
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

カレーピラフ 精白米 鶏ひき肉 たまねぎ フライ エネルギー 523 Kcal 581 Kcal 玄米ご飯 精白米 さば 乾ひじき かりんとう エネルギー 494 Kcal 544 Kcal

小松菜とハムのチーズ和え 有塩バター ロースハム にんじん たこ焼き たんぱく質 17.6ｇ 18.6ｇ さばの南部焼き 玄米 淡色辛みそ にんじん ドーナツ たんぱく質 18.9 ｇ 20.3 ｇ

ミネストローネ 調合油 プロセスチーズ キャベツ 脂  質 19.0 ｇ 20.2 ｇ 五目ひじき 三温糖 大豆水煮缶詰 さやいんげん 脂  質 17.1 ｇ 17.8 ｇ

果物 三温糖 ベーコン マッシュルーム 牛乳 たまごとオクラのすまし汁 いりごま 焼き竹輪 オクラ 牛乳

マカロニ・スパゲティ かつお節 こまつな 果物 板こんにゃく 鶏卵 くだもの

じゃがいも くだもの 調合油 削り節

豚玉丼 精白米 ぶたロース たまねぎ エネルギー 524 Kcal 588 Kcal 和風ツナスパゲティー スパゲティ まぐろ油漬缶詰 たまねぎ ひじき エネルギー 509 Kcal 572 Kcal

オクラと人参のごま和え 押麦 鶏卵 こねぎ マドレーヌ たんぱく質 16.8ｇ 17.7ｇ れんこんシャキシャキ和え 調合油 ベーコン ぶなしめじ いなり たんぱく質 18.7ｇ 20.2ｇ

大根となめこの味噌汁 いりごま 淡色辛みそ オクラ 脂  質 21.4 ｇ 23.2 ｇ もやしと玉ねぎのスープ 有塩バター 油揚げ 生しいたけ 脂  質 20.0 ｇ 21.2 ｇ

果物 三温糖 にんじん 牛乳 果物 マヨネーズ にんじん 牛乳

薄力粉 だいこん 精白米 黄ピーマン

グラニュー糖 くだもの 砂糖 くだもの

ジャージャーめん 中華めん ぶたひき肉 たまねぎ ツナ昆布 エネルギー 527 Kcal 568 Kcal 焼き肉丼 精白米 ぶたロース たまねぎ きなこ豆乳 エネルギー 528 Kcal 591 Kcal

粉ふき芋 調合油 赤色辛みそ にんじん むすび たんぱく質 20.1ｇ 21.2ｇ パンプキンサラダ 押麦 ロースハム 赤ピーマン 蒸しパン たんぱく質 19.9ｇ 21.2ｇ

チーズキッス＆枝豆 三温糖 チーズ 乾しいたけ 脂  質 14.6 ｇ 13.5 ｇ 豆腐となめこの味噌汁 調合油 木綿豆腐 青ピーマン 脂  質 19.1 ｇ 20.4 ｇ

野菜ジュース ごま油 まぐろ油漬缶詰 もやし 麦茶 果物 三温糖 淡色辛みそ きゅうり 牛乳

じゃがいも きゅうり 片栗粉 豆乳 くりかぼちゃ

精白米 えだまめ マヨネーズ くだもの

ご飯 精白米 若鶏もも なす フレンチ エネルギー 507 Kcal 567 Kcal チャーハン 精白米 鶏卵 長ねぎ フライド エネルギー 565 Kcal 625 Kcal

鶏肉の唐揚げ 片栗粉 しらす干し しょうが トースト たんぱく質 19.1ｇ 21.0ｇ 春雨サラダ 調合油 焼き豚 グリーンピース おさつ たんぱく質 18.8 ｇ 19.6 ｇ

きゅうりとわかめの酢の物 調合油 油揚げ にんにく 脂  質 18.2 ｇ 19.3 ｇ チーズキッス ごま油 なると にんじん 脂  質 23.3 ｇ 24.7 ｇ

なすと油揚げの味噌汁 三温糖 淡色辛みそ きゅうり 牛乳 豆腐とわかめのスープ はるさめ ロースハム きゅうり 牛乳

果物 食パン 鶏卵 塩わかめ 果物 マヨネーズ チーズ わかめ

有塩バター くだもの いりごま 木綿豆腐 くだもの

コッペパン コッペパン ぎんざけ キャベツ そぼろ エネルギー 507 Kcal 563 Kcal カレーライス 精白米 ぶたもも ブロッコリー バナナシュガー エネルギー 524 Kcal 581 Kcal

