
※都合により献立、材料を変更する場合があります。

　詳しくは、給食室までお尋ねください。
３歳未満児

追加献立

1 29 木
麦ごはん
酢豚
きのこのかき玉汁

スキムミルク
なし
ビスケット

牛乳
チーズ

牛乳・チーズ・豚肉・鶏
卵・かつお・昆布だし・
脱脂粉乳

精白米・麦・片栗粉・揚
げ油・植物油・砂糖(三
温糖)・ビスケット

しょうが・玉ねぎ・人参・
ピーマン・ケチャップ・
生椎茸・しめじ・オクラ・
なし

2 16 30 金

麦ごはん
すまし汁(未満児)
豚肉の生姜焼き・ソテー
ラタトゥユ

豆乳
ポテト
ネーブル
16日：かりんとう

牛乳
パイン
(缶)

牛乳・木綿豆腐・わか
め・かつお・昆布だし・
豚肉・コンソメ・豆乳

精白米・麦・植物油・
じゃがいも・揚げ油・か
りんとう

パイン(缶)・しょうが・小
松菜・もやし・しめじ・な
す・トマト・玉ねぎ・ピー
マン・人参・にんにく・
ネーブル

3 17 31 土
スパゲッティ・ナポリタン
バナナ

牛乳
お菓子

牛乳
せんべい

牛乳・豚肉・あさり・コン
ソメ・粉チーズ

せんべい・スパゲッ
ティ・植物油

玉ねぎ・人参・ピーマ
ン・コーン、ホール(缶)・
マッシュルーム(缶)・ケ
チャップ・トマトピュー
レ・バナナ

5 19 月

しらすごはん
魚の香味焼き
ゆでとうもろこし
豆腐のみそ汁

スキムミルク
小倉
　　蒸しパン

牛乳
ぶどう

牛乳・しらす干し・白身
魚・木綿豆腐・わかめ・
煮干しだし・脱脂粉乳・
米みそ・麦みそ・鶏卵・
あずき

精白米・麦・砂糖(三温
糖)・ごま油・植物油・小
麦粉

ぶどう・人参・青ねぎ・
しょうが・にんにく・
スィートコーン・小松
菜・えのき

6 20 火

麦ごはん
かき玉汁(未満児)
一口がんものカレー風味煮
小松菜としらすのごま和え

すいか
かりんとう

牛乳
チーズ

牛乳・チーズ・鶏卵・煮
干しだし・がんもどき・
コンソメ・しらす干し

植物油・精白米・麦・す
りごま・砂糖(三温糖)・
かりんとう

にら・玉ねぎ・人参・
ピーマン・小松菜・もや
し・すいか

7 21 水

麦ごはん
すまし汁(未満児)
魚のマリネ
ひじきの煮付

豆乳
チーズ入り
ホットケーキ

牛乳
ウエハース

牛乳・かつお・昆布だ
し・白身魚・煮干しだ
し・油揚げ・ひじき・豆
乳・鶏卵・チーズ・脱脂
粉乳

ウエハース・白玉ふ・精
白米・麦・揚げ油・小麦
粉・片栗粉・砂糖(三温
糖)・植物油・ホットケー
キミックス

えのき・青ねぎ・玉ね
ぎ・人参・レモン・パセ
リ・乾しいたけ・いんげ
ん

8 木
パン
なすのミートソース煮
コンソメスープ

フルーツ
ヨーグルト

牛乳
バナナ

牛乳・牛挽肉・ベーコ
ン・コンソメ・粉チーズ・
えび・鳥ガラだし・プ
レーンヨーグルト

パン・じゃが芋・パン
粉・砂糖(三温糖)・植物
油

バナナ・なす・玉ねぎ・
人参・トマト・ピーマン・
チンゲン菜・ｺｰﾝ、ホー
ル(缶)・みかん(缶)・黄
桃(缶)

9 23 金
麦ごはん
八宝菜
かぼちゃの豆乳みそスープ

スキムミルク
にんじん
カップケーキ

牛乳
なし

牛乳・豚肉・いか・煮干
しだし・豆乳・米みそ・
脱脂粉乳・鶏卵

精白米・麦・植物油・ご
ま油・片栗粉・中華
スープの素・小麦粉・
砂糖(三温糖)・バター

なし・キャベツ・玉ねぎ・
人参・ピーマン・たけの
こ・乾しいたけ・しょう
が・かぼちゃ・パセリ・
干しぶどう

10 24 土
リャンバンメン
ヨーグルト(固形)

牛乳
お菓子

牛乳
もも(缶)

