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2016年7月分
月

白鳥保育園

火

水

木

金

土

1 麦ご飯（胚が米）

楽しい食育

2 ご飯（胚芽）

スタミナカレー
もずく酢（みかん）

子どもたちが食材に触れることは、食べ物に興味・関心を持つきっかけになります。
皮付きのとうもろこしや枝についた枝豆に触れてみよう！ひげは1本1本粒とつながってい
るんだ！みどりの皮をむくと、中から鮮やかなとうもろこしの粒！枝豆って枝に付いている
んだ！緑のふさの中に枝豆がはいっているよ！
そのままでも甘くておいしい夏野菜。保育所では旬の生とうもろこしや枝豆を茹でて、おや

【赤】豚ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,ﾁｰｽﾞ,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋,砂糖
【緑】玉ねぎ,にんじん,かぼちゃ,ﾍﾁﾏ,ﾆｶﾞｳﾘ,沖縄もず
く,きゅうり,みかん
EM酪農牛乳 田芋ロール

4 ご飯（胚芽）

5 麦ご飯（胚が米）

トマトと卵のスープ
中華丼(きくらげ)
きゅうりとみかんの和え物
プルーン
【赤】鶏卵,豚肉,EM牛乳
【黄】胚芽米,三温糖,砂糖,食パン,バター
【緑】ﾄﾏﾄ,こまつな,はくさい-生,にんじん,きくらげ-乾,
ﾋﾟｰﾏﾝ,きゅうり,みかん,ﾌﾟﾙｰﾝ

みそ汁(じゃがいも)
さばのおろし煮
フーイリチー（卵・豚）
バナナ
【赤】さば-生,豚肉,鶏卵
【黄】胚芽米,おし麦,三温糖,ふ,うどん
【緑】じゃがいも､しょうが,大根,ﾓﾔｼ,にんじん,キャベ
ツ,ﾊﾞﾅﾅ,玉ねぎ,からしな

EM酪農牛乳 シナモントースト

11 ご飯（胚芽）

Ca飲料（リンゴ） カレーうどん（おやつ）

12 ご飯（胚芽）

みそ汁（山東菜･しめじ）
チキンのケチャップ煮
野菜炒め(もやしﾋﾟｰﾏﾝｷｬﾍﾞﾂ）
ﾐﾆｾﾞﾘｰ(ﾌﾟﾙｰﾝ)
【赤】成鶏・手羽,まぐろ・缶詰,EM牛乳,鶏卵
【黄】胚芽米,バター,砂糖
【緑】さんとうさい・葉-生,しめじ,玉ねぎ,にんじん,キャ
ベツ,ﾓﾔｼ,ﾋﾟｰﾏﾝ,ﾆｶﾞｳﾘ,ﾊﾞﾅﾅ

もずく丼
きゅうりの和え物(中華風）
チーズで鉄

【赤】豚ひき肉,鶏卵,EM牛乳
【黄】胚芽米,砂糖,三温糖,ごま油
【緑】沖縄もずく,にんじん,にんにく,ﾋﾟｰﾏﾝ,赤ピーマン,
きゅうり,ﾄﾏﾄ

EM酪農牛乳 若夏ケーキ

18

海の日

ミルミル(ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌) ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ

19

食
育
の
日

あわご飯(胚芽米）
イナムドチ
からし菜チャンプルー
きゅうりの和え物（梅）
さくらんぼフレッシュ

【赤】豆乳,豚肉,ｶﾏﾎﾞｺ,沖縄豆腐,ﾂﾅ缶,EM牛乳
【黄】胚芽米,こんにゃく
【緑】大根,しいたけ,からしな,にんじん,きゅうり,梅干
し,ｽｲｰﾄｺｰﾝ
EM酪農牛乳 茹でコーン 黒棒

25 ご飯（胚芽）
みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ)
ゴーヤーチャンプルー
かぼちゃの含め煮
ﾐﾆｾﾞﾘｰ（白桃）
【赤】ﾁｰｽﾞ,沖縄豆腐,豚肉,鶏卵,EM牛乳,牛乳
【黄】胚芽米,じゃが芋,砂糖
【緑】ﾈｷﾞ,玉ねぎ,にんじん,ﾆｶﾞｳﾘ,かぼちゃ,あおさ

