油 バター　　ブイヨン 小麦粉

ニラ 8 スープの素 茄子のしぎ焼き 塩　　　油 なめこのスープ
醤油　　みりん 南瓜の黒ごま和え カレー粉　　香辛料 茄子 60 なめこ 8

酒　　　　油 南瓜 65 ウスターソース ごま もやしの酢の物 胡瓜 4

黒ごま とんかつソース 三温糖　　味噌 もやし 50 スープの素

冬瓜のくずひき 三温糖　　醤油 はちみつ　　醤油 みりん　 　酒 オクラ 10 醤油　　みりん

冬瓜 15 みりん　 　酒 塩  　酒   小麦粉 油 コーン 5 酒

玉葱 10 三温糖　　醤油

みょうが 1 トマトとわかめのスープ おかかサラダ 豆腐のすまし 酢

醤油　　塩 トマト 15 キャベツ 45 豆腐 15 　　　夏の協力日
みりん わかめ 1 人参 6 ねぎ 2 ふの味噌汁 　　   　（８/１３～１５）

昆布　　　かつお 鶏がら　　 胡瓜 4 醤油　　塩 ふ 2 　献立は裏面のきゅうしょく

片栗粉 スープの素 花かつお みりん 小松菜 7 　だよりに掲載しています。

醤油　　みりん　　酒 三温糖　　酢 昆布　　　かつお 味噌

塩 　 油 昆布　　　かつお

☆コーンおにぎり ☆冷やし胡瓜 ☆果物 ☆黒糖みつ豆 ☆わらび餅 ☆麩菓子（１日のみ）

五分つき　　とうもろこし 胡瓜　　人参　　だし　　塩  白玉粉　　上新粉　　寒天 わらびもち粉　　三温糖 麩　　黒糖

土生姜　　醤油　　みりん　 醤油　　三温糖　　酢 ☆チーズ さつま芋　　赤えんどう豆　　　　きな粉　　塩

酒 桃　　黒糖　　三温糖

☆いりこ ☆お菓子

☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳
月 3 17 31 火 4 18 水 5 19 　 木 6 20 金 7 21 土 8 22
小豆ごはん（３日・１７日のみ） ごはん ごはん ごはん ごはん 茄子の和風スパゲティ

五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 スパゲティ 60

小豆 　　　塩 豚挽肉 10

茄子と豚肉の甘酢炒め 卯の花 いさきのとろろ焼き 鶏肉の照り煮 茄子 10

豚肉とオクラの彩り煮 豚肉 20 おから 10 いさき 40 鶏肉 70 玉葱 15

豚肉 20 茄子 40 豆腐 6 長芋 20 玉葱 20 えのき 5

オクラ 25 玉葱 15 れんこん 6 醤油　　酒 ねぎ 2 オクラ 5

玉葱 20 甘長唐辛子 5 人参 6 みりん 小麦粉 醤油　　みりん

人参 6 三温糖　　醤油 こんにゃく 4 三温糖　　醤油 酒　　　　油

パプリカ 5 みりん　 　酒 油揚げ 4 ラタトゥイユ みりん　 　酒

枝豆 4 酢　　　　　油 ねぎ 2 茄子 40 じゃが芋のすまし
三温糖　　醤油 三温糖　　醤油 玉葱 20 トマトサラダ じゃが芋 15

みりん　　 酒　　 南瓜の含め煮 みりん　 　酒 トマト 10 トマト 30 醤油　　塩

南瓜 60 パプリカ 5 キャベツ 20 みりん

粉ふき芋 三度豆 4 ビーフンの甘酢 ズッキーニ 5 胡瓜 8 昆布　　　かつお

じゃが芋 60 三温糖　　醤油 ビーフン 8 バジル コーン 5

青のり みりん　 　酒 卵 4 ケチャップ 三温糖　　塩

塩 キャベツ 15 オリーブオイル 酢　　　　　油

エリンギ 8 三温糖　　醤油

ニラの味噌汁 長芋の味噌汁 胡瓜 5 レタスのスープ
ニラ 8 長芋 15 三温糖　　醤油 しめじのスープ レタス 15

油揚げ 7 まいたけ 8 みりん　  酒　　酢 しめじ 10 人参 5

味噌 味噌 チンゲン菜 10 鶏がら　　

昆布　　　かつお 昆布　　　かつお もやしの味噌汁 鶏がら　　 スープの素

もやし 10 スープの素 醤油　　みりん　　

モロヘイヤ 4 醤油　　みりん　　 酒

味噌　昆布　 かつお 酒

☆フルーツヨーグルト ☆蒸しまんじゅう ☆枝豆 ☆ラスク ☆南瓜のあべかわ ☆お菓子
ヨーグルト　　果物 小麦粉　　三温糖　　 フランスパン　　バター 南瓜　　三温糖　　塩

三温糖 ベーキングパウダー　小豆 グラニュー糖 きな粉

きざら　　塩 ☆お菓子

☆お菓子 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳
　　　※６日（木）はセレクトおやつです。ラスクとジャムトースト（食パン・イチゴジャム）から好きな方を選びます。
　　　※万が一、食材が入手困難な場合、献立の一部を変更することがありますがご了承ください。

8月　　給　食　献　立　表　　

目標：暑さに負けず元気に過ごしましょう。

五分つき 　 もち米
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