
予　　定　　献　　立　　表 あおば保育園
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※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・アーモンド
★発症度が多く重症度が高いもの・・・卵、乳、小麦、そば、落花生

土
マーボー豆腐丼 
すまし汁
プルーン

【赤】沖縄豆腐,豚ひき肉
【黄】精白米,おし麦
【緑】にんじん,しいたけ,たまねぎ,にんにく,しょうが,ﾆﾗ

麦茶 　　お菓子

【赤】豚肉,チーズ
【黄】精白米
【緑】にんじん,はくさい,しいたけ,ピーマン

麦茶    　お菓子

金
チキンピラフ
すまし汁(絹ごし,青菜)
マカロニサラダ
ゼリー

【赤】鶏もも,豆腐,まぐろ缶詰,ソフール,EM牛乳
【黄】精白米,油,スパゲティ麺,マヨドレ,油,薄力粉,サイ
ダー,黒砂糖
【緑】たまねぎ,にんじん,グリーンピース,にんにく,こま
つな,きゅうり

EM酪農牛乳    そべポーポー 

【赤】牛肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,ﾖｰｸﾞﾙﾄ,EM牛乳,きな粉,豆乳
【黄】精白米,おし麦,玄米じゃが芋,油,食パン,きび砂
糖 
【緑】たまねぎ,にんじん,ﾄﾏﾄ,ﾋﾟｰﾏﾝ,みかん,ﾊﾞﾅﾅ,干し
ぶどう

EM酪農牛乳    パン(きな粉クリーム） 

麦ご飯(玄米)
クリームシチュー（豚肉） 
キュウリとワカメの和え物 
ゼリー

月

【赤】豚肉,ゴマなしミニフィッシュしらす 
【黄】精白米,おし麦,油,米粉,ごま油,きび砂糖 
【緑】チンゲンサイ,しいたけ,ﾜｶﾒ,たまねぎ,ﾋﾟｰﾏﾝ,赤
ピーマン,しょうが,きゅうり,りょくとうもやし,ﾆﾗ,ｺｰﾝ,りん
ご,梅

梅ジュース   チヂミ 

麦ご飯 
じゃこひじきふりかけ 
そうめん汁 
からし菜チャンプルー 
りんご

麦ご飯
みそ汁(大根,ﾜｶﾒ)
厚揚げ豆腐と野菜のうま煮
さつまいもの甘辛煮
プチトマト・バナナ

【赤】きはだまぐろ,豆乳,鶏卵,挽きわり納豆,豚ひき肉
【黄】精白米,おし麦,じゃが芋,薄力粉,パン粉,油,マヨド
レ,ごま油,きび砂糖
【緑】からしな,ピクルス,たまねぎ,にんじん,ﾈｷﾞりんご,
焼きのり

麦茶    納豆みそおにぎり 

火
麦ご飯 
みそ汁(ｶﾗｼﾅ,じゃが芋) 
魚フライタルタルソース 
人参ｼﾘｼﾘ（かつお節） 
りんご

麦ご飯
みそ汁(豆腐、ﾜｶﾒ)
なすの挽き肉炒め
きゅうりとみかんの和え物
ミニトマト・バナナ

水
麦ご飯 
みそ汁（山東菜,豆腐） 
ポークのｱｯﾌﾟﾙソース 
赤瓜の煮つけ 
ﾊﾟｲﾝ缶・パプリカスィック(黄)

【赤】沖縄豆腐,豚肉,EM牛乳,しらす,ﾁｰｽﾞ
【黄】精白米,おし麦,マヨドレ,食パン
【緑】さんとうさい,りんご,モウイ,にんじん,さやいんげ
ん,パインアップル缶,パプリカ

EM酪農牛乳    じゃこﾄｰｽﾄ 

木
麦ご飯 
豆乳
鮭のちゃんちゃん焼き 
かぼちゃ含め煮 
オレンジ・きゅうりスティック

【赤】豚肉,しろさけ,豆乳,きな粉,発酵乳
【黄】精白米,おし麦,きび糖,くずでん粉,黒砂糖
【緑】レタス,にんじん,たまねぎ,キャベツ,しめじ,かぼ
ちゃ,きゅうり,ｵﾚﾝｼﾞ

