
令和3年　　8月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　8月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園

午 後 午 後

午 前 午 前
親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal 納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
味噌汁（大根・わかめ） 夏豚汁
野菜の塩昆布あえ 鯖の塩焼き
果物(バナナ) 糸こんにゃくのナムル

果物(梨)
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ

醤油ラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal 煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
えび焼売 牛乳
胡瓜とトマトのサラダ コーンサラダ
果物(ぶどう) 果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
チーズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal 夏野菜カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
ビシソワーズ 野菜とベーコンのスープ
カポナータ いかサラダ
マカロニサラダ 果物(オレンジ)
ゼリー

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal 五穀米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal
すまし汁（葱・えのき） 味噌汁(豆腐･わかめ)
鯵のかば焼き カジキマグロのから揚げ
小松菜と人参のナムル 五目和え
果物（小玉すいか） 果物(梨)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal 海老ピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal
味噌汁（なす・豆腐） ソーセージスープ
ポテトコロッケ タンドリーチキン
ピーマンの炒め物 スパソテー
果物(オレンジ) 果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal キャロブパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
わかめとなるとのスープ ミネストローネスープ
ツナサラダ ミートローフ
果物(バナナ) ささみと大根のサラダ

果物(梨)
食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

とうもろこしご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal 焼きそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 622 kcal
味噌汁(じゃが芋･わかめ) りんごジュース
鶏と大根の煮物 フランクフルト
もやしとハムのサラダ フライドポテト
果物（グレープフルーツ） スティック野菜

食塩相当量 1.9 ｇ 金魚すくいゼリー 食塩相当量 2.0 ｇ
中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 539 kcal 五目チャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
ｷｬﾍﾞﾂとベーコンのスープ 豚肉とえのきのスープ
蒸し鶏の中華和え きゅうりとかにかまサラダ
果物（キウイフルーツ） 果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal わかめと胡麻のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal
味噌汁(豆腐･油揚げ) 味噌汁（かぼちゃ）
鶏の唐揚げ すずきのマリネ
小松菜とかにかまの和え物 春雨サラダ
果物(ぶどう) 果物(オレンジ)

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
ミートナススパゲティー ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal 三色丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal
ソーセージスープ ズッキーニのチキンスープ
ゴーヤとツナのサラダ 野菜のしらす和え
果物(バナナ) 果物(梨)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 532 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 520 kcal タンパク質 19.8 g
鶏肉と白菜のスープ 17.3 g 食塩相当量 1.8 g
キャベツカニカマサラダ ☆8月27日は夏祭りごっこの特別メニューです♪
果物(バナナ) 今月の地場産物：卵・小松菜・玉ねぎ・きゅうり・ブルーベリー・ズッキーニ・なす

食塩相当量 1.5 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
ウインナーのカレースープ
白身魚のイタリア風煮込み
かぼちゃサラダ
果物(ぶどう)

食塩相当量 1.9 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal
冬瓜の中華スープ
酢豚
春雨サラダ
果物(すいか)

食塩相当量 1.9 ｇ
もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 530 kcal
冷や汁
和風ハンバーグ
野菜ののり和え
果物(オレンジ)

食塩相当量 1.9 ｇ
冷やしうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal
きすの天ぷら
じゃが芋のそぼろ煮
果物(バナナ)

食塩相当量 2.5 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 520 kcal タンパク質 19.8 g

17.3 g 食塩相当量 1.8 g

脂　質 14.0 ｇ
木

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 21.9 ｇ
19

スティックパン／うど
ん(ゆで)／薄力粉／サ
ラダ油／じゃがいも／
三温糖／水稲穀粒(精
白米)

★牛乳／★たまご／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／★かに風味かま
ぼこ／かつお加工品
(かつお節)／きす／★
たまご／豚ひき肉／鶏
小間／きざみのり

きゅうり／にんじん／
玉葱／バナナ／ごぼう

◆麦茶
◆鶏飯おにぎり

牛乳
スティックパン

／

22.1 ｇ
／

脂　質 20.2 ｇ
水

18
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／おお
むぎ(米粒麦）／白ご
ま（すり）／パン粉
(乾燥)／かたくり粉／
グラニュー糖／★ハー
ドビスケット／ジャム

