
令和2年度8月献立予定表 ※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 15 29 土
きのこスパゲッティ
オレンジ

牛乳
丸ボーロ

牛乳
せんべい

牛乳・まぐろ油漬（缶）・
あさり・コンソメ

せんべい・スパゲティ・
植物油・丸ボーロ

玉ねぎ・人参・トマト
（缶）・しめじ・生椎茸・
パセリ・オレンジ

3 24 月
麦ごはん
新☆豚肉となすの炒め物
じゃが芋のみそ汁

スキムミルク
とうもろこし
クッキー

牛乳
キウイ

牛乳・豚肉・油揚げ・煮
干しだし・米みそ・麦み
そ・脱脂粉乳

精白米・麦・植物油・砂
糖(三温糖)・じゃが芋・
クッキー

キウイ・なす・玉ねぎ・
ピーマン・赤ピーマン・
しょうが・人参・スイート
コーン

4 18 火

麦ごはん
肉豆腐
小松菜としらすのごま和え
コンソメスープ

飲む
ヨーグルト
ホットケーキ

牛乳
ウエハース

牛乳・牛肉・厚揚げ・し
らす干し・ドリンクヨーグ
ルト・鶏卵・脱脂粉乳

ウエハース・精白米・
麦・砂糖(三温糖)・植物
油・すりごま・小麦粉・
バター

玉ねぎ・青ねぎ・小松
菜・もやし・人参・パセリ

5 19 水
麦ごはん
八宝菜
すまし汁

豆乳
フライドポテト
オレンジ

牛乳
ぶどう

牛乳・豚肉・いか・木綿
豆腐・わかめ・かつお・
昆布だし・豆乳

精白米・麦・植物油・ご
ま油・片栗粉・中華スー
プの素・じゃが芋・揚げ
油

ぶどう・キャベツ・玉ねぎ・人参・

さやいんげん・たけのこ・乾しい

たけ・しょうが・えのき・オクラ・オ

レンジ

6 木
パン
牛肉と大豆のメキシコ風
コーンと冬瓜のミルクスープ

スキムミルク
かぼちゃ羹

牛乳
バナナ

牛乳・牛肉・だいず・
ベーコン・鳥がらだし・
脱脂粉乳・豆乳・寒天

パン・オリーブ油・砂糖
(三温糖)

バナナ・玉ねぎ・人参・ピーマン・

にんにく・ケチャップ・パプリカ・

コーンクリーム(缶)・コーンホー

ル(缶)・とうがん・パセリ・かぼ

ちゃ

7 21 金

キャロットごはん
魚の香味焼き
ゆでとうもろこし
ラタトゥユ　　わかめスープ

アイスクリーム
ビスケット

牛乳
もも(缶)

牛乳・しらす干し・わか
め・鳥がらだし・白身
魚・鶏肉・コンソメ・アイ
スクリーム

精白米・麦・砂糖(三温
糖)・ごま油・植物油・ビ
スケット

もも(缶)・人参・しそ葉・
青ねぎ・しょうが・にん
にく・スイートコーン・な
す・トマト・玉ねぎ・ピー
マン

8 22 土

8日：カレーライス
      ﾏｶﾛﾆとハムのサラダ
22日：リャンバンメン
        飲むヨーグルト

牛乳
かりんとう

牛乳
チーズ

牛乳・チーズ・鶏卵・焼
き豚・鳥がらだし・ドリン
クヨーグルト

中華麺・植物油・砂糖
(三温糖)・すりごま・ご
ま油・かりんとう

トマト・きゅうり・乾しい
たけ

11 25 火
パン
かぼちゃとエビのグラタン
コンソメスープ

豆乳
黒砂糖入り
　　くずもち

牛乳
せんべい

牛乳・えび・鶏肉・脱脂
粉乳・コンソメ・粉チー
ズ・鳥がらだし・豆乳・
きな粉

せんべい・パン・マーガ
リン・小麦粉・パン粉・く
ず粉・黒砂糖・砂糖(三
温糖)

かぼちゃ・玉ねぎ・パセ
リ・チンゲン菜・コーン
ホール(缶)・人参

12 26 水
麦ごはん
酢鶏
もずくスープ

スキムミルク
ジャムサンド

牛乳
バナナ

牛乳・鶏肉・鶏卵・もず
く・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)・食パン・いちご
ジャム

バナナ・しょうが・玉ね
ぎ・人参・ピーマン・ケ
チャップ・えのき・青ね
ぎ

13 27 木
麦ごはん
カレー煮
フレンチサラダ

フルーツ
ヨーグルト

牛乳
オレンジ
１３日：
せんべい

牛乳・牛肉・脱脂粉乳・
鳥がらだし・まぐろ油漬
(缶)・プレーンヨーグル
ト

精白米・麦・じゃが芋・
植物油・カレールウ・砂
糖(三温糖)

オレンジ・玉ねぎ・人参・コーン

ホール(缶)・にがうり・ケチャッ

プ・キャベツ・きゅうり・パセリ・み

かん(缶)・黄桃(缶)

14 28 金

麦ごはん
高野豆腐のそぼろ煮
ひじきのサラダ
みそ汁

スキムミルク
ココアゼリー

牛乳

ぶどう

１４日：チーズ

牛乳・煮干しだし・米み
そ・麦みそ・高野豆腐・
豚挽肉・ハム・ひじき・
脱脂粉乳・寒天

精白米・麦・ごま油・砂
糖(三温糖)・片栗粉・
じゃが芋・マヨネーズ

ぶどう・キャベツ・玉ねぎ・青ね

ぎ・人参・乾しいたけ・さやいん

げん・しょうが・しいたけだし・レ

モン・バナナ

17 31 月
麦ごはