
　2022年      8月の予定献立表  　　　さむかわ保育園
にち 乳児組 　　　　　材　料　お　よ　び　体　内　で　の　働　き 栄養価幼児(乳児) 行　　　事

午前おやつ 　血や肉に 　熱や力に 　　　　体の調子を ｴﾈﾙｷﾞｰ　蛋白質 および

曜日 主 食 　　なるもの 　　なるもの 　　　　　　　　整えるもの 脂質　　塩分 連　絡　事　項

1 牛乳 かし  さばのカレーふうみあげ  さば あぶらあげ  あぶら  カレーこかん だいこん きゅうり とうがん
 ♪とうにゅうわらびも
ち

376(513) 19.2(20.9)  1日 幼児組

月 麦ごはん
 だいこんとあぶらあげのすのもの  みそし
る☆

 にんじん たまねぎ なす  ぎゅうにゅう  19.9(19.2) 1.5(1.4)  身体測定

2 牛乳 かし  なすとマカロニのミートソースふう  ぶたひきにく チーズ あぶら ごま  なす たまねぎ にんじん いんげん  ♪ひじきおにぎり 405(515) 26.7(19.7)  2日 たんぽぽ組

火  ホットパン  いんげんのごまあえ         オレンジ
 なまクリーム ヨーグ
ルト あぶらあげ  マカロニ  トマトかん オレンジ  ぎゅうにゅう  14.3(17.5)1.1(1.6)  身体測定

3 豆乳 かし  とりにくのさっぱりに  とりにく  あぶら  しょうが にんにく とうがん にんじん  ♪バナナブレッド 403(544) 22.4(23.5)  3日 ちゅうりっぷ組

水 ごはん  ツナサラダ          みそしる☆  ツナかん あつあげ  ごま  きゅうり たまねぎ かぼちゃ わかめ  ぎゅうにゅう  19.8(19.0) 2.1(2.0)  身体測定

4 牛乳 かし  にこみハンバーグ
 ぶたひきにく とう
ふ

 あぶら  たまねぎ ひじき きゃべつ こまつな
 ♪げんまいスティック
チーズ

 386(582)19.6(23.7)  4日 あか組身体測定

木 ごはん  ミモザあえ         オレンジ
 とりひきにく たま
ご スキムミルク

 ハーフマヨネーズ  にんじん オレンジ  ぎゅうにゅう  21.5(23.2) 1.8(1.9) リトミック1・2・5才

5 牛乳 かし  ゆでぶたのごまだれ  ぶたにく たまご  ごま  ながねぎ しょうが モロヘイヤ きゃべつ  せんべい クッキー 405(526) 22.4(21.2)

金 ごはん  ネバネバサラダ      たまごスープ  ツナかん  ごまあぶら  おくら わかめ えのきだけ もやし  ぎゅうにゅう  13.1(20.4) 1.8(1.6)

6 牛乳 かし  サラダうどん  ぶたにく  うどん  きゅうり にんじん かぼちゃ たまねぎ
 あましょくパン せん
べい

347(433) 15.4(17.7)

土 めん  かぼちゃのみそしる  かまぼこ とうふ  わかめ ほししいたけ  ぎゅうにゅう  8.4(10.0) 2.5(2.5)

8 牛乳 かし  ぶりのちちゅうかいふうに  ぶり とうふ  バター  しょうが にんにく ひじき きゅうり
 とうもろこし コアコ
アヨーグルト

314(469) 18.6(20.4)

月 麦ごはん  ひじきサラダ             らいじる☆  カニかまぼこ  ごまあぶら  コーンかん にんじん ごぼう ねぎ だいこん  むぎちゃ   14.6(15.9) 1.7(1.5)

9 牛乳 かし  インディアンカレー  ぶたにく ゆでだいず あぶら ごま  にんじん たまねぎ きゃべつ きゅうり
 ♪ミルククリームサン
ドイッチ

459(587) 20.8(22.3)

火 ごはん  コールスローサラダ       すいか  スキムミルク  じゃがいも  パセリ すいか  ぎゅうにゅう  17.3(17.1) 1.1(1.1)

10 牛乳 かし  なつやさいのたまごやき  とりひきにく たまご あぶら はるさめ  たまねぎ ズッキーニ ピーマン にんじん
 ♪えだまめうめぼしお
にぎり

407(511) 19.8(22.0)

