
(主食)  ごはん、パン、
　　　めんの料理

(主菜) 　肉、魚、卵、
　　　　大豆・大豆製品の料理

(副菜) 野菜、芋、海草
　　　きのこが中心の料理

その他

せんべい ★ごはん 1・29日★魚の照り焼き ★きゃべつのおかか和え ★みそ汁 ★ドーナツ

　かじき　しょうゆ　みりん　油 　きゃべつ　かつお節　しょうゆ 　玉ねぎ　わかめ　味噌 ★せんべい

麦茶 15日★ツナじゃが ★トマト ★牛乳

　ツナ　じゃが芋　人参　玉ねぎ　しらたき
いんげん　砂糖　しょうゆ　塩　みりん　油 1・29日★チーズ

ビスケット ★さつま芋甘煮 2・30日★飲むヨーグルト ★グレープゼリー

　さつま芋　砂糖　しょうゆ ぶどうジュース　ゼラチン　砂糖

麦茶 16日★和風スパゲティ 16日★スープ ♪2日のみ七夕ゼリー
　　　　黄桃缶　白桃缶入り♪

★トマト 　わかめ　コーン　コンソメ　塩 ★せんべい　　★牛乳

せんべい 3日★豚肉の柳川風丼 ★もやしとオクラのお浸し ★みそ汁 ★シュガートースト

　きゃべつ　油揚げ　味噌 　食パン　グラニュー糖　バター

麦茶 17日★親子丼 ★せんべい

★トマト ★牛乳

せんべい ★冷やしうどん ★じゃが芋甘煮 ★ヨーグルト ★お好みパン

　じゃが芋　砂糖　しょうゆ ★せんべい

麦茶 ★麦茶 ★牛乳

ビスケット ★ふりかけごはん ★鶏肉の漬け焼き ★夏野菜のラタトゥイユ ★スープ ★コーンフレーク

　鶏肉　しょうが　しょうゆ　みりん　油 　牛乳

麦茶 ★フルーツゼリー

せんべい ★ごはん ★魚の味噌つけ焼き ★海苔和え ★みそ汁 ★とうもろこし

　鮭　しょうが　味噌　しょうゆ　みりん　油 　かぼちゃ　ねぎ　味噌 ★バームクーヘン

麦茶 ★牛乳

★トマト

ビスコ ★納豆ごはん ★豚汁 ★ごま和え ★ヨーグルト ★おかかおにぎり

　米　かつお節　しょうゆ

牛乳
★味付小魚(2・3・4・5歳）
★せんべい(0・1歳）

★麦茶

せんべい ★冷やし中華 ★かぼちゃ煮 ★ジョア（3・4・5歳） ★お好みパン

　かぼちゃ　砂糖　しょうゆ ★ヤクルト（0・1・2歳） ★せんべい

麦茶 ★牛乳

★バナナ

たべっこ動物 ★グリーンサラダ ★スープ ★マカロニきな粉

　豆腐　わかめ　コンソメ　塩 　マカロニ　きな粉　砂糖　塩

麦茶 ★ミニゼリー

★牛乳

せんべい ★ごはん ★豚肉のしょうが焼き ★春雨サラダ ★みそ汁 ★焼き団子（3・4・5歳）

　豚肉　しょうが　しょうゆ　玉ねぎ　油 　きゃべつ　油揚げ　味噌 ★せんべい（0・1・2歳）

りんごジュース ★ゼリー

★牛乳

ハーベストセサミ ★夕焼けごはん ★生揚げと野菜の甘味噌炒め ★粉ふき芋 ★すまし汁 ★わかめおにぎり

　米　人参　しょうゆ　塩 　じゃが芋　塩 　米　わかめ　塩

麦茶 ★チーズ

★ヨーグルト ★麦茶

せんべい ★ドライカレー ★コーンサラダ ★スープ ★フルーツケーキ

　青菜　もやし　コンソメ　塩
　フルーツ缶　小麦粉　卵　B.P
バター　砂糖　粉糖

麦茶 ★せんべい

★スイカ ★牛乳

582 20.3 ☆給食だよりは裏面です。

481 16.4