ボロボロジューシー
プルーン

麦ご飯 
すまし汁(冬瓜,チンゲン菜) 
鮭のごま味噌焼き 
クーブイリチー 
りんご

【赤】豚肉,ｸﾘｰﾑ,牛乳,しらす,型抜きチーズ１０鉄分
【黄】精白米,玄米,じゃが芋,油,薄力粉,バター,きび砂
糖,精白米,ｾﾞﾘｰ
【緑】たまねぎ,にんじん,セロリー,さやいんげん,きゅう
り,ﾜｶﾒ,ﾚﾓﾝ,えだまめ

【赤】豚ロース肉,
【黄】精白米,おし麦,
【緑】にんじん,しいたけ

飲むヨーグルト  　さつまいもクッキー 

麦ご飯 
すまし汁(しめじ,えのき,水菜) 
鯖の梅焼き 
なーべーらーんぶしー 
りんご

【赤】さば,豚肉,沖縄豆腐,ﾂﾅ缶,ゴマなしミニフィッシュ
【黄】精白米,おし麦,きび砂糖,油,マヨドレ
【緑】しめじ,えのき,こまつな,梅干し,しそ,ﾍﾁﾏ,味付け
のり,りんご

麦茶    ツナマヨおにぎり    味付小魚 EM酪農牛乳    蒸し芋 

麦ご飯 
みそ汁（チンゲン菜,えのき） 
ごぼう入り鶏つくね 
パパイヤイリチー 
きゅうりスティック･ぶどう

八宝菜
みそ汁
チーズ

麦茶    ゆかりおにぎり（しらす）    チーズ１０鉄分入り 麦茶    　お菓子

【赤】沖縄豆腐,豚ひき肉,発酵乳脱脂粉乳,牛乳
【黄】精白米,おし麦,油,薄力粉,きび砂糖
【緑】ﾜｶﾒ,ﾈｷﾞ,ﾅｽ,にんじん,たまねぎ,さやいんげん,
きゅうり,みかん,もも・缶,ﾄﾏﾄ,バナナ

【赤】油揚げ,沖縄豆腐,鶏ひき肉,鶏卵,型抜きチーズ
１０鉄分
【黄】精白米,あわ精白粒,こんにゃく・しらたき,油,,きび
砂糖
【緑】キャベツ,しいたけ,にんじん,たまねぎ,モウイ,み
かん,梅干し,味付けのり,ﾄﾏﾄ,バナナ

【赤】厚揚げ豆腐,豚肉,油揚げ
【黄】精白米,おし麦,油,きび砂糖,さつま芋,ごま
【緑】大根,ﾜｶﾒ,ﾈｷﾞ,キャベツ,にんじん,たまねぎ,ﾄﾏﾄ,
ﾊﾞﾅﾅ

麦茶 　チーズ１０鉄分入り 　梅おかかおにぎり 

梅ジュース   　いなり寿司 

飲むヨーグルト    ピーチマフィン(卵除去） 飲むヨーグルト 　黒糖くずもち 

【赤】牛かたﾛｰｽ,沖縄豆腐,まぐろ缶,発酵乳牛乳
【黄】精白米,おし麦,油,こんにゃく,スパゲティ麺,マヨド
レ,ホットケーキ
【緑】かぼちゃ,たまねぎ,ﾈｷﾞ,にんじん,はくさい,きゅう
り,干しぶどう,ﾊﾞﾅﾅ,ﾄﾏﾄ

麦ご飯
みそ汁(かぼちゃ,玉ねぎ)
すきやき風煮
スパゲティサラダ
バナナ･プチトマト

【赤】豚ひき肉,牛ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,ﾁｰｽﾞ,豆腐,EM牛乳
【黄】スパゲティ麺,ｵﾘｰﾌﾞ油,油,薄力粉,バター,マヨド
レ,きび砂糖,さつま芋
【緑】にんじん,たまねぎ,しいたけ,あおさ,キャベツ,ｺｰ
ﾝ,パプリカ,オレンジ

【赤】,スルルー小,発酵乳,鶏卵,豆乳
【黄】精白米,おし麦,さといも,油,きび砂糖,ごま,薄力
粉,バター
【緑】とうがん,こまつな,にんじん,根深ねぎ,大根,ｽｲｶ,
ﾊﾞﾅﾅ,きゅうり

飲むヨーグルト    キャロットスティック 飲むヨーグルト  　　若夏ケーキ 

飲むヨーグルト    キャラメルポテト 

【赤】しろさけ,豚肉,ｶﾏﾎﾞｺ,発酵乳,ﾊﾑ,ピザチーズ
【黄】精白米,おし麦,ごま,きび砂糖,ごま油,こんにゃく,
油,食パン
【緑】とうがん,チンゲンサイ,昆布,しいたけ,にんじん,り
んご,ﾋﾟｰﾏﾝ,ｺｰﾝ