★牛乳／きな粉(大
豆）／しらす干し(微
乾燥品)／絹ごし豆腐
／かたくちいわし(煮
干し)／かつお加工品
(削り節)／豚ひき肉／
★たまご／まぐろ缶詰

きゅうり／玉葱／にん
じん／干し椎茸／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／キャベ
ツ／バレンシアオレン
ジ

牛乳
◆レアチーズケーキ

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質

19.3 ｇ
／

脂　質 15.7 ｇ
火

17
昭和　ホットケーキ
MIX／水稲穀粒(精白
米)／ごま油／かたく
り粉／サラダ油／三温
糖／普通はるさめ(乾)
／ブリオッシュ／グラ
ニュー糖／マーマレー

★牛乳／調製豆乳／★
たまご／豚モモ(赤肉)
／★かに風味かまぼこ
／★ｸﾘ-ﾑ(乳脂肪･植物
性脂肪）

とうがん／あさつき／
玉葱／にんじん／青
ピーマン／赤ピーマン
／たけのこ(ゆで)／パ
インアップル(缶詰)／
きゅうり／すいか

牛乳
◆マリトッツォ

牛乳
◆豆乳蒸しパン

たんぱく質

16.6 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
月

16
塩せんべい／食パン
(市販品）／有塩バ
ター／じゃがいも／三
温糖／薄力粉／サラダ
油

★ウィンナー／むきか
れい／ロースハム／★
牛乳

玉葱／にんじん／いん
げん／セロリー／だい
こん／グリンピース
(冷凍)／にんにく(り
ん茎)／西洋かぼちゃ
／きゅうり／ぶどう／
バナナ／ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ

牛乳
◆キャロットバナナケーキ

麦茶
塩せんべい

たんぱく質

19.6 ｇ
／

脂　質 17.7 ｇ
土

14
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／サラダ油／
かたくり粉／白ごま
（すり）／プレミック
ス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／メー
プルシロップ

★牛乳／豚肩(脂身付
き)／鶏小間／★かに
風味かまぼこ／★たま
ご

玉葱／しょうが／にん
にく(りん茎)／はくさ
い／にんじん／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ

牛乳
◆ホットケーキ

牛乳
ウエハース

たんぱく質

19.2 ｇ
／

脂　質 15.0 ｇ
金

13
塩せんべい／スパゲッ
ティ／サラダ油／三温
糖／ごま油／白ごま
(いり）／水稲穀粒(精
白米)

豚ひき肉／★ウィン
ナー／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／かつお加
工品(かつお節)／★か
に風味かまぼこ／焼き
のり

玉葱／にんじん／なす
／ぶなしめじ／にがう
り／きゅうり／バナナ

◆麦茶
◆のり巻き

麦茶
塩せんべい

たんぱく質

18.4 ｇ
／

脂　質 14.3 ｇ
木

12
スティックパン／水稲
穀粒(精白米)／かたく
り粉／サラダ油／ごま
油／白ごま(いり）／
くずでん粉／三温糖／
黒蜜

★牛乳／わかめご飯の
素／木綿豆腐／油揚げ
／かたくちいわし(煮
干し)／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／★かに風味
かまぼこ／きな粉(大
豆）

ズッキーニ／こまつな
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
ぶどう

牛乳
◆くずもち

牛乳
スティックパン

たんぱく質

22.0 ｇ
／

脂　質 16.0 ｇ
水

11
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／ごま油
／かたくり粉／三温糖
／強力粉(１等)／オ
リーブ油

★牛乳／豚小間／むき
海老／★ベーコン／鶏
若鶏肉ささ身

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／さや
えんどう／キャベツ／
切りみつば／きゅうり
／キウイフルーツ／ミ
ニトマト

牛乳
◆フォカッチャ

牛乳
コーンフレーク

たんぱく質

20.1 ｇ
／

脂　質 21.4 ｇ
火

10
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／とうもろこ
し／じゃがいも／三温
糖／白ごま(いり）／
ごま油／パイ皮／グラ
ニュー糖

★牛乳／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かたく
ちいわし(煮干し)／凍
り豆腐／鶏若鶏肉モモ
(煮物用）／ロースハ
ム／★クリームチーズ
／★たまご

