
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 
曜

日 

め に ゅ ー き ゅ う し ょ く の ざ い り ょ う 
おうちでとりたい 

たべもの 
０～２歳児 

朝のおやつ 
お 昼 の 給 食 

みんなの 

おやつ 

強いちからが出るたべもの 

（きいろ） 

丈夫な体を作るたべもの 

（あかいろ） 

びょうきからまもってくれるたべもの  

（みどりいろ） 

１ 水 ばなな・おれんじ 
とうふのしおあんかけ 

うざく ぶどう 
ふるーつかんてん 

ごまあぶら かたくりこ 

すりごま さとう 

とりにく もめんどうふ 

うなぎ 

たまねぎ にんじん ぴーまん しめじ きゅうり 

ぶどう 
海藻類・いも類 

２ 木 
すなっくぱん 

のむよーぐると 

すこっぷころっけ ゆでえだまめ 

ずっきーにのしおこんぶいため きうい 
すなっくうどん 

じゃがいも おりーぶおいる 

ぱんこ しろごま ごま油 

ぎゅうミンチ とうにゅう 

ぶたミンチ べーこん 
たまねぎ ずっきーに えだまめ ごーるどきうい たまご・やさい 

３ 金 
ぶどう 

うえはーす 

まーぼーはるさめ 

ひじきのわふうサラダ すいか 
とまとまふぃん 

はるさめ ごま油 さとう 

かたくりこ まよねーず 

ぶたミンチ みそ  

めひじき かにかま 

たまねぎ にんじん ぴーまん ねぎ しょうが 

こーん きゅうり すいか 
魚介類・葉もの 

４ 土 ぎゅうにゅう 
えびとまとくりーむらいす 

どれっしんぐサラダ おれんじ 
おかし 

おりーぶおいる あぶら 

さとう 

えび なまくりーむ 

かまぼこ 

たまねぎ にんじん にんにく ほーるとまと 

きゅうり きゃべつ もやし おれんじ 
たまご・いも類 

６ 月 
おれんじ 

ぷちぜりー 

おからすきむいりちぐさやき ばなな 

ぶたにくととうがんのはちみつ煮 
ふらいどぽてと さとう あぶら 

たまご すきむみるく 

おから ぶたにく 

にんじん きくらげ さやえんどう とうがん 

さやいんげん ばなな 
海藻類・緑黄色野菜 

７ 火 
おかし 

ばななじゅーす 

なつやさいのすたみないため 

つなサラダ おれんじ 
やきとうもろこし 

じゃがいも あぶら さとう 

まよねーず 

ぎゅうにく あかみそ 

つな 

たまねぎ きゃべつ なましいたけ ぴーまん 

赤ぴーまん にんにく 生姜 きゅうり おれんじ 
乳製品・ナッツ類 

８ 水 
ぴーなつとーすと 

はちみつりんご 

おこのみあげぼーる くしがたとまと 

にんじんのえのきの塩きんぴら ぶどう 
かるぴすよーぐると 

こめこ あぶら ごまあぶら 

さとう 

もめんどうふ しらすぼし 

かつおぶし あおのり 

きゃべつ にんじん ぴーまん えのきたけ 

とまと ぶどう 
魚介類・いも類 

９ 木 
２色くらっかー 

みろ 

なつやさいかれー 

ねばねばなつやさいあえ すいか 
ぎょうざのかわぴざ ながいも さとう 

べーこん ぶたにく  

だいず なまくりーむ 

かぼちゃ たまねぎ 人参 なす にんにく しそ 

ほーるとまと 枝豆 おくら もろへいや すいか 
たまご・ナッツ類 

１０ 金 ぼいるうぃんなー 
さけのごまずてりやき えびサラダ 

なつやさいぶたじる おれんじ 
あんおやき 

こむぎこ さとう ごま 

ごま油 油 春雨 黒さとう 

さけ ぶたにく むきえび 

もめんどうふ みそ はむ 

しょうが もろへいや にんじん えのきたけ 

おくら たまねぎ みずな れもん おれんじ 
乳製品・いも類 

１３～

１５ 

月

～

水 

 
お盆特別保育 

 ♪給食は、お休みです。登園するお友達は、おかず入りのお弁当を持ってきましょう♪ 

１６ 木 
おかし 

かるぴすみるく 

ひじきいりにくじゃがもどき 

きゅうりのすのもの おれんじ 

とうもろこし 

おにぎり 

じゃがいも あぶら さとう 

いとこんにゃく 

めひじき こうやどうふ 

わかめ 

にんじん たまねぎ さやえんどう きゅうり 

おれんじ 
肉類・やさい 

１７ 金 
ばうむくーへん 

おれんじ 

おれんじちきん うめサラダ 

もろへいやのかきたますーぷ ぶどう 