　レタス　きゅうり　コーン　塩　酢
油

　米　鶏肉　卵　玉ねぎ　ほうれん草　砂糖　しょうゆ　みりん　酒

　豚肉　豆腐　大根　じゃが芋　人参
ごぼう　こんにゃく　ねぎ　味噌

　きゃべつ　人参　しょうゆ　ごま
砂糖

　中華麺　鶏肉　トマト　もやし　きゅうり　砂糖　しょうゆ　酢　ごま油
鶏がらスープの素

　春雨　きゅうり　人参　しょうゆ
砂糖　酢　ごま油

　生揚げ　いんげん　なす　人参　油
みりん　砂糖　味噌　しょうゆ　ごま油
しょうが

★チキンカレーライス

　レタス　きゅうり　トマト
レモン果汁　砂糖　塩　油

14
28

（金）

13
27

（火）

　米　鶏肉　じゃが芋　玉ねぎ　セロリ　りんご　油　コンソメ　小麦粉
カレー粉　バター　砂糖　塩　ソース　ケチャップ　牛乳

　米　豚ひき肉　玉ねぎ　人参　ピーマン　セロリ　にんにく　りんご　牛乳
バター　塩　カレー粉　コンソメ　トマトジュース　米粉

（金）

（月）

9
23

8
22

（火）

6
20

（水）

4
18
25

7
21

 *献立は行事などの都合で変更になる場合があります。               　　  　　未満児

 *だし汁はかつお節、煮干し、昆布からとっています。　　今月の栄養量（平日平均値）    　　　エネルギー　kcal            蛋白質　ｇ

 *油はなたね油を中心にしています。                                   　　　　　　　以上児

31
（金）
行事
食

(土）

（月）

（木）

　わかめ　ねぎ　しょうゆ
塩

10
24
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(水）

2
16
30

（木）

昼　　　　　　　　　　　　　　　　食

3
17

日 午後のおやつ

1
15
29

2・30日★冷やし肉味噌うどん

　豆腐　ねぎ　塩
鶏がらスープの素

　干しうどん　豚肉　青菜　ねぎ　人参　しょうゆ　みりん

　トマト　ズッキーニ　玉ねぎ
なす　ケチャプ　塩　砂糖
コンソメ　油

午前の
おやつ

　ほうれん草　もやし　しょうゆ
海苔

　米　豚肉　焼き豆腐　玉ねぎ　ごぼう　人参　青菜　卵　砂糖　しょうゆ
みりん

　干しうどん　豚ひき肉　味噌　　玉ねぎ　砂糖　しょうゆ　みりん　油
人参　きゅうり　片栗粉　　　♪ 2日のみ七夕うどん　オクラ入り♪

　スパゲティ　ツナ　玉ねぎ　人参　ピーマン　にんにく　しょうゆ　塩
コンソメ　油

　もやし　オクラ　かつお節
しょうゆ

汗をかく前の水分、塩分、夏野菜を心がけて、熱中症を予防をしましょう！
水分補給のポイント

・水やお茶を基本に、喉が渇いたと感じる
前に、意識して飲む
・スポーツドリンクには砂糖などがたくさん
含まれているので、汗をたくさんかいたと
きなどにうまく活用する

汗をかくと水分と一緒にカリウムなども急激に失われ、体温調節などが効かなくなってしまいます。夏
野菜にはカリウムが豊富な野菜がいっぱいです。積極的に摂っていきましょう！
酢が苦手な子どもたちでも食べやすいレモン汁を使ったドレッシングを紹介します！