葉ねぎ／にんじん／干
し椎茸／だいこん／
りょくとうもやし／
きゅうり／グレープフ
ルーツ／ブルーベリー

牛乳
◆ブルーベリーパイ

牛乳
ウエハース

たんぱく質

18.7 ｇ
／

脂　質 16.5 ｇ
土

7
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／かた
くり粉／ごま油／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)
／さつまいも／無塩バ
ター／三温糖

★牛乳／木綿豆腐／豚
ひき肉／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／★たま
ご／なると／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
ねぎ／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

牛乳
◆さつま芋蒸しパン

牛乳
クラッカー

たんぱく質

17.6 ｇ
／

脂　質 12.9 ｇ
金

6
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／薄力粉／
パン粉(乾燥)／サラダ
油／白ごま(いり）／
ごま油／強力粉(１等)
／三温糖／ラード

木綿豆腐／かたくちい
わし(煮干し)／豚ひき
肉／★たまご／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
★牛乳／調製豆乳

バナナ／なす／葉ねぎ
／玉葱／青ピーマン／
にんじん／バレンシア
オレンジ

牛乳
◆花巻

麦茶
果物(バナナ)

たんぱく質

17.2 ｇ
／

脂　質 16.2 ｇ
木

5
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／三温糖
／ごま油／白ごま(い
り）／薄力粉／無塩バ
ター／グラニュー糖／
マーマレード(高糖度)

★牛乳／絹ごし豆腐／
かたくちいわし(煮干
し)／★鯵三枚おろし

ねぎ／えのきたけ／
しょうが／こまつな／
にんじん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／小玉スイカ／
バレンシアオレンジ

牛乳
◆オレンジスコーン

牛乳
コーンフレーク

たんぱく質

16.5 ｇ
／

脂　質 16.6 ｇ
水

4
★ハードビスケット／
チーズパン／じゃがい
も／有塩バター／クル
トン／三温糖／マカロ
ニ／ゼリー／うどん
(ゆで)／サラダ油

★牛乳／鶏小間／ロー
スハム／豚小間

玉葱／にんじん／なす
／セロリー／ズッキー
ニ／赤ピーマン／きゅ
うり／キャベツ

◆麦茶
◆焼きうどん

麦茶
ビスケット

たんぱく質

19.5 ｇ
／

脂　質 13.4 ｇ
火

3
塩せんべい／中華めん
(ゆで)／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／ごま油／
しゅうまいの皮／三温
糖／かたくり粉／水稲
穀粒(精白米)／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サラ

★たまご／なると／む
き海老／豚ひき肉／★
かに風味かまぼこ／★
牛乳／鶏若鶏肉ひき肉

チンゲンツァイ／干し
椎茸／玉葱／たけのこ
(ゆで)／しょうが／
きゅうり／トマト／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／ぶど
う／にんじん

牛乳
◆ライスコロッケ

麦茶
塩せんべい

たんぱく質

19.9 ｇ
／

脂　質 17.7 ｇ
月

2
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／ご
ま油／白ごま(いり）
／サンドイッチ用食パ
ン／とうもろこし缶詰
(ｸﾘｰﾑ)

★牛乳／鶏小間／★た
まご／きざみのり／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／かたくちいわし
(煮干し)／★かに風味
かまぼこ／塩昆布／★
ベーコン／★ピザ用

玉葱／ねぎ／だいこん
／きゅうり／にんじん
／キャベツ／バナナ／
ミニトマト

牛乳
◆スイートコーンピザ

牛乳
ウエハース

たんぱく質

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
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

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
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

たんぱく質 20.3 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
金

20
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／サラダ油
／糸こんにゃく／白ご
ま（すり）／ごま油／
三温糖／グラニュー糖

★牛乳／糸引納豆／豚
小間／かたくちいわし
(煮干し)／★まさば／
★かに風味かまぼこ／
寒天

にんじん／だいこん／
葉ねぎ／トマト／ほう
れんそう／日本なし／
温州蜜柑缶詰(果肉)／
キウイフルーツ／バナ
ナ／ポッカ１００レモ
ン

◆麦茶
◆フルーツ牛乳かん

牛乳
ビスケット

たんぱく質 20.3 ｇ
／

脂　質 16.5 ｇ
土

21
ソーダクラッカー／う
どん(ゆで)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲
穀粒(精白米)／白ごま
(いり）

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
★牛乳／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／しら
す干し(微乾燥品)