EM酪農牛乳 アーサカステラ

26 ふりかけご飯（胚芽）
みそ汁(さんとうさい･麩)
魚のてんぷら（磯部）
きんぴら風煮（いんげん）
ぶどう（３０ｇ）
【赤】キングクリップ,鶏ひき肉,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ,ﾂﾅ缶
【黄】胚芽米,ふ
【緑】ｵﾚﾝｼﾞ,さんとうさい・葉-生,あおのり-素干し,ご
ぼう,にんじん,さやいんげん,ぶどう,味付けのり
ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) ツナマヨおにぎり

6 ご飯（胚芽）

ミネストローネ（大豆)
トンカツ
もーういの和え物
すいか
【赤】豚肉,豚・ﾋﾚ・赤肉-生,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ,牛乳
【黄】胚芽米,じゃが芋,砂糖
【緑】にんじん,玉ねぎ,ﾄﾏﾄ,みかん,ｽｲｶ

7 ご飯（胚芽）

【赤】豆腐,牛・ひき肉-生,豚ﾚﾊﾞｰ,鶏卵,しらす
【黄】胚芽米,そうめん
【緑】オクラ,にんじん,玉ねぎ,こまつな,ｺｰﾝ,きゅうり,ﾄ
ﾏﾄ,ﾊﾞﾅﾅ

冷やしそうめん バナナ

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) ゴマポッキー

13 ご飯（胚芽）

14 ちりめん寿司

すまし汁(大根・ﾀﾏﾈｷﾞ・ﾈｷﾞ)
レバーのカレー揚げ
野菜炒め(もやしﾋﾟｰﾏﾝ青菜）
すいか
【赤】豚ﾚﾊﾞｰ,鶏卵,豚肉,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ,牛乳
【黄】胚芽米,強力粉,黒砂糖,ごま-乾
【緑】大根,玉ねぎ,ﾈｷﾞ,にんじん,チンゲンサイ,ﾓﾔｼ,
ﾋﾟｰﾏﾝ,ｽｲｶ,干しぶどう,えだまめ

【赤】豚ｿｰｾｰｼﾞ,鶏卵,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ
【黄】スパゲティ麺,ごま油,砂糖,胚芽米
【緑】ﾊﾞﾅﾅ,ﾄﾏﾄ,ﾅｽ,玉ねぎ,しめじ,ｺｰﾝ,セロリー-生,
キャベツ,みかん

【赤】鶏卵,しらす,豚肉,EM牛乳,牛乳
【黄】胚芽米,砂糖,ごま,さつま芋,バター
【緑】ﾊﾞﾅﾅ,にんじん,しそ・葉-生,こまつな,しめじ,ﾊﾟﾊﾟ
ｲｱ,ﾆﾗ,メロン
ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) さつま芋のガレット

21 あわご飯(胚芽米）
みそ汁(ﾈｷﾞ・ｼﾒｼﾞ・豆腐)
肉じゃが
ﾜｶﾒと春雨の和え物
すいか
【赤】沖縄豆腐,牛肉,EM牛乳,ツナ
【黄】胚芽米,ｹｰｷ,春雨,
【緑】ﾜｶﾒ,しめじ,ｼﾞｬｶﾞｲﾓ,ﾀﾏﾈｷﾞ,ﾄﾏﾄ,ｷｭｳﾘ,ﾈｷﾞ,ｽｲｶ,
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) ゆかりおにぎり

27 ご飯（胚芽）
みそ汁（もやし・ﾜｶﾒ）
すきやき風煮
ポテトサラダ
オレンジ（ネーブル）

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳)

誕生会ケーキ

【赤】大豆,豚ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,ﾖｰｸﾞﾙﾄ,EM牛乳
【黄】ロールパン,スパゲティ麺,さつま芋
【緑】玉ねぎ,にんじん,さやいんげん,みかん,ﾊﾞﾅﾅ,干
しぶどう

