
10時のおやつ 10時のおやつ

（3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児

しらす丼 精白米 しらす干し しょうが エネルギー 544Kcal 610Kcal 夏野菜カレー 精白米 ぶたもも にんじん エネルギー 538Kcal 597Kcal

肉じゃが 押麦 ぶたもも こねぎ ピザトースト たんぱく質 26.8g 30.2ｇ マメマメサラダ 押麦 ミックスビーンズ かぼちゃ マカロニあべかわ たんぱく質 18.8g 20.1g

ミニトマト いりごま 油揚げ さやえんどうの 脂  質 16.5g 16.8ｇ たまごとオクラのスープ 調合油 鶏卵 たまねぎ 脂  質 16.9g 17.3g

キャベツと油揚の味噌汁 片栗粉 淡色辛みそ たまねぎ 牛乳 果物 三温糖 きな粉 きゅうり 牛乳

果物 じゃがいも ピザ用チーズ にんじん 片栗粉 なす

しらたき ベーコン くだもの マカロニ くだもの

ふりかけご飯 精白米 ぎんざけ きゅうり エネルギー 463Kcal 518Kcal 和風ツナスパゲティー マカロニ・スパゲティ まぐろ油漬缶詰 たまねぎ エネルギー 485Kcal 532Kcal

さけの西京焼き 三温糖 淡色辛みそ 塩わかめ フライドおさつ たんぱく質 18.2g 19.6ｇ れんこんシャキシャキ和え 調合油 ベーコン エリンギ のりじゃこおにぎり たんぱく質 18.7g 19.5g

きゅうりとわかめの酢の物 さつまいも しらす干し えのきたけ 脂  質 15.0g 15.2ｇ キャベツとしめじのスープ 有塩バター チーズ 生しいたけ 脂  質 17.1g 16.9g

豆腐とえのきのすまし汁 調合油 木綿豆腐 こねぎ 牛乳 キャンディーチーズ マヨネーズ しらす干し にんじん 麦茶

果物 削り節 みついしこんぶ 精白米 黄ピーマン

くだもの ごま油 にんにく

ジャージャーめん 中華めん ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 518Kcal 580Kcal 豚玉丼 精白米 ぶたロース たまねぎ エネルギー 506Kcal 540Kcal

小松菜とハムのチーズ和え 調合油 赤色辛みそ にんじん たらマヨおにぎり たんぱく質 20.8g 22.7g マカロニサラダ 押麦 鶏卵 きゅうり ヨーグルト たんぱく質 19.8g 20.4g

冬瓜とわかめの中華スープ 三温糖 ロースハム 乾しいたけ 脂  質 16.5g 16.8g 大根とえのきの味噌汁 マカロニ ロースハム にんじん 脂  質 15.0g 14.4g

ヨーグルトドリンク ごま油 プロセスチーズ にんにく 麦茶 果物 マヨネーズ 淡色辛みそ だいこん おせんべい

精白米 鶏卵 しょうが 甘辛せんべい えのきたけ

マヨネーズ ドリンクヨーグルト だいずもやし くだもの

ご飯 精白米 若鶏もも 切干しだいこん エネルギー 489Kcal 541Kcal ビビンバ丼 精白米 ぶたひき肉 こまつな エネルギー 479Kcal 523Kcal

チキン南蛮タルタルソース 薄力粉 鶏卵 にんじん ミルクココアゼリー たんぱく質 18.6g 20.1g 青のりポテト 押麦 淡色辛みそ だいずもやし 黒糖蒸しパン たんぱく質 16.4g 17.1g

切り干し大根煮 三温糖 さつま揚げ さやいんげん 脂  質 15.5g 15.7g ミニトマト 三温糖 木綿豆腐 にんじん 脂  質 12.6g 11.9g

もやしと油揚げの味噌汁 マヨネーズ 油揚げ だいずもやし おせんべい 豆腐とわかめのスープ ごま油 あおのり 牛乳

果物 調合油 淡色辛みそ カットわかめ 果物 じゃがいも ミニトマト

甘辛せんべい ゼラチン くだもの いりごま くだもの

チーズパン コッペパン プロセスチーズ にんにく エネルギー 549Kcal 619Kcal ツナピラフ 精白米 まぐろ油漬缶詰(白) たまねぎ エネルギー 529Kcal 598Kcal

