
　　  給食目標：好き嫌いしないで食べる。

　　  内　　　容：丈夫な体を作るために何でも残さず

　　　　　　　　 　 食べることを知る。

　　　　　　　　　：食事は衛生に注意しないと食中毒に

　　　　　　　　　　かかりやすいことを知る。

　  　※　６日（水）お誕生日会です。

おやつ(午前) 主食　他

牛乳 ごはん ごはん、みそ汁、五目たまご焼き、モロヘイヤ お茶

おせんべい ボイルウィンナー、野菜のり和え、メロン のこのこスパゲティ☆

お茶 ごはん ハヤシライス、コールスロー 牛乳・おせんべい

ビスケット スナップエンドウ、ミニトマト、バナナ ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、タンブリングシチュウ、うずら卵のベーコン巻き 牛乳

ビスケット ブロッコリーのおかか和え、ミニトマト、さくらんぼ おからドーナツ☆

牛乳 ごはん ごはん、かき玉汁、鮭のホイル焼き ミルクココア・おせんべい

おせんべい インディアンサラダ、夏野菜のゆかり和え、メロン マーブル食パン・するめ

牛乳 七夕寿司 七夕寿司、キラキラスープ、とり肉のレモンソース和え、中華サラダ おせんべい

クラッカー お煮しめ、枝豆、ブロッコリー、ミニトマト、すいか アイスクリーム

お茶 ごはん ごはん、そうめん汁、豚肉ロール、オクラ 牛乳・おせんべい

ビスケット 野菜炒め、ゆで卵、オレンジ あんぱん

牛乳 ごはん ごはん、お魚汁、チーズ入り卵焼き お茶

おせんべい 三色野菜の甘酢、大学ポテト、メロン 五平餅☆

お茶 ごはん チキンカレー、わかめのサラダ 牛乳・おせんべい

ビスケット みそ汁 ブロッコリー、福神漬、バナナ めろんパン

お茶 ごはん ごはん、親子スープ、つつみ揚げ、味付のり 牛乳

ビスケット ちくわと若布の炒め煮、さつま芋サラダ、ぶどう パンケーキ☆

牛乳 ごはん ごはん、えんどうのみそ汁、ハンペンのツナはさみ揚げ ミルクココア・おせんべい

クラッカー ペンネミート、ほうれん草のごま和え、すいか クッキーパン・するめ

牛乳 たけのこごはん たけのこごはん、小松菜のみそ汁、おからのハンバーグ ぷるるんフルーツゼリー☆

おせんべい トマトとわかめの酢の物、かぼちゃ含め煮、メロン ラスク

お茶 ごはん ごはん、けんちん汁、とり肉の梅しょうゆ焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット たけのこのきんぴら、小松菜の納豆和え、パイナップル カフェオレパン

お茶 ごはん ごはん、若布のみそ汁、えびと卵の炒めの物 牛乳

ビスケット カレーきんぴら、春菊のごま和え、すいか ヨーグルト焼きケーキ☆

お茶 ごはん なめこ汁、とり肉のごま焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー ぱりぱりサラダ、ブロッコリー、バナナ フレンチトースト

牛乳 ごはん ごはん、ラーメン、焼き魚 ミルクココア・おせんべい

おせんべい うどん 夏野菜のひき肉あんかけ、アスパラガス、メロン ホイップサンド・するめ

お茶 梅炒飯 梅炒飯、かき玉みそ汁、さつま芋の変わり揚げ 牛乳

ビスケット 大豆と昆布の煮物、小松菜とコーンのごま和え、ぶどう ロールパンのウィンナーサンド☆

お茶 ごはん ごはん、大根汁、みそカツ、納豆 牛乳・おせんべい

ビスケット きゅうりの中華和え、かぼちゃの含め煮、すいか ブルーベリーサンド

牛乳 ごはん ごはん、おくらのスープ、高野豆腐のたまごとじ おせんべい

おせんべい なすとピーマンのみそ炒め、ポパイサラダ、オレンジ とうもろこし☆

お茶 ごはん みそ汁、魚の天ぷら 牛乳・おせんべい

クラッカー マカロニサラダ、ブロッコリー、バナナ ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、たまごとじスープ、さかな缶入りコロッケ 牛乳

ビスケット ひじきとトマトのサラダ、小松菜のお浸し、パイナップル がんづき☆

牛乳 ごはん ごはん、夏野菜カレー、白菜と大根のサラダ ミルクココア・おせんべい

おせんべい みそ汁 ふき炒め物、福神漬、すいか チョコレートサンド・するめ

お茶 夕焼けピラフ 夕焼けピラフ、うどん、納豆のかき揚げ 牛乳

ビスケット ささみときゅうりのごま和え、かぼちゃの含め煮、ぶどう アーモンドクッキー☆

牛乳 ごはん ごはん、しいたけと春雨のスープ、なすと豚肉のしょうが焼き ヨーグルト

おせんべい アスパラのおかか和え、ポテトのみそ炒め、メロン クラッカー

牛乳 ごはん ごはん、とがんのみそ汁、親子煮 おせんべい

クラッカー ほうれん草とじめじのごま和え、フライドポテト、すいか とうもろこし☆

お茶 ごはん みそ汁、とり肉のから揚げ 牛乳・おせんべい

ビスケット スパゲティケチャップ、ブロッコリー、オレンジ めろんパン

◎ ７月の平均栄養価は次のとおりです。
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☆印は、手作りおやつです。
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 ３歳未満児　　：　　エネルギー　(534kcal)　　・たんぱく質　（18.0g）　　・脂質　（17.4g）　　・カルシウム　（304㎎）
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 ３歳以上児　　：　　エネルギー　(568kcal)　　・たんぱく質　（20.4g）　　・脂質　（17.8g）　　・カルシウム　（335㎎）
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この時期は細菌が活動するのにちょうど良
い湿度と温度がそろっています。

子ども達のお箸・箸箱・おしぼり・おしぼり
入れ、未満児クラスではエプロンはどうでしょ
うか？

毎日の確認をお願いします。又、この機会
に新しくしてみてはどうでしょうか。



・・・ 子ども達に大人気のメニューを紹介します。 ・・・ 

   

 

                

 

    

〈材料・4 人分〉       〈作り方〉 

      スパゲティ    32g   ①、スパゲティは塩を入れたお湯で茹でておく。 

      カットベーコン 12g    ②、なすは皮をむき、いちょう切りにしアク抜きしておく。 

なす       16g     ピーマンは種を除き、千切りにする。 

      ピーマン   16g       しめじは石づきからはずし、ほぐす。 

      ホールコーン 8g        トマトは一口大に切っておく。  

      しめじ    16g     ③、鍋に油を入れてベーコンを炒め、②の野菜を加えて 

      トマト    16g       炒める。全体に火が通り柔らかくなったところで、 

      コンソメ   0.8g       ①を加えて炒めあわせ、調味料で味を調えて 

      塩      適量       出来上がり。 

 

 

 

 

 

                

 

 

（きゅうり）・・利尿作用/余分な熱をとる/余分な塩分をとる 

※ほてった体を冷やしてくれます！ 

（ピーマン ）・血をさらさらにする 

（トマト）・・・食欲増進//余分な熱をとる 

※水分がたくさん含まれています 

（なす）、（レタス）余分な熱をとる/血のめぐりを良くする/ 

化膿やはれを治める/利尿作用 

（スイカ）・・・体を冷やす/のどを潤す/利尿作用/むくみをとる 

（トウモロコシ）胃腸の調子を整える※タンパク質がたくさん！ 