EM酪農牛乳

焼き芋

ビーフシチュー
小松菜とコーンの和え物

【赤】牛かた肉-生,豚ﾚﾊﾞｰ,ｸﾘｰﾑ,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ
【黄】胚芽米,じゃが芋,バター,砂糖
【緑】にんじん,玉ねぎ,しめじ・ぶなしめじ-生,ﾋﾟｰﾏﾝ,こ
まつな,ｺｰﾝ
EM酪農牛乳 ドラ焼き

22 ご飯（胚芽）
チキンカレー
大豆サラダ

みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ・ﾜｶﾒ)
鮭のマヨネーズ焼き
赤瓜の煮つけ（豚バラ）
パインアップル

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) オートミールクッキー

【赤】沖縄豆腐,鶏ひき肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,豚肉
【黄】胚芽米,三温糖,ごま,精白米
【緑】ﾍﾁﾏ,玉ねぎ,かぼちゃ,ﾈｰﾌﾞﾙ,にんじん,しいたけ,
こまつな
午後から七夕まつり

9 ご飯（胚芽）

すまし汁(しめじ・えのき・水菜)
マーボー豆腐
きゅうり和え（オクラ）
オレンジ
【赤】沖縄豆腐,豚ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,EM牛乳
【黄】胚芽米,砂糖,ごま油,ライ麦・全粒粉,三温糖
【緑】しめじ,えのき,きょうな,にんじん,しいたけ,玉ね
ぎ,にんにく,しょうが,ﾆﾗ,きゅうり,オクラ,ｵﾚﾝｼﾞ,干しぶ
どう
ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) スコーン

16 野菜そば

ゴーヤーの白和え
元気ヨーグルト

【赤】豚・かた・赤肉-生,ｶﾏﾎﾞｺ,沖縄豆腐,ﾂﾅ缶,ｹﾞﾝｷﾐ
ﾙｸ
【黄】沖縄そば,胚芽米,三温糖
【緑】にんじん,キャベツ,ﾓﾔｼ,ﾆｶﾞｳﾘ,味付けのり
ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) みそおにぎり

23 麦ご飯（胚が米）
すまし汁(小松菜･大根)
鮭の照り焼き
なーべーらーんぶしー
オレンジ

【赤】鶏肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,大豆,EM牛乳
【赤】鶏卵,しろさけ-生,豚肉,沖縄豆腐,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ
【黄】胚芽米,じゃが芋,バター,砂糖,ごま油,紫いもﾁｯ 【黄】胚芽米,おし麦,ごま油,やま芋,砂糖
ﾌﾟ
【緑】こまつな,大根,ﾍﾁﾏ,ｵﾚﾝｼﾞ,にんじん
【緑】玉ねぎ,にんじん,ﾋﾟｰﾏﾝ,ﾄﾏﾄ,ひじき,きゅうり,ﾊﾞﾅ
ﾅ
EM酪農牛乳 いもﾁｯﾌﾟ バナナ
ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) 人参のかるかんｶｯﾌﾟｹｰｷ

29 麦ご飯（胚が米）

28

【赤】牛乳,輸入牛・かたﾛｰｽ-生,沖縄豆腐,鶏卵,豚・
ゼラチン,ｶﾀｸﾁｲﾜｼ
【黄】胚芽米,こんにゃく,じゃが芋,はちみつ,黒砂糖,
ｱｰﾓﾝﾄﾞ,ごま
【緑】ﾓﾔｼ,ﾜｶﾒ,にんじん,はくさい,ｷｭｳﾘ,ﾈｰﾌﾞﾙ
ゴマゼリー アーモンドミニフィッシュ

ポークビーンズ（ﾚﾊﾞｰ）
フルーツサラダ（みかん）

15 ご飯（胚芽）

すまし汁(小松菜ｼﾒｼﾞ)
パパイヤイリチー
メロン

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) 黒糖カステラ 枝豆

20 トマトスパゲティ
コーンスープ（ｾﾛﾘｰ・卵）
キャベツサラダ
チーズで鉄

8 ロールパン（ﾃﾞｨﾅﾛｰﾙ）

きらきらスープ(ｵｸﾗ)
七 チーズハンバーグ
夕 しらすのサラダ
七夕デザート

みそ汁(ﾍﾁﾏ･豆腐)
松風焼き
かぼちゃ含め煮
オレンジ（ネーブル）

30 あわご飯(胚芽米）

みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ・ねぎ）
生揚げのそぼろ煮（春雨）
大根ときゅうりの和え物
プルーン