水 ホットパン  ちゅうかふうすのもの   オレンジ
 チーズ ハム スキ
ムミルク

 ごまあぶら
 きゅうり もやし マッシュルームかん オレン
ジ

 ぎゅうにゅう  14.5(17.6) 1.4(1.7)

12 牛乳 かし  けんちんうどん  ぶたにく  うどん  だいこん にんじん こんにゃく ごぼう  せんべい クッキー 345(442) 11.1(15.5)

金  めん  さつまいものてんぷら    パインかん  かまぼこ あぶらあげ さつまいも  こまつな ながねぎ ほししいたけ パインかん  やさいジュース  7.1(9.6) 3.2(3.8)

13 牛乳 かし  スパゲティナポリタン  ぶたひきにく  スパゲティ  たまねぎ にんじん ピーマン トマトかん  ワッフル せんべい 396(490) 14.6(17.8)

土 めん  コーンスープ  あぶら  わかめ えのきだけ コーンかん  ぎゅうにゅう  11.3(13.6) 1.6(1.7)

15 麦茶 かし  かじきのかくに  かじき とうふ  かぼちゃ きゅうり にんじん
 バームクーヘン せん
べい

435(568) 21.2(20.6)

月 ごはん  かぼちゃのサラダ     みそしる☆
 ぎょにくソーセー
ジ

 たまねぎ わかめ  ぎゅうにゅう  16.3(16.4) 2.5(2.2)

16 牛乳 かし  こうやどうふととりにくのいために  とりにく ハム  ふ はるさめ
 だいこん ごぼう にんじん たまねぎ コーン
かん

 ♪キャロットゼリー
せんべい

337(494) 16.6(19.0)

火 ごはん  カリカリきゅうり          すましじる☆  こうやどうふ  あぶら ごまあぶら
 わかめ きりぼしだいこん きゅうり えのきだ
け ほししいたけ

 ぎゅうにゅう  13.1(14.7) 1.7(1.5)

17  豆乳 かし  ぶたにくとなすのみそいため  ぶたにく  あぶら ふ  なす たまねぎ にんじん わかめ ♪ツナサンドドック  417(553)20.4(21.5)

水 ごはん  ジャーマンポテト 　キラキラスープ  ハム  とうふ  じゃがいも  ピーマン パセリ コーンかん  ぎゅうにゅう  22.0(20.7) 1.4(1.2)

18 牛乳 かし  ミートローフ
 ぶたひきにく ツナ
かん

 あぶら  たまねぎ ひじき にんじん グリンピース ♪のりのりおにぎり  427(538)21.6(24.6)  18日 もも・うめ組

木 食パン  きゃべつのごまあえ  オレンジ  たまご スキムミルク ごま  きゃべつ きゅうり コーンかん オレンジ  ぎゅうにゅう  17.8(18.4) 0.8(0.9)  リトミック

19 牛乳 かし  さけのこうそうあげ  さけ たまご  あぶら
 パセリ きりぼしだいこん にんじん らっきょ
づけ

 コーンフレーク  415(557)21.5(22.9)

金 ごはん  きりぼしだいこんのカレーいため    なし  あぶらあげ  ハーフマヨネーズ
 ほししいたけ しらたき いんげん カレーこか
ん なし

 ぎゅうにゅう  15.5(16.6)　1.6(1.4)

20 牛乳 かし  やきそば  ぶたにく  あぶら じゃがいも きゃべつ にんじん もやし あおのり  カステラ せんべい  415(491)16.7(18.6)

土 めん  じゃがいものみそしる  とうふ  やきそば  こまつな  ぎゅうにゅう  13.2(15.6) 1.6(1.6)

22 牛乳 かし  かれいのにつけ  かれい ハム  あぶら ごま  ほうれんそう にんじん たまねぎ しめじ  ♪ごへいもち  367(506)23.2(24.2)

月 麦ごはん  ズッキー二のソティ         みそしる☆  あつあげ  ごまあぶら  もやし ズッキーニ もやし わかめ  ぎゅうにゅう  10.7(11.9) 2.7(2.4)

23 豆乳 果物  ぶたにくのマーマレードやき
 ぶたにく こなチー
ズ

 あぶら さといも  きゃべつ マーマレードジャム ひじき  ヨーグルト せんべい  364(514)19.6(20.9)

火 ごはん  シーザーサラダ　　      みそしる☆  とうふ  ハーフマヨネーズ  だいこん にんじん にんにく わかめ  むぎちゃ  18.7(18.1) 2.2(1.8)