飲むヨーグルト    ピザトースト 

麦ご飯 
みそ汁（なす,鶏肉） 
レバーのカレー揚げ 
ひじき炒め 
ﾊﾟﾌﾟﾘｶｽﾃｨｯｸ(黄)・すいか

【赤】鶏もも,豚ﾚﾊﾞｰ,豆乳,豚肉,大豆,EM牛乳,さば缶,
ゴマなしミニフィッシュ
【黄】精白米,おし麦,油,こんにゃく,油,そうめん
【緑】ﾅｽ,たまねぎ,にんにく,ひじき,にんじん,さやいん
げん,すいか,ﾈｷﾞ,パプリカ

EM酪農牛乳    ソーメンタシャー    味付小魚 

【赤】納豆,豚肉,ｶﾏﾎﾞｺ,沖縄豆腐,豚肉,発酵乳
【黄】精白米,おし麦,こんにゃく,油,さつま芋,バター,き
び砂糖
【緑】大根,しいたけ,ﾆｶﾞｳﾘ,たまねぎ,にんじん,トマト,バ
ナナ

納豆ごはん
イナムドチ
ゴーヤーチャンプルー
プチトマト
バナナ

EM酪農牛乳     　誕生会ケーキ 飲むヨーグルト  　黒糖ラスク

スパゲティーミートソース 
アーサ汁 
コールスローサラダ 
パプリカスティック(赤)
オレンジ

ふりかけご飯 
豆乳
きびなごの蒲焼き風 
千切りイリチー
きゅうりｽﾃｨｯｸ・すいか 

【赤】しらす,沖縄豆腐,豚肉,発酵乳
【黄】精白米,おし麦,ごま,油,きび砂糖,そうめん,さつま
芋,アーモンド
【緑】ひじき,しいたけ,ﾈｷﾞ,からしな,にんじん,たまねぎ,
りんご

ハヤシライス（玄米）
みそ汁
フルーツサラダ
ゼリー

【赤】豚肉,豚ﾚﾊﾞｰ,しらす,
【黄】精白米,おし麦,きび砂糖,強力粉,黒砂糖
【緑】たまねぎ,にんじん,キャベツ,ﾊﾟｲﾝ,パプリカ

【赤】ｷﾝｸﾞｸﾘｯﾌﾟ,EM牛乳,かまぼこ,豆腐,豚三枚肉
【黄】精白米,小麦粉,砂糖,油,ｹｰｷ
【緑】ごぼう,コンニャク,昆布,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,ﾊﾟｲﾝ,ぶどう

【赤】鶏ひき肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,沖縄豆腐,まぐろ缶,発酵乳
【黄】精白米,おし麦,黒砂糖,バター
【緑】チンゲンサイ,えのき,ごぼう,たまねぎ,ｼｮｳｶﾞ,ﾊﾟﾊﾟ
ｲｱ,にんじん,ﾆﾗ,きゅうり,ぶどう

EM酪農牛乳 　黒糖カステラ 

青菜おにぎり・ごぼう煮付け
魚てんぷら･こんにゃく煮付け
昆布煮付け・三枚肉
揚げ豆腐・かまぼこ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｿﾃｰ・ぶどう・ﾊﾟｲﾝ

【赤】豚かたﾛｰｽ,チーズ
【黄】精白米,
【緑】白菜,,にんじん,ピーマン,しいたけ

麦茶    　お菓子

中華丼
みそ汁
チーズ

あわご飯 
みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ,油揚げ） 
炒り豆腐 
もーういの和え物 
プチトマト･バナナ

麦ご飯 
みそ汁（チンゲン菜,しいたけ） 
豚肉のしょうが焼き 
きゅうりともやしの和え物 
味付小魚  ・りんご

カレーライス（ﾎﾟｰｸ･玄米）
小魚サラダ
 すまし汁
パプリカスティック(赤)
パインアップル-缶 

麦茶    　お菓子

☆衛生面のポイント☆☆衛生面のポイント☆

山の日

厳しい暑さが続いています。

睡眠をしっかりとって、

朝食は必ず食べてから

登園しましょう。

重箱料理

4・5歳児美ら海ﾊﾞｽ遠足

全園児お弁当🍙