りんご 濃縮還元
ジュース／にんじん／
玉葱／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

牛乳
◆しらすおにぎり

りんごジュース
クラッカー

たんぱく質 18.9 ｇ
／

脂　質 16.5 ｇ
月

23
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
油／食パン(6枚切り）
／有塩バター／粉糖

きな粉(大豆）／豚小
間／★ベーコン／いか
くん製／★牛乳／★た
まご

玉葱／にんじん／なす
／いんげん／トマト／
西洋かぼちゃ／キャベ
ツ／きゅうり／セロ
リー／バレンシアオレ
ンジ

牛乳
◆フレンチトースト

麦茶
◆マカロニきな粉

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 18.0 ｇ
火

24
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／五穀米
の素／かたくり粉／三
温糖／サラダ油／黒ご
ま（すり）／太白ごま
油／薄力粉／グラ
ニュー糖

★牛乳／絹ごし豆腐／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／めかじき
／油揚げ／★かに風味
かまぼこ／★たまご

葉ねぎ／こまつな／だ
いずもやし／にんじん
／日本なし

牛乳
◆台湾風カステラ

牛乳
コーンフレーク

たんぱく質 19.7 ｇ
／

脂　質 19.4 ｇ
水

25
昭和　ホットケーキ
MIX／水稲穀粒(精白
米)／有塩バター／ス
パゲッティ／薄力粉／
グラニュー糖／サラダ
油

★牛乳／調製豆乳／む
き海老／★ウィンナー
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／★ヨーグルト(全
脂無糖)／★ベーコン
／★たまご／★デザー
トホイップ／★加糖練

玉葱／グリンピース
(冷凍)／にんじん／ぶ
なしめじ／にんにく
(りん茎)／青ピーマン
／グレープフルーツ／
温州蜜柑缶詰(果肉)

◆麦茶
◆手作りケーキ

牛乳
◆豆乳蒸しパン

たんぱく質 20.3 ｇ
／

脂　質 19.3 ｇ
木

26
塩せんべい／キャロブ
パン／じゃがいも／三
温糖／パン粉(乾燥)／
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）

★牛乳／★ベーコン／
豚ひき肉／★たまご／
★切れてるチーズ／鶏
若鶏肉ささ身／油揚げ
／昆布つくだ煮

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／セロリー／パセ
リ／トマト缶詰(ホー
ル）／いんげん／だい
こん／きゅうり／日本
なし

◆麦茶
◆昆布おにぎり

牛乳
塩せんべい

たんぱく質 18.9 ｇ
／

脂　質 27.6 ｇ
金

27
中華風クッキ－／蒸し
中華めん／サラダ油／
じゃがいも／マヨドレ
／ゼリー／ケーキドー
ナｯツ

★牛乳／豚小間／あお
のり／フランクフルト

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝスイート
りんご／きゅうり／す
いか／温州蜜柑缶詰
(果肉)／パインアップ
ル(缶詰)

牛乳
ドーナツ

牛乳
クッキー

たんぱく質 22.7 ｇ
／

脂　質 17.2 ｇ
土

28
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／ごま
油／かたくり粉／白ご
ま（すり）／サンド
イッチ用食パン／三温
糖

★牛乳／むき海老／な
ると／★たまご／豚小
間／木綿豆腐／★かに
風味かまぼこ／★スラ
イスチーズ／★プレス
ハム

生しいたけ(菌床栽
培、生)／ねぎ／えの
きたけ／にんじん／
きゅうり／バナナ

牛乳
◆クロックムッシュ

牛乳
クラッカー

たんぱく質 24.8 ｇ
／

脂　質 15.4 ｇ
月

30
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／かたく
り粉／サラダ油／三温
糖／普通はるさめ(乾)
／ごま油／食パン(6枚
切り）

★十勝ヨーグルト／わ
かめご飯の素／凍り豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／すずき／
ロースハム／★牛乳／
★ピザ用チーズ／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

西洋かぼちゃ／葉ねぎ
／にんじん／青ピーマ
ン／玉葱／きゅうり／
バレンシアオレンジ／
トマト缶詰(ダイス）

牛乳
◆トマトピザトースト

ヨーグルト

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 19.1 ｇ
／

脂　質 20.0 ｇ
火

31
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／有塩バター／グ
ラニュー糖／薄力粉

★牛乳／豚ひき肉／★
たまご／鶏小間／しら
す干し(微乾燥品)