24 牛乳 かし  チャンポンめん  ぶたにく えび  あぶら ごまあぶら  きゃべつ にんじん もやし チンゲンサイ
 ♪ココアいりホット
ケーキ

 371(450)17.6(19.7)

水 めん  かぼちゃのすあげ         オレンジ
 なると あさりみず
に

 ラーメン  かぼちゃ オレンジ  ぎゅうにゅう  13.0(14.6) 1.5(1.5)

25 牛乳 かし  ぶたにくのさんしょくロールに  ぶたにく  マカロニ
しょうが  にんじん ごぼう いんげん きゅう
り

 ジャム＆マーガリンサ
ンドイッチ

 437(575)18.5(20.5)  25日 たんぽぽ・さく
ら組

木 ごはん  マカロニサラダ      なし  ハム  ハーフマヨネーズ  しょうが きゃべつ  ぎゅうにゅう  21.9(21.7) 1.3(1.2)  リトミック

26 牛乳 かし  ひまわりごはん   　からあげ
 ぶたひきにく ゆで
だいず  あぶら  たまねぎ にんじん きゅうり グリンピース  ロールケーキ  544(556)23.2(19.7)  26日

金
幼児もご飯
つきます

 きゅうりとトマトのサラダ    きょほう  たまご とりにく  こめ  たまねぎ トマト きょほう  ヤクルトミルミルS  22.1(21.7) 1.1(1.2)  たんじょうびかい

27 牛乳 かし  やきうどん  ぶたにく  あぶら  にんじん きゃべつ もやし あおのり
 チーズむしぱん せん
べい

 402(547)15.7(19.2)

土 めん  なすのみそしる  とうふ  うどん  なす たまねぎ わかめ  ぎゅうにゅう  12.4(14.8) 1.9(2.2)

29 牛乳 かし  かじきのトマトソースに  かじき たまご  あぶら
 しょうが レモン トマトかん にんにく きり
こんぶ にんじん

 ♪さつまいものむしも
の

373(511) 19.2(20.9)

月 麦ごはん  きりこんぶのいために  とうがんスープ  あぶらあげ
 つきこんにゃく とうがん いんげん ほうれん
そう

 ぎゅうにゅう  11.4(12.4) 4.6(3.9)

30 豆乳 かし  ハヤシシチュー  ぶたにく  あぶら  にんじん たまねぎ グリンピース  ♪ピザトースト 433(567) 20.0(21.6)

火 ごはん  ブロッコリーのごまあえ      なし  スキムミルク  じゃがいも  ブロッコリー なし  ぎゅうにゅう  19.4(18.3) 3.0(2.7)

31 牛乳 かし  はなしゅうまい  ぶたひきにく  しゅうまいのかわ  たまねぎ ほししいたけ わかめ  ♪フルーチェ せんべい 396(541) 18.2(20.2)

水 ごはん  わかめときゅうりのすのもの   オレンジ  とうふ  きゅうり オレンジ  ぎゅうにゅう  16.2(17.2) 1.8(1.6)

8月の3才以上児平均提供栄養量 ()は未満児：エネルギー400(521)・蛋白質19.0(20.9)・脂質16.0(16.7)・食塩1.9(1.8)

 ◇汁ものに☆がついている日は、みそ汁にはにぼしとかつお節の混合だしをすまし汁には昆布とかつお節の混合だしを作っています。♪マークがついている日はてづくりおやつです。食材の都合で献立を変更する場合があります。

献 立 名 おやつ

おいしい・栄養満点夏野菜を食べましょう ♪
色々な野菜が一年中出回っていますが、

栄養価が高くなりおいしくなるのは旬の時期です。

暑さでとり過ぎてしまった水分を

しっかり排出して体内の水分量を調節して

くれます。夏野菜を食べて元気に夏を乗り切りま

しょう。

☆親子で夏休みクキング‼～ホットプレートで楽しもう

☆ハンバーグの具材をビニール袋に入れてコネコネ！

☆ギョウザを包んでみよう！

☆好きな具材を入れてまぜまぜ、お好み焼き！

☆ホットケーキは卵や牛乳を入れて泡立て器でクルクル。

色の変化も見えてひっくり返すのも楽しいです。

いい匂いがしてきますね。時間に余裕のあるお休みの時などに是非！

規 則 正 しい

生 活 を