かじきのカレーパン粉焼き マヨネーズ めかじき パセリ パンプキンケーキ たんぱく質 21.9g 24.0g パンプキンサラダ 有塩バター ロースハム にんじん アメリカンドック たんぱく質 16.6g 17.5g

ズッキーニとコーンのソテー パン粉 パルメザンチーズ ズッキーニ 脂  質 26.9g 29.9g かぶとしめじのスープ 調合油 魚肉ソーセージ コーン缶詰粒 脂  質 20.4g 21.9g

じゃがいもとベーコンのスープ オリーブ油 ベーコン スイートコーン 牛乳 ミニゼリー マヨネーズ 鶏卵 マッシュルーム 牛乳

調合油 鶏卵 にんじん ゼリー かぼちゃ

有塩バター たまねぎ きゅうり

マーボー豆腐丼 精白米 木綿豆腐 長ねぎ エネルギー 515Kcal 571Kcal 冷やし中華 中華めん ロースハム きゅうり エネルギー 507Kcal 567Kcal

オクラサラダ 押麦 ぶたひき肉 にら カステラ たんぱく質 16.2g 17.0g さつまいも煮 三温糖 鶏卵 だいずもやし たらマヨおにぎり たんぱく質 17.7 18.8g

春雨スープ 調合油 淡色辛みそ きゅうり 脂  質 14.7g 14.8g 冬瓜とチンゲン菜の中華スープ ごま油 ドリンクヨーグルト トマト 脂  質 10.4 9.2g

果物 三温糖 しょうが 牛乳 ヨーグルトドリンク いりごま たらこ とうがん 麦茶

片栗粉 オクラ さつまいも チンゲンサイ

ごま油 くだもの 精白米 えのきたけ

納豆ご飯 精白米 納豆 あおのり エネルギー 525Kcal 592Kcal

ツナじゃが 押麦 ロースハム たまねぎ チーズケーキ たんぱく質 17.4g 18.6g

きゅうりの塩昆布和え いりごま 削り節 にんじん 脂  質 25.4g 28.2g

にらとたまごの味噌汁 じゃがいも かつお油漬缶詰 きゅうり 麦茶

三温糖 鶏卵 塩昆布

砂糖 淡色辛みそ にら

ほうれん草ロールパン ロールパン 若鶏もも パセリ エネルギー 497Kcal 548Kcal

チキンピカタ 薄力粉 鶏卵 トマトケチャプ おやつそうめん たんぱく質 16.4g 22.0g

火 カリカリベーコンサラダ 三温糖 ベーコン キャベツ 脂  質 20.6g 22.0g

コーンポタージュ 調合油 生クリーム きゅうり 麦茶

果物 有塩バター 鶏ひき肉 赤ピーマン

そうめん 削り節 くだもの

ご飯 精白米 さば しょうが エネルギー 515Kcal 581Kcal

さばの竜田揚げ 片栗粉 焼き竹輪 ほうれんそう コッペパン たんぱく質 20.9g 22.9g

ほうれん草と竹輪のおかかあえ 調合油 かつお節 りょくとうもやし （ジャム＆マーガリン） 脂  質 18.4g 19.3g

茹でとうもろこし コッペパン 油揚げ にんじん 牛乳

なすと油揚げの味噌汁 ソフトマーガリン 淡色辛みそ なす

果物 くだもの

栄 養 価

※材料の都合により、変更することがあります。
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8月の旬の食材

オクラ きゅうり とうがん トマト ピーマン とうもろこし なす すいか

不足しがちな栄養素

暑い日が続くと、食事もさっぱりし

たものになりがちですが、そればかり

ではスタミナ不足が心配です。体をつ

くるたんぱく質や、体の機能を維持す

るビタミンやミネラルが不足すると、

夏バテでさまざまな症状が出てしまい

ます。特に夏場はエネルギー代謝に必

要なビタミンB 群が不足しがちなので、

豚肉やレバー、うなぎ、えだまめ、ご

ま、胚芽米など、ビタミンB1の豊富

な食材を摂るようにしましょう。

夏場に

食欲増進する食事

夏は暑さで食欲が減退しがちです。夏バテを

防ぐためにも、カレー粉や梅、レモンなどの酸

味を使って、食欲増進を図りましょう。スパイ

スは風味を増すだけでなく、食欲増進や消化を

よくするなど、さまざまな効果があります。