牛乳・鶏卵・焼き豚・鳥
がらだし・含脂加糖ヨー
グルト

中華麺・植物油・砂糖
(三温糖)・すりごま・ご
ま油

もも(缶)・トマト・きゅう
り・もやし・乾しいたけ

26 月
カレーライス
フレンチサラダ

スキムミルク
ふわふわ
かぼちゃケーキ

牛乳
キウイ

牛乳・牛肉・脱脂粉乳・
鳥がらだし・シーチキン
(缶)・豆乳

精白米・麦・じゃがい
も・マーガリン・カレー
ルウ・植物油・砂糖(三
温糖)・ホットケーキミッ
クス

キウイ・玉ねぎ・人参・
にがうり・りんご・グリン
ピース・トマトピューレ・
キャベツ・きゅうり・パセ
リ・かぼちゃ

27 火

パン
新☆おさかなハンバーグ
サラダ菜
春雨スープ

スキムミルク
きな粉よせ

牛乳
せんべい

牛乳・白身魚・ひじき・
米みそ・豆乳・かつお
だし・豚肉・鳥がらだし・
脱脂粉乳・寒天・きな
粉・豆乳

せんべい・パン・ごま
油・片栗粉・植物油・砂
糖(三温糖)・はるさめ・
上新粉・黒砂糖

玉ねぎ・人参・青ねぎ・
しょうが・サラダ菜

28 水

麦ごはん
みそ汁(未満児)
高野豆腐のそぼろ煮
マセドアンサラダ

アイスクリーム
ウエハース

牛乳
オレンジ

牛乳・わかめ・煮干しだ
し・米みそ・麦みそ・高
野豆腐・豚挽肉・ハム・
チーズ・アイスクリーム

精白米・麦・ごま油・砂
糖(三温糖)・片栗粉・マ
カロニ・マヨネーズ・ウ
エハース

オレンジ・キャベツ・人
参・乾しいたけ・玉ね
ぎ・いんげん・しょうが・
ｺｰﾝ、ホール(缶)・きゅ
うり

木

３時 黄：熱や力となる

作：廣渡　麻衣

令和元年度8月献立予定表

緑：調子をととのえる

☆誕生会☆ カニピラフ
きのこの和風ハンバーグ
レモン酢和え
冬瓜のすまし汁
ポテト　　ゼリー

ジュース
マドレーヌ

牛乳
チーズ

牛乳・チーズ・か
に・牛挽肉・豚挽
肉・鶏卵・鶏ささ
身・えび・かつお・
昆布だし

精白米・マーガリン・
植物油・パン粉・片
栗粉・はるさめ・ごま
油・砂糖(三温糖)・
じゃが芋・揚げ油・小
麦粉

玉ねぎ・人参・グリン
ピース・しめじ・生椎
茸・きゅうり・みかん
(缶)・レモン・冬瓜・青
ねぎ
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赤：血や肉になる日 曜 昼　食

暑い日が続きますね。

蒸し暑い日が続き体調を崩しやすい時期です。栄養、水分補給、睡眠を意識して夏バテに負けない体を

作りましょう。

夏バテしない食事のポイント

●ビタミンＢ１、ビタミンＣを含む食材を食べましょう

汗をかいたり、疲労を追い出すために体の中ではビタミンやミネラルが多く使われています。

特にエネルギーを作り出す「ビタミンＢ１」、「ビタミンＣ」はこの時期しっかり摂りたい栄養素です。

ビタミンＢ１の補給に良質なたんぱく質でもある豚肉や納豆、豆腐などがおすすめです。また、にんにくや玉ねぎに

含まれる成分がビタミンＢ１の働きを高めてくれるので、一緒に食べるのが良いです。

ビタミンＣは暑さへの抵抗力を高める効果があります。ピーマン、ブロッコリー、ゴーヤなどがおすすめです。肉類

や豆腐などのたんぱく質と一緒に食べると良いです。

●夏野菜を食べましょう

旬の夏野菜には、夏に必要な水分とビタミンなどの栄養素がたっぷり含まれています。

暑さで弱る胃を刺激し消化を助け、血管を強め、のぼせを冷ます働きを持っています。

・トマト・・赤い色に含まれるリコピンは、老化防止やがん予防に有効

・きゅうり・・・身体にこもった熱を取り除く作用や、アルコールの代謝を促す

・なすび・・・ビタミン、ミネラル、食物繊維がバランスよく含まれ、生体調節機能に優れる

・オクラ・・・独特のぬめりは整腸作用やコレステロール低下作用があり、体力増強に有効

●風味をプラスしましょう

チャーハン、サラダ、スープ、天ぷらの衣に ＋カレー粉

冷しゃぶ、冷奴、サラダに ＋梅肉、ごま、レモン、みそ

炒め物に ＋豆板醤でピリ辛風味

スープや煮物、あんかけに ＋くず粉や片栗粉でとろみをつけ、冷やしてのどごしをやわらかく

食欲が出てくれば、体力は自然に回復してきます。肉、魚、牛乳、乳製品、野菜、果物など様々な食品を

バランス良く食べることが大切です。

①こまめに。早めの水分補給をしましょう。

「喉が渇いた」と感じた時に、体ではすでに水分不足に陥っています。水分補給はこまめに行いましょう。

②水分補給には水や薄めのお茶を選びましょう。

塩分や糖分は食事から補給できるので、水分補給は水やお茶で十分です。ただし、濃いお茶は利尿作用が

あ

り脱水の原因になります。麦茶や薄めに入れたお茶、ほうじ茶が良いです。

③ジュースやスポーツドリンクはただの水よりも早く水分の吸収ができますが、糖分も多く含まれている為、

それを代謝するためにビタミンＢ１が使われてしまいます。おやつの時に量を決めてあげるようにしましょう。

④冷たい飲み物には注意しましょう。

水分が必要だからと言って冷たい飲み物をガブガブ飲むと、胃腸が冷えて消化機能を落としてしまい、

夏バテを促進してしまいます。

水分補給のポイント

★離乳食の果汁について★
果物は生で食べても良いとされていますが、加熱して酵素の動きを抑えることでアレルギーを引き起こしに

くくなります。ですので、最初に食べる果物はまず加熱する方が良いと言われています。

＜果物を美味しく加熱する方法＞

①皮があるものは皮をむいて小さく切る。

②果物と同量以上の水と一緒に鍋に入れる。

③混ぜながら弱火で２、３分コトコト煮る。

加熱することで軟らかくなり、甘みが増して食べやすくなります。

アレルギーの元となる酵素を不活性化するには十分な加熱が

必要です。保育園では、加熱して提供します。
＜お盆メニュー＞
１３日：牛乳 せんべい

肉うどん バナナ

牛乳 プチクレープ

１４日：牛乳 チーズ

皿うどん ゼリー

牛乳 米粉ケーキ

１５日：牛乳 せんべい

きのこのスープスパゲッティ ヨーグルト

牛乳 クリームコンフェ
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