レモン汁5ｇ 砂糖5g なたね油10g 塩0.5g
全てを混ぜ合わせ、

よく混ぜて完成！

暑い夏でも、レモンに含まれる

クエン酸の力で食欲増進！ 1 ： 1 ： 2 ＋塩少々

作りやすい分量



(主食)  ごはん、パン、
　　　めんの料理

(主菜) 　肉、魚、卵、
　　　　大豆・大豆製品の料理

(副菜) 野菜、芋、海草
　　　きのこが中心の料理

その他

せんべい ★ごはん 1・29日★魚の照り焼き ★きゃべつのおかか和え ★みそ汁 ★ドーナツ（卵・乳あり）

　かじき　しょうゆ　みりん　油 　きゃべつ　かつお節　しょうゆ 　玉ねぎ　わかめ　味噌 ★せんべい

麦茶 15日★ツナじゃが ★牛乳

　ツナ　じゃが芋　人参　玉ねぎ　しらたき
いんげん　砂糖　しょうゆ　塩　みりん　油 ★トマト 1・29日★チーズ

ビスケット ★さつま芋甘煮 2・30日★飲むヨーグルト ★グレープゼリー

（マリービスケット）
　さつま芋　砂糖　しょうゆ ぶどうジュース　ゼラチン　砂糖

麦茶 16日★和風スパゲティ 16日★スープ ♪2日のみ七夕ゼリー
　　　　黄桃缶　白桃缶入り♪

★トマト 　わかめ　コーン　コンソメ　塩 ★せんべい　　★牛乳

せんべい 3日★豚肉の柳川風丼 ★もやしとオクラのお浸し ★みそ汁 ★シュガートースト

　きゃべつ　油揚げ　味噌
　食パン（乳あり）
　グラニュー糖　バター

麦茶 17日★親子丼 ★せんべい

★トマト ★牛乳

せんべい ★冷やしうどん ★じゃが芋甘煮 ★ヨーグルト ★お好みパン

　じゃが芋　砂糖　しょうゆ 　黒糖蒸しパン（卵乳なし）

麦茶 ★麦茶 ★せんべい

★牛乳

ビスケット ★ふりかけごはん ★鶏肉の漬け焼き ★夏野菜のラタトゥイユ ★スープ ★コーンフレーク

（マンナビスケット） 三島海苔ふりかけ（卵・乳なし）
　鶏肉　しょうが　しょうゆ　みりん　油 　牛乳

麦茶 ★フルーツゼリー

せんべい ★ごはん ★魚の味噌つけ焼き ★海苔和え ★みそ汁 ★とうもろこし

　鮭　しょうが　味噌　しょうゆ　みりん　油 　かぼちゃ　ねぎ　味噌 ★バームクーヘン

麦茶 　　　　　　　（卵・乳あり）

★トマト ★牛乳

ビスコ ★納豆ごはん ★豚汁 ★ごま和え ★ヨーグルト ★おかかおにぎり

　米　かつお節　しょうゆ

牛乳
★味付小魚(2・3・4・5歳）
★せんべい(0・1歳）

★麦茶

せんべい ★冷やし中華 ★かぼちゃ煮 ★ジョア（3・4・5歳） ★お好みパン

　かぼちゃ　砂糖　しょうゆ ★ヤクルト（0・1・2歳） 　　ミニウインナーパン（卵・乳あり）

麦茶 ★せんべい

★バナナ ★牛乳

たべっこ動物 ★グリーンサラダ ★スープ ★マカロニきな粉

　豆腐　わかめ　コンソメ　塩 　マカロニ　きな粉　砂糖　塩

麦茶 ★ミニゼリー

★牛乳

せんべい ★ごはん ★豚肉のしょうが焼き ★春雨サラダ ★みそ汁 ★焼き団子（3・4・5歳）

　豚肉　しょうが　しょうゆ　玉ねぎ　油 　きゃべつ　油揚げ　味噌 ★せんべい（0・1・2歳）

りんごジュース ★ゼリー

★牛乳

ハーベストセサミ ★夕焼けごはん ★生揚げと野菜の甘味噌炒め ★粉ふき芋 ★すまし汁 ★わかめおにぎり

　米　人参　しょうゆ　塩 　じゃが芋　塩 　米　わかめ　塩

麦茶 ★チーズ

★ヨーグルト ★麦茶

せんべい ★ドライカレー ★コーンサラダ ★スープ ★フルーツケーキ

　青菜　もやし　コンソメ　塩
　フルーツ缶　小麦粉　卵　B.P
バター　砂糖　粉糖

麦茶 ★せんべい

★スイカ ★牛乳

☆給食だよりは裏面です。
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日
午前の
おやつ

昼　　　　　　　　　　　　　　　　食

午後のおやつ

1
15
29

(水）

2
16
30

2・30日★冷やし肉味噌うどん

　干しうどん　豚ひき肉　味噌　　玉ねぎ　砂糖　しょうゆ　みりん　油
人参　きゅうり　片栗粉　　♪ 2日のみ七夕うどん　オクラ入り♪

（木）
　スパゲティ　ツナ　玉ねぎ　人参　ピーマン　にんにく　しょうゆ　塩
コンソメ　油

3
17 　米　豚肉　焼き豆腐　玉ねぎ　ごぼう　人参　青菜　卵　砂糖　しょうゆ

みりん 　もやし　オクラ　かつお節
しょうゆ

（金）
　米　鶏肉　卵　玉ねぎ　ほうれん草　砂糖　しょうゆ　みりん　酒

4
18
25 　干しうどん　豚肉　青菜　ねぎ　人参　しょうゆ　みりん

(土）

6
20

　トマト　ズッキーニ　玉ねぎ
なす　ケチャプ　塩　砂糖
コンソメ　油

　豆腐　ねぎ　塩
鶏がらスープの素

（月）

7
21

　ほうれん草　もやし　しょうゆ
海苔

（火）

8
22

　豚肉　豆腐　大根　じゃが芋　人参
ごぼう　こんにゃく　ねぎ　味噌

　きゃべつ　人参　しょうゆ　ごま
砂糖

（水）

9
23

　中華麺（卵あり）　鶏肉　トマト　もやし　きゅうり　砂糖　しょうゆ　酢
ごま油　鶏がらスープの素

（木）

10
24

★チキンカレーライス

　米　鶏肉　じゃが芋　玉ねぎ　セロリ　りんご　油　コンソメ　小麦粉
カレー粉　バター　砂糖　塩　ソース　ケチャップ　牛乳

　レタス　きゅうり　トマト
レモン果汁　砂糖　塩　油

（金）

13
27

　春雨　きゅうり　人参　しょうゆ
砂糖　酢　ごま油

（月）

 *だし汁はかつお節、煮干し、昆布からとっています。　　今月の栄養量（平日平均値）    　　　エネルギー　kcal            蛋白質　ｇ

 *油はなたね油を中心にしています。                                   　　　　　　　以上児

 *献立は行事などの都合で変更になる場合があります。               　　  　　未満児

14
28

　生揚げ　いんげん　なす　人参　油
みりん　砂糖　味噌　しょうゆ　ごま油
しょうが

　わかめ　ねぎ　しょうゆ
塩

（火）

31
（金）
行事
食

　米　豚ひき肉　玉ねぎ　人参　ピーマン　セロリ　にんにく　りんご　牛乳
バター　塩　カレー粉　コンソメ　トマトジュース　米粉

　レタス　きゅうり　コーン　塩　酢
油