しょうが／にんじん／
えのきたけ／ズッキー
ニ／干し椎茸／キャベ
ツ／きゅうり／日本な
し／ブルーベリー

牛乳
◆ブルーベリーマフィン

牛乳
ビスケット

1年中お店に並びますが、露地物の旬は6月から9月

です。苦みがあるので苦手な子も

多いですが、縦に細切りにす

ると食べやすくなります。輪

切りにすると青臭さが出てし

まうので、注意しましょう。

お店で選ぶときは、ヘタが乾

燥しておらず、つやのあるも

のがおすすめです。

ピーマン

8月はまだまだ暑い日が続きますが、8月7日の

立秋を過ぎたら暦の上では秋になります。空

を見あげると、イワシ雲、サバ雲、ウロコ雲

といった魚にちなん

だ雲が出ていること

があります。空にど

んな雲が出ているか、

お子さんと一緒に眺

めてみましょう。

8月の空に現れる魚の雲



令和3年　　8月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　8月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園

午 後 午 後

午 前 午 前
おやこどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal
みそしる なつとんじる
やさいのこんぶあえ さばのしおやき
ばなな いとこんにゃくのなむる

なし
食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ

しょうゆらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal にこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 591 kcal
えびしゅうまい ぎゅうにゅう
きゅうりとまとさらだ こーんさらだ
ぶどう ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal なつやさいかれー ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
びしそわーず やさいべーこんのすーぷ
かぽなーた いかさらだ
まかろにさらだ おれんじ
ぜりー

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal ごこくまいごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
すましじる みそしる
あじのかばやき かじきまぐろのからあげ
こまつなにんじんのなむ ごもくあえ
こだますいか なし

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal えびぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
みそしる そーせーじすーぷ
ぽてところっけ たんどりーちきん
ぴーまんのいためもの すぱそてー
おれんじ ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal きゃろぶぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
わかめとなるとのすーぷ みねすとろーねすーぷ
つなさらだ みーとろーふ
ばなな ささみとだいこんのさらだ

なし
食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

とうもろこしごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal やきそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 650 kcal
みそしる りんごじゅーす
とりとだいこんのにもの ふらんくふると
もやしとはむのさらだ ふらいどぽてと
ぐれーぷふるーつ すてぃっくやさい

食塩相当量 2.1 ｇ きんぎょすくいぜりー 食塩相当量 2.3 ｇ
ちゅうかどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal ごもくちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 583 kcal
きゃべつのすーぷ ぶたにくえのきのすーぷ
むしどりのちゅうかあえ きゅうりかにかまさらだ
キウイフルーツ ばなな

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal わかめとごまのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 585 kcal
みそしる みそしる
とりのからあげ すずきのまりね
こまつなとかにかまあえ はるさめさらだ
ぶどう おれんじ

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
みーとなすすぱげてぃー ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal さんしょくどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
そーせーじすーぷ ずっきーにちきんすーぷ
ごーやとつなのさらだ やさいのしらすあえ
ばなな なし

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
やきにくどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 592 kcal タンパク質 22.8 g
とりにくはくさいのすーぷ 19.5 g 食塩相当量 2.1 g
きゃべつかにかまさらだ ☆8月27日は夏祭りごっこの特別メニューです♪
ばなな 今月の地場産物：卵・小松菜・玉ねぎ・きゅうり・ブルーベリー・ズッキーニ・なす

食塩相当量 1.6 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal
カレースープ
さかなのいたりあふうに
かぼちゃさらだ
ぶどう

食塩相当量 2.3 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal
とうがんのちゅうかすーぷ
すぶた
はるさめさらだ
すいか

食塩相当量 2.3 ｇ
もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal
ひやじる
和風はんばーぐ
やさいののりあえ
おれんじ

食塩相当量 2.1 ｇ
ひやしうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal
きすのてんぷら
じゃがいものそぼろに
ばなな

食塩相当量 2.8 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 592 kcal タンパク質 22.8 g