すいか・ばなな こむぎこ ばたー さとう 

とりにく べーこん 

たまご 

おれんじじゅーす 玉ねぎ ぱせり 生姜 こーん 

切干大根 胡瓜 梅干 もろへいや 人参 ぶどう 
大豆製品・いも類 

１８ 土 ぎゅうにゅう 
しおやきそば 

かりかりぽてと ごーるどきうい 
おかし 

ちゅうかめん ごまあぶら 

じゃがいも 
ぶたにく しらすぼし 

にんじん たまねぎ きゃべつ たけのこ  

にんにく れもん ごーるどきうい 
乳製品・葉もの 

２０ 月 
うえはーす 

なし 

たまごととまとのいためもの 

こーるすろーサラダ ばなな 

おふのきなこあえ 

ぶどう 
あぶら まよねーず たまご ぎゅうにく はむ とまと きゃべつ にんじん こーん ばなな 魚介類・やさい 

２１ 火 
   

   ♪お誕生日会の日の☆ちょっとかわいい☆ランチです。３～５歳児さんは、ご飯がいります♪ 

２２ 水 ぜりー 
さばとなすのなべしぎ すましじる 

えだまめと糸寒天のすのもの ぶどう 
ごますてぃっくぱい 

かたくりこ あぶら さとう 

いたこんにゃく 

さば みそ はむ とり肉 

糸寒天 あぶらあげ 豆腐 

なす ピーマン 黄ぴーまん 赤ぴーまん ねぎ 

えだまめ きゅうり にんじん きくらげ ぶどう 
乳製品・いも類 

２３ 木 
ぷちあんぱん 

ばなならっしー 

なまあげのちゅうかふう煮 

きゃべつのすきむゆかりあえ おれんじ 

２しょくの 

ぶどうぜりー 

さとう ごまあぶら 

かたくりこ 

なまあげ ぶたミンチ 

すきむみるく 

人参 玉ねぎ ちんげんさい 生しいたけ 竹の子 

にんにく しょうが きゃべつ もやし おれんじ 
海藻類・やさい 

２４ 金 
２色くらっかー 

やくると 
たこらいす 

りよねーずぽてと すーぷ なし 
すいかぽんち 

こめ あぶら じゃがいも 

 

ぎゅうミンチ ぶたミンチ 

ちーず 

たまねぎ きゃべつ みにとまと にんじん 

もやし なし 

たまご・緑黄色やさ

い 

２５ 土  保護者クリーンデ―  ♪給食は、お休みです。登園するお友達は、おかず入りのお弁当を持ってきましょう♪ 

２７ 月 おかし・かるぴす 
こーやちゃんぷる 

なつやさいのちゅうかまりね ばなな 

たこやきふう 

    おにぎり 
ごまあぶら しろごま 

こうやどうふ ぶたにく 

さつまあげ かつおぶし 

にんじん たまねぎ さやいんげん なす とまと 

きゅうり おくら ばなな 
乳製品・いも類 

２８ 火 
ばうむくーへん 

おれんじ 

とりにくのからあげおくらそーすがけ 

にんじんしりしり みそしる ぶどう 
ごぼうぷりっつ 

さとう こむぎこ あぶら 

片栗粉 ごま油 じゃがいも 

とりにく たまご みそ 

こうやどうふ とうにゅう 

おくら しょうが にんじん もやし たまねぎ 

きゃべつ ねぎ ぶどう 
魚介類・ナッツ類 

２９ 水 ぼいるうぃんなー 
さかなのまよねーずやき ぷちとまと 

きりぼし煮 とろろきゅうり おれんじ 
りんごじゃむぱん まよねーず あぶら 

しろみさかな べーこん 

ぎゅうにゅう とろろ昆布 

たまねぎ まっしゅるーむ こーん きゃべつ 

きりぼし大根 人参 胡瓜 みにとまと おれんじ 
大豆製品・葉もの 

３０ 木 
ここあさんど 

ぶどうじゅーす 

かぼちゃのちりこんかん 

おくらとにんじんのなっとうあえ なし 
にんじんぜりー おりーぶおいる ぎゅうミンチ なっとう 

かぼちゃ せろりー たまねぎ にんにく 

ほーるとまと おくら にんじん なし 
海藻類・淡色やさい 

３１ 金 
おれんじ 

ぷちぜりー 
えだまめちーずぼーる さいころサラダ 

とうがんのちゅうかふうすーぷ ぶどう 
だいがくとーすと 

ぱんこ  砂糖  片栗粉  油 

じゃが芋 まよ 春雨 ごま 

はんぺん だいず ちーず

たまご はむ さくらえび 

えだまめ にんじん きゅうり とうがん 

ほししいたけ ぶどう 
肉類・緑黄色やさい 

平成30年７月31日 社会福祉法人 百華児童苑 大内光輪保育園 

24日（金）は、完全給食の日。 

（３～５歳児さんは、ご飯がいりません。） 

＊みんなのおやつには、毎日牛乳がつきます。 

こんだてよていひょう 

 

8 がつ 

 

おたのしみランチ 


