
ひき肉カレーライス 小麦なしルウ使用 ごはん 親子丼 めんつゆ除去 ごはん ごはん
福神漬け 除去 サバの竜田揚げ きゅうり漬物 豚肉の香味揚げ 焼きサケ チキンナゲット チキンソテーに変更

昼食 ベーコンソテー コンソメ除去 春雨ソテー コンソメ除去 ポテトサラダ マヨネーズ除去 ひじき煮 めんつゆ除去 切干大根煮 めんつゆ除去 ブロッコリーサラダ マヨネーズ除去
青菜のごま和え めんつゆ除去 ブロッコリー和え物 めんつゆ除去 ミニトマト 青菜の桜エビ和え めんつゆ除去 きゅうりのコーン和え めんつゆ除去 あさりのみそ汁
バナナ 大根のみそ汁 めんつゆ除去 豚汁 めんつゆ除去 卵スープ めんつゆ除去 わかめのみそ汁 めんつゆ除去 パイナップル

みかん りんご ごま塩　バナナ りんご
ジャムサンド 米粉パン使用 しょうゆだんご ゼリー　ビスケット 小麦成分含まないもの 七草うどん グルテン無うどん使用 おせんべい 小麦粉成分なしのもの ウィンナーパン 米粉使用
牛乳 スキムミルク お茶 お茶 いちご牛乳 おせんべい　牛乳 小麦粉成分なしのもの

ハヤシライス 小麦なしルウ使用 ごはん カップちらし寿司
セルフゆで卵 半分量食べる 鶏肉のチーズ焼き 鶏のから揚げ 豚焼肉 生姜焼きに変更

昼食 青菜のガーリックソテー コンソメ除去 かぼちゃそぼろ煮 紅白たまご きゅうりナムル めんつゆ除去
さつまいも煮 キャベツのツナ和え めんつゆ除去 ブロッコリー和え物 めんつゆ除去 わかめスープ めんつゆ除去
みかん いもの子汁 めんつゆ除去 すまし汁 めんつゆ除去 パイナップル

りんご プリンアラモード 小麦成分ないもの

おせんべい 小麦粉成分なしのもの きな粉ドーナッツ 米粉使用 ロールケーキ 米粉カップケーキ使用 肉まん 米粉パン使用 ヨーグルト
スキムミルク 干し芋　スキムミルク お茶 牛乳 おせんべい　お茶 小麦粉成分なしのもの

ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
シチュー 小麦なしルウ使用 ブリの照り焼き 豚カツ ポークソテーに変更 卵焼き タラのから揚げ 鶏の照り焼き

昼食 たこウィンナー 小麦成分ないもの じゃがいもの揚げ煮 めんつゆ除去 ナポリタン グルテン無パスタ使用 ミニトマト 筑前煮 めんつゆ除去 マカロニサラダ マヨネーズ除去
ブロッコリーおかか和え めんつゆ除去 青菜の納豆和え めんつゆ除去 青菜のなめ茸和え なめ茸除去 すき昆布煮 めんつゆ除去 きゅうりの中華和え めんつゆ除去 もやしのスープ めんつゆ除去
ひじきサラダ マヨネーズ除去 けんちん汁 めんつゆ除去 中華スープ めんつゆ除去 ブロッコリーサラダ マヨネーズ除去 なめこ汁 みかん
みかん りんご ごま塩　パイナップル 白菜のみそ汁　バナナ りんご
さつまいもかりんとう かぼちゃ包み揚げ サケおにぎりに変更 おせんべい 小麦成分なしのもの 納豆入りお好み焼き 米粉使用 小豆だんご おせんべい 小麦粉成分なしのもの

スキムミルク さきいか　お茶 スキムミルク お茶 牛乳 牛乳

エビピラフ 中華だし使用 ごはん ごはん 煮豚丼 ごはん
スイートポテトフライ 焼きホッケ ちくわのカレー揚げ 鶏肉に変更 きゅうり漬物 サバのみそ煮 チキン南蛮

昼食 ほうれん草ナムル めんつゆ除去 春雨ソテー コンソメ除去 ポテトチーズ焼き コンソメ除去 春雨サラダ マヨネーズ除去 かぼちゃの素揚げ ブロッコリー和え物 めんつゆ除去
八宝菜スープ めんつゆ除去 ブロッコリーサラダ マヨネーズ除去 青菜のしらす和え めんつゆ除去 すまし汁 めんつゆ除去 きゅうりのツナ和え めんつゆ除去 玉ねぎスープ コンソメ除去
りんご 肉団子スープ 小麦成分なしのもの 大根のみそ汁 バナナ きのこのみそ汁 みかん

ふりかけ　バナナ ごま塩に変更 みかん 納豆　りんご たれ除去
がんづき 米粉使用 ホイップサンド 米粉パン使用 おせんべい 小麦粉成分なしのもの 焼きおにぎり バナナマフィン 米粉使用 プリン
牛乳 スキムミルク スキムココア さきいか　お茶 スキムミルク おせんべい　お茶 小麦成分なしのもの

2日

　アレルギー対応　1　が　つ　の　こ　ん　だ　て   　　　　　　　 小麦粉ア　レ　ル　ギ　ー　対　応　食　　　表　示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年度　　島　保　育　園

月 火 水 木 金 土
1日

9日4日 5日 6日 7日 8日

23日

おやつ

11日 12日 13日 14日　誕生会

18日 19日 20日 21日 22日

15日　お弁当の日 16日

おやつ

おやつ

25日 26日 27日 28日 29日

　◆　週2回（火・木曜日）給食に牛乳がつきます。

　◆　献立は材料等の都合により変更することがあります。ご了承願います。

年始　お休み

成人の日 おかず入りお弁当を
お願いします

30日

おやつ

土曜給食の持ち物
おにぎり コップ

おしぼり 箸

4・6・12・18日
スプーンが必要な

場合はご持参
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