19.5 g 食塩相当量 2.1 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

31
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／有塩バター／グ
ラニュー糖／薄力粉

豚ひき肉／★たまご／
鶏小間／しらす干し
(微乾燥品)／★牛乳

しょうが／にんじん／
えのきたけ／ズッキー
ニ／干し椎茸／キャベ
ツ／きゅうり／日本な
し／ブルーベリー

ぎゅうにゅう
◆ぶるーべりーまふぃん たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 21.7 ｇ

火

30
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／かたく
り粉／サラダ油／三温
糖／普通はるさめ(乾)
／ごま油／食パン(6枚
切り）

わかめご飯の素／凍り
豆腐／かたくちいわし
(煮干し)／すずき／
ロースハム／★牛乳／
★ピザ用チーズ／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

西洋かぼちゃ／葉ねぎ
／にんじん／青ピーマ
ン／玉葱／きゅうり／
バレンシアオレンジ／
トマト缶詰(ダイス）

ぎゅうにゅう
◆とまとぴざとーすと たんぱく質 24.5 ｇ

／
脂　質 19.0 ｇ

月

28
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／白
ごま（すり）／サンド
イッチ用食パン／三温
糖

むき海老／なると／★
たまご／豚小間／木綿
豆腐／★かに風味かま
ぼこ／★牛乳／★スラ
イスチーズ／★プレス
ハム

生しいたけ(菌床栽
培、生)／ねぎ／えの
きたけ／にんじん／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆くろっくむっしゅ たんぱく質 24.3 ｇ

／
脂　質 17.6 ｇ

土

27
蒸し中華めん／サラダ
油／じゃがいも／マヨ
ドレ／ゼリー／ケーキ
ドーナｯツ

豚小間／あおのり／フ
ランクフルト／★牛乳

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝスイート
りんご／きゅうり／す
いか／温州蜜柑缶詰
(果肉)／パインアップ
ル(缶詰)

ぎゅうにゅう
どーなつ たんぱく質 20.6 ｇ

／
脂　質 27.9 ｇ

金

26
キャロブパン／じゃが
いも／三温糖／パン粉
(乾燥)／水稲穀粒(精
白米)／白ごま(いり）

★ベーコン／豚ひき肉
／★牛乳／★たまご／
★切れてるチーズ／鶏
若鶏肉ささ身／油揚げ
／昆布つくだ煮

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／セロリー／パセ
リ／トマト缶詰(ホー
ル）／いんげん／だい
こん／きゅうり／日本
なし

◆むぎちゃ
◆こんぶおにぎり たんぱく質 22.9 ｇ

／
脂　質 20.9 ｇ

木

25
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／スパゲッ
ティ／薄力粉／グラ
ニュー糖／サラダ油

むき海老／★ウィン
ナー／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／★ヨーグル
ト(全脂無糖)／★ベー
コン／★たまご／★デ
ザートホイップ／★加
糖練乳／★アイスク

玉葱／グリンピース
(冷凍)／にんじん／ぶ
なしめじ／にんにく
(りん茎)／青ピーマン
／グレープフルーツ／
温州蜜柑缶詰(果肉)

◆むぎちゃ
◆てづくりけーき たんぱく質 23.5 ｇ

／
脂　質 23.4 ｇ

水

24
水稲穀粒(精白米)／五
穀米の素／かたくり粉
／三温糖／サラダ油／
黒ごま（すり）／太白
ごま油／薄力粉／グラ
ニュー糖

絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／か
たくちいわし(煮干し)
／めかじき／油揚げ／
★かに風味かまぼこ／
★牛乳／★たまご

葉ねぎ／こまつな／だ
いずもやし／にんじん
／日本なし

ぎゅうにゅう
◆たいわんふうかすてら たんぱく質 23.8 ｇ

／
脂　質 20.3 ｇ

火

23
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
油／食パン(6枚切り）
／有塩バター／粉糖

豚小間／★ベーコン／
いかくん製／★牛乳／
★たまご

玉葱／にんじん／なす
／いんげん／トマト／
西洋かぼちゃ／キャベ
ツ／きゅうり／セロ
リー／バレンシアオレ
ンジ

ぎゅうにゅう
◆ふれんちとーすと たんぱく質 21.8 ｇ

／
脂　質 20.3 ｇ

月

21
うどん(ゆで)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／水
稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
★牛乳／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／しら
す干し(微乾燥品)