【赤】べにざけ,豚肉,しらす
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋,ミルミル,ごま-むき,三
温糖
【緑】ﾜｶﾒ,しめじ,玉ねぎ,にんじん,ﾊﾟｲﾝ,にんじん,ひじ
き

【赤】豚ひき肉,生揚げ,みどり調整豆乳,脱脂粉乳,鶏
卵
【黄】胚芽米,はるさめ,砂糖,バター
【緑】キャベツ,ﾈｷﾞ,にんじん,さやいんげん,きゅうり,大
根,ﾊﾞﾅﾅ,ﾌﾟﾙｰﾝ

EM酪農牛乳 じゃこひじきふりかけおにぎり

みどり調整豆乳 バナナケーキ

※保育所の行事や材料などの都合により、献立を変更することがあります。
≪アレルゲン食品表示を規定されている食品≫
卵・乳・小麦・そば・落花生・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・カニ・カシューナッツ・キウイ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・バナナ・ゼラチン
☆衛生面のポイント☆
☆衛生面のポイント☆
★発症度が多く重症度が高いもの・・・卵、乳、小麦、そば、落花生
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白鳥保育園離乳食

火

水

木

金
1

母乳・ミルク・離乳食以外からの水分補給について
乳幼児の体の水分の割合は体重の７０～８０％と言われて多くの水分を必要とします。
汗をかいた時や入浴の後など、のどが渇いているようであれば水や麦茶など甘みや刺激のない飲み物
を与えてあげましょう。
市販のスポーツ飲料や果汁は、塩分･糖分を含むので与えすぎると肝臓に負担をかけます。また、虫歯
や肥満の原因になりやすいため、用途で使い分けるようにし、習慣的に与えないようにしましょう

【赤】豚ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,ﾁｰｽﾞ,脱脂粉乳
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋,食パン,バター
【緑】玉ねぎ,にんじん,かぼちゃ,ﾍﾁﾏ,ﾆｶﾞｳﾘ,きゅうり,
みかん,ﾊﾞﾅﾅ
トースト

4 軟飯
トマトと卵のスープ
中華丼（きくらげ抜き）
きゅうりとみかんの和え物
【赤】鶏卵,豚肉,きな粉
【黄】胚芽米,三温糖,食パン,砂糖,バター
【緑】ﾄﾏﾄ,こまつな,はくさい-生,にんじん,ﾋﾟｰﾏﾝ,きゅう
り,みかん
きな粉トースト（スティック）

11

5 軟飯（麦）
みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ)
白身魚煮
フーイリチー

煮込みうどん

12

軟飯（麦）
みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ・ﾜｶﾒ)
鮭のマヨネーズ焼き
赤瓜と人参の煮物

【赤】鶏ささ身,鶏卵
【赤】べにざけ,しらす
【黄】胚芽米,バター,砂糖
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋,三温糖
【緑】さんとうさい,しめじ,玉ねぎ,にんじん,キャベツ,ﾓ 【緑】ﾜｶﾒ,玉ねぎ,にんじん,にんじん,ひじき
ﾔｼ,ﾆｶﾞｳﾘ,ﾊﾞﾅﾅ
若夏おかゆ