さけのフライ 薄力粉 鶏卵 きゅうり むすび たんぱく質 20.8ｇ 22.6ｇ ブロッコリーの和風ドレッシングサラダ 押麦 ロースハム とうもろこし トースト たんぱく質 17.3 ｇ 18.1 ｇ

フレンチサラダ パン粉 ベーコン 赤ピーマン 脂  質 18.9 ｇ 19.9 ｇ チンゲン菜とコーンのスープ じゃがいも たまねぎ 脂  質 16.6 ｇ 16.9 ｇ

ベーコンチャウダー 調合油 脱脂粉乳 たまねぎ 麦茶 ミニゼリー 調合油 にんじん 牛乳

果物 三温糖 鶏ひき肉 にんじん 三温糖 チンゲン菜

精白米 くだもの ゼリー バナナ

冷やしわかめうどん ゆでうどん 若鶏もも 長ねぎ じゃこ エネルギー 543 Kcal 592 Kcal 冷やし中華 中華めん 若鶏ささ身 きゅうり カリカリチーズ エネルギー 517 Kcal 582Kcal

さつまいも煮 さつまいも 蒸しかまぼこ わかめ トースト たんぱく質 22.9ｇ 24.4ｇ さつま芋と切昆布の煮付 三温糖 鶏卵 だいずもやし ＆ウィンナー たんぱく質 22.8ｇ 25.3 ｇ

ヨーグルト 三温糖 鶏卵 みついしこんぶ 脂  質 16.9 ｇ 17.1 ｇ ヨーグルトドリンク ごま油 油揚げ トマト 脂  質 15.3ｇ 15.7ｇ

食パン 削り節 あおのり 牛乳 果物 いりごま ドリンクヨーグルト カットわかめ 牛乳

マヨネーズ しらす干し さつまいも チーズ にんじん

チーズ しゅうまいの皮 ウインナーソーセージ くだもの

ハヤシライス 精白米 ぶたもも たまねぎ バナナ エネルギー 507 Kcal 557 Kcal

切り干し大根のサラダ 調合油 ベーコン にんじん ヨーグルト たんぱく質 17.3ｇ 18.0ｇ

ミニトマト いりごま プレーンヨーグルト ミニトマト 脂  質 17.6 ｇ 18.2 ｇ

野菜とベーコンのスープ 三温糖 切干しだいこん おせんべい

しょうゆせんべい きゅうり

バナナ

とうもろこしごはん 精白米 さわら スイートコーン たまご エネルギー 508 Kcal 565 Kcal

さわらのねぎみそ焼き 押麦 淡色辛みそ 長ねぎ ドック たんぱく質 20.9ｇ 22.9ｇ

もやしと竹輪のおかかあえ 有塩バター 焼き竹輪 こまつな 脂  質 17.9 ｇ 18.7 ｇ

じゃがいもと小松菜の味噌汁 三温糖 かつお節 にんじん 牛乳

果物 じゃがいも 油揚げ きゅうり

コッペパン 鶏卵 くだもの

セルフチーズバーガー コッペパン ぶたひき肉 たまねぎ わかめちりめん エネルギー 544 Kcal 606 Kcal

ブロッコリーのドレッシングサラダ ソフトマーガリン 鶏卵 にんじん むすび たんぱく質 23.5ｇ 25.9ｇ

かぶとしめじの豆乳スープ 調合油 プロセスチーズ きゅうり 脂  質 21.3 ｇ 22.9 ｇ

ミニゼリー パン粉 ロースハム かぶ 麦茶

三温糖 豆乳 ブロッコリー

有塩バター しらす干し 黄ピーマン

※材料の都合により、変更することがあります。
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★ぞう組　カレーライス作り

冷たいものの食べすぎに注意！

アイスやジュースなど、冷たいものをとりすぎ

ると消化器官の機能が低下し、食欲が落ちる、下痢

をする、夏バテをするといった事が起きやすくなり

ます。食べる場合は,食事に響かないように

適切な時間を守り、食べすぎないように

注意しましょう。

8月の旬の食材

きゅうりオクラ かぼちゃ ピーマン なす

トマト とうがんとうもろこし スイカ

暑さで食欲不振や睡眠不足になり、

体調を崩しがちです。特に暑さのピークを

迎えるこの時期は、日ざしや温度、水分補給に

注意が必要です。

体調の変化を察知できるように

子どもの表情や動きにも注意して、

様子を見守りましょう。

食事には汁物や水分の多い

野菜や果物を積極的に

取りましょう♪ 目標 今月 目標 今月
エネルギー 467kcal 525kcal 548kcal 589kcal
たんぱく質 17.5g 19.7g 20.5g 21.4g

脂質 14.5g 18.6g 17.0g 19.6g

幼児(3～5歳児)乳児(1～2歳児)