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆しらすおにぎり たんぱく質 23.9 ｇ

／
脂　質 19.4 ｇ

土

20
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／サラダ油
／糸こんにゃく／白ご
ま（すり）／ごま油／
三温糖／グラニュー糖

糸引納豆／豚小間／か
たくちいわし(煮干し)
／★まさば／★かに風
味かまぼこ／寒天／★
牛乳

にんじん／だいこん／
葉ねぎ／トマト／ほう
れんそう／日本なし／
温州蜜柑缶詰(果肉)／
キウイフルーツ／バナ
ナ／ポッカ１００レモ
ン

◆むぎちゃ
◆ぎゅうにゅうかん たんぱく質 24.9 ｇ

／
脂　質 18.9 ｇ

金

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
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

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
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

たんぱく質 21.9 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
月

2
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／白ごま
(いり）／サンドイッ
チ用食パン／とうもろ
こし缶詰(ｸﾘｰﾑ)

鶏小間／★たまご／き
ざみのり／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
★かに風味かまぼこ／
塩昆布／★牛乳／★
ベーコン／★ピザ用

玉葱／ねぎ／だいこん
／きゅうり／にんじん
／キャベツ／バナナ／
ミニトマト

ぎゅうにゅう
◆すいーとこーんぴざ

たんぱく質 24.0 ｇ
／

脂　質 16.7 ｇ
火

3
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
ごま油／しゅうまいの
皮／三温糖／かたくり
粉／水稲穀粒(精白米)
／薄力粉／パン粉(乾
燥)／サラダ油

★たまご／なると／む
き海老／豚ひき肉／★
かに風味かまぼこ／★
牛乳／鶏若鶏肉ひき肉

チンゲンツァイ／干し
椎茸／玉葱／たけのこ
(ゆで)／しょうが／
きゅうり／トマト／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／ぶど
う／にんじん

ぎゅうにゅう
◆らいすころっけ

たんぱく質 21.8 ｇ
／

脂　質 20.3 ｇ
水

4
チーズパン／じゃがい
も／有塩バター／クル
トン／三温糖／マカロ
ニ／ゼリー／うどん
(ゆで)／サラダ油

★牛乳／鶏小間／ロー
スハム／豚小間

玉葱／にんじん／なす
／セロリー／ズッキー
ニ／赤ピーマン／きゅ
うり／キャベツ

◆むぎちゃ
◆やきうどん

たんぱく質 21.4 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
木

5
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／白ごま
(いり）／薄力粉／無
塩バター／グラニュー
糖／マーマレード(高
糖度)

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／★鯵
三枚おろし／★牛乳

ねぎ／えのきたけ／
しょうが／こまつな／
にんじん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／小玉スイカ／
バレンシアオレンジ

ぎゅうにゅう
◆おれんじすこーん

たんぱく質 21.7 ｇ
／

脂　質 16.1 ｇ
金

6
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／薄力粉／
パン粉(乾燥)／サラダ
油／白ごま(いり）／
ごま油／強力粉(１等)
／三温糖／ラード

木綿豆腐／かたくちい
わし(煮干し)／豚ひき
肉／★たまご／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
★牛乳／調製豆乳

なす／葉ねぎ／玉葱／
青ピーマン／にんじん
／バレンシアオレンジ

ぎゅうにゅう
◆はなまき

たんぱく質 21.3 ｇ
／

脂　質 18.4 ｇ
土

7
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／プ
レミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ
用)／さつまいも／無
塩バター／三温糖

木綿豆腐／豚ひき肉／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／★たまご／な
ると／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／★牛乳

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
ねぎ／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆さつまいもむしぱん

たんぱく質 22.2 ｇ
／

脂　質 23.5 ｇ
火

10
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし／じゃがい
も／三温糖／白ごま
(いり）／ごま油／パ
イ皮／グラニュー糖

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／凍り豆腐
／鶏若鶏肉モモ(煮物
用）／ロースハム／★
牛乳／★クリームチー
ズ／★たまご

葉ねぎ／にんじん／干
し椎茸／だいこん／
りょくとうもやし／
きゅうり／グレープフ
ルーツ／ブルーベリー

ぎゅうにゅう
◆ぶるーべりーぱい

たんぱく質 24.3 ｇ
／

脂　質 17.2 ｇ
水

11
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／三
温糖／強力粉(１等)／
オリーブ油

豚小間／むき海老／★
ベーコン／鶏若鶏肉さ
さ身／★牛乳

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／さや
えんどう／キャベツ／
切りみつば／きゅうり
／キウイフルーツ／ミ
ニトマト