18

13

19

軟飯（あわ）
イナムドチ
からし菜チャンプルー
スティックキュウリ

【赤】豚肉,沖縄豆腐,ﾂﾅ缶
【黄】胚芽米
【緑】大根,からしな,にんじん,きゅうり,ｽｲｰﾄｺｰﾝ・生

軟飯,みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ)
ゴーヤーチャンプルー
かぼちゃ含め煮

【赤】沖縄豆腐,豚肉,鶏卵,牛乳
【黄】胚芽米,じゃが芋,砂糖
【緑】玉ねぎ,にんじん,ﾆｶﾞｳﾘ,かぼちゃ,あおさ

アーサカステラ

おかゆ

26

軟飯
みそ汁(さんとうさい･麩)
魚のムニエル（青のり）
きんぴら煮込み
ぶどう

そうめんぷっとぅるー（とまと）

軟飯
すまし汁(大根・ﾀﾏﾈｷﾞ・ﾈｷﾞ)
ささみと野菜の炒め煮
すいか

きなこがゆ

ちりめんご飯（軟）
すまし汁(小松菜)
ささみと野菜の煮物
メロン

20

トマトスパゲティ・魚（煮込み）
コーンスープ（ｾﾛﾘｰ）
キャベツサラダ(煮） おかゆ

【赤】キングクリップ,しらす
【黄】スパゲティ麺,ごま油,胚芽米
【緑】ﾄﾏﾄ,ﾅｽ,玉ねぎ,ﾋﾟｰﾏﾝ,ｺｰﾝ,セロリー-生,キャベ
ツ,みかん

21

軟飯
みそ汁（もやし・ﾜｶﾒ）
すきやき風煮
ふかし芋（ｼﾞｬｶﾞ）
ンジ

軟飯（あわ）
みそ汁(ﾜｶﾒ･豆腐)
肉じゃが
すいか
きゅうりともやしの和え物

じゃがいものマッシュ

28

オレ

おにぎり（しらす・離）

【赤】沖縄豆腐,豚ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,脱脂粉乳
【黄】胚芽米,砂糖,ごま油
【緑】きょうな,にんじん,玉ねぎ,しょうが,きゅうり,オク
ラ,ｵﾚﾝｼﾞ,干しぶどう
レーズンホットケーキ

軟飯
ビーフシチュー
小松菜とコーン和え

【赤】牛かた肉-生,豚ﾚﾊﾞｰ,キングクリップ
【黄】胚芽米,じゃが芋,バター,砂糖
【緑】にんじん,玉ねぎ,ﾋﾟｰﾏﾝ,こまつな,ｺｰﾝ

22

軟飯
ささみと野菜のミルク煮
大豆サラダ
バナナ

【赤】若鶏・ささ身-生,鶏ﾚﾊﾞｰ,脱脂粉乳,大豆
【黄】胚芽米,じゃが芋,バター,砂糖
【緑】玉ねぎ,にんじん,ﾋﾟｰﾏﾝ,ﾄﾏﾄ,きゅうり,ひじき,ﾊﾞﾅ
ﾅ

おかゆ

軟飯（あずき）
すまし汁(大根・たまねぎ)
ピーマンと豚肉の味噌炒め
スティックキュウリ

ホットケーキ

29

16

おかゆ

おじや

おかゆ

煮込み野菜そば
ゴーヤーの白和え
元気ヨーグルト

【赤】豚・かた・赤肉-生,沖縄豆腐,ﾂﾅ缶
【黄】沖縄そば,胚芽米,三温糖
【緑】にんじん,キャベツ,ﾓﾔｼ,ﾆｶﾞｳﾘ

みそおかゆ

23

軟飯（麦）
すまし汁(小松菜･大根）
鮭の照り焼き
なーべーらーんぶしー
オレンジ

【赤】しろさけ-生（切り身）,豚肉,沖縄豆腐,しらす
【黄】胚芽米,おし麦,ごま油
【緑】こまつな,大根,ﾍﾁﾏ,にんじん,ｵﾚﾝｼﾞ

おかゆ

軟飯
野菜あんかけ丼
きゅうりとトマト（煮）

【赤】豚肉,豚ﾚﾊﾞｰ,脱脂粉乳
【赤】豚ひき肉
【黄】胚芽米,ごま油,三温糖
【黄】胚芽米,砂糖,三温糖
【緑】大根,玉ねぎ,ﾋﾟｰﾏﾝ,ﾓﾔｼ,にんじん,きゅうり,ﾊﾞﾅﾅ 【緑】にんじん,ﾋﾟｰﾏﾝ,赤ピーマン,きゅうり,ﾄﾏﾄ