ぎゅうにゅう
◆ふぉかっちゃ

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
木

12
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
ごま油／白ごま(い
り）／くずでん粉／三
温糖／黒蜜

わかめご飯の素／木綿
豆腐／油揚げ／かたく
ちいわし(煮干し)／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
★かに風味かまぼこ／
★牛乳／きな粉(大
豆）

ズッキーニ／こまつな
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
ぶどう

ぎゅうにゅう
◆くずもち

たんぱく質 23.1 ｇ
／

脂　質 18.9 ｇ
金

13
スパゲッティ／サラダ
油／三温糖／ごま油／
白ごま(いり）／水稲
穀粒(精白米)

豚ひき肉／★ウィン
ナー／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／かつお加
工品(かつお節)／★か
に風味かまぼこ／焼き
のり

玉葱／にんじん／なす
／ぶなしめじ／にがう
り／きゅうり／バナナ

◆むぎちゃ
◆のりまき

たんぱく質 21.8 ｇ
／

脂　質 18.6 ｇ
土

14
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／かたくり粉／
白ごま（すり）／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)
／メープルシロップ

豚肩(脂身付き)／鶏小
間／★かに風味かまぼ
こ／★牛乳／★たまご

玉葱／しょうが／にん
にく(りん茎)／はくさ
い／にんじん／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆ほっとけーき

たんぱく質 22.9 ｇ
／

脂　質 22.0 ｇ
月

16
食パン(市販品）／有
塩バター／じゃがいも
／三温糖／薄力粉／サ
ラダ油

★ウィンナー／むきか
れい／ロースハム／★
牛乳

玉葱／にんじん／いん
げん／セロリー／だい
こん／グリンピース
(冷凍)／にんにく(り
ん茎)／西洋かぼちゃ
／きゅうり／ぶどう／
バナナ／ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ

ぎゅうにゅう
◆きゃろっとばななけーき

たんぱく質 21.6 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
火

17
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／サ
ラダ油／三温糖／普通
はるさめ(乾)／ブリ
オッシュ／グラニュー
糖／マーマレード(低
糖度)／粉糖

★たまご／豚モモ(赤
肉)／★かに風味かま
ぼこ／★牛乳／★ｸﾘ-ﾑ
(乳脂肪･植物性脂肪）

とうがん／あさつき／
玉葱／にんじん／青
ピーマン／赤ピーマン
／たけのこ(ゆで)／パ
インアップル(缶詰)／
きゅうり／すいか

ぎゅうにゅう
◆まりとっつぉ

たんぱく質 23.8 ｇ
／

脂　質 22.3 ｇ
水

18
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／白
ごま（すり）／パン粉
(乾燥)／かたくり粉／
グラニュー糖／★ハー
ドビスケット／ジャム

しらす干し(微乾燥品)
／絹ごし豆腐／かたく
ちいわし(煮干し)／か
つお加工品(削り節)／
豚ひき肉／★牛乳／★
たまご／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／きざ

きゅうり／玉葱／にん
じん／干し椎茸／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／キャベ
ツ／バレンシアオレン
ジ

ぎゅうにゅう
◆れあちーずけーき

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 23.9 ｇ
／

脂　質 14.9 ｇ
木

19
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／じゃがい
も／三温糖／水稲穀粒
(精白米)

★たまご／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／★か
に風味かまぼこ／かつ
お加工品(かつお節)／
きす／★たまご／豚ひ
き肉／鶏小間／きざみ
のり

きゅうり／にんじん／
玉葱／バナナ／ごぼう

◆むぎちゃ
◆とりめしおにぎり

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、夏バテするといったこ

とが起こりやすく

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

すぎないよう注意

しましょう。

冷たいものの食べすぎに注意!

日本では本州から四国、九州に分布しています。

産卵を控えた初夏から夏にかけて旬を迎えます。

脂肪分が少なく味が淡泊

なので、生で食べる場合

は昆布締めがおすすめで

す。天ぷらなどの揚げも

のにすると身がふっくら

して、子どもも食べやす

いでしょう。

キ ス