バナナホットケーキ

ボロボロジューシー（はんだま）

9 軟飯
すまし汁(水菜)
マーボー豆腐
きゅうり和え（オクラ）
オレンジ

おじや（しらす白身魚）

【赤】沖縄豆腐,牛肉,グリーンピース,しらす
【黄】胚芽米,じゃが芋,三温糖
【緑】ﾜｶﾒ,玉ねぎ,にんじん,きゅうり,ﾓﾔｼ,ｽｲｶ

おにぎり（しらす・離）
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15

軟飯
みそ汁(ﾍﾁﾏ･豆腐)
松風焼き
かぼちゃ含め煮 オレンジ

【赤】沖縄豆腐,鶏ひき肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,豚肉
【黄】胚芽米,三温糖
【緑】ﾍﾁﾏ,玉ねぎ,かぼちゃ,にんじん,こまつな,ｵﾚﾝｼﾞ

おかゆ

芋おにぎり(軟）

【赤】キングクリップ,鶏ひき肉,ﾂﾅ缶
【赤】輸入牛・かたﾛｰｽ-生,沖縄豆腐,しらす
【黄】胚芽米,ふ
【黄】胚芽米,じゃが芋
【緑】さんとうさい,あおのり-素干し,ごぼう,にんじん,さ 【緑】ﾓﾔｼ,ﾜｶﾒ,にんじん,はくさい-生,ﾈｰﾌﾞﾙ
やいんげん,ぶどう,味付けのり
ツナご飯（おにぎり）

14

【赤】鶏ささ身,豚ﾚﾊﾞｰ,きな粉
【赤】鶏卵,しらす,鶏ささ身
【黄】胚芽米,三温糖
【黄】胚芽米,さつま芋
【緑】大根,玉ねぎ,にんじん,チンゲンサイ,ﾓﾔｼ,ﾋﾟｰﾏﾝ, 【緑】にんじん,しそ・葉-生,こまつな,大根,メロン
ｽｲｶ

とうもろこしご飯（胚芽）おにぎり

25

バナナ

2

おかゆ

8 ロールパン（ディナロール）
ポークビーンズ（ﾚﾊﾞｰ）
フルーツサラダ（みかん）
おかゆ

【赤】豆腐,牛・ひき肉-生,豚ﾚﾊﾞｰ,鶏卵,しらす
【赤】大豆,豚ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,ﾖｰｸﾞﾙﾄ
【黄】胚芽米,そうめん
【黄】ロールパン,スパゲティ麺,さつま芋
【緑】オクラ,にんじん,玉ねぎ,こまつな,ｺｰﾝ,ﾄﾏﾄ,ﾊﾞﾅﾅ 【緑】玉ねぎ,にんじん,さやいんげん,みかん,ﾊﾞﾅﾅ,干
しぶどう

おかゆ（しらす・離）

じゃこひじきおかゆ

海の日

7 軟飯
きらきらスープ(ｵｸﾗ)
七 ハンバーグ（離）
夕 しらすのサラダ(煮）

【赤】さば-生,豚肉,鶏卵
【赤】豚・ﾋﾚ・赤肉-生,しらす
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋,ふ,うどん
【黄】胚芽米,じゃが芋
【緑】大根,しょうが,ﾓﾔｼ,にんじん,キャベツ,玉ねぎ,か 【緑】にんじん,玉ねぎ,ﾄﾏﾄ,みかん,ｽｲｶ
らしな,ﾊﾞﾅﾅ

おかゆ

軟飯
みそ汁（山東菜･しめじ）
ささみと野菜の炒め煮

バナナ

6 軟飯
ミネストローネ（大豆）
豚肉のしょうが焼
もーういの和え物（煮）
すいか

土

軟飯（麦）
スタミナカレー風（ミルク煮）
きゅうりとみかんの和え物
バナナ

おじや（しらす人参）

30

軟飯（あわ）
みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ）
豆腐のそぼろ煮
大根スティック

【赤】豚ひき肉,沖縄豆腐,しらす
【黄】胚芽米,はるさめ
【緑】キャベツ,にんじん,さやいんげん,大根,ﾊﾞﾅﾅ

おじや（しらす人参） バナナ

※保育所の行事や材料などの都合により、献立を変更することがあります。
≪アレルゲン食品表示を規定されている食品≫
卵・乳・小麦・そば・落花生・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・カニ・カシューナッツ・キウイ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・バナナ・ゼラチン
☆衛生面のポイント☆
☆衛生面のポイント☆
★発症度が多く重症度が高いもの・・・卵、乳、小麦、そば、落花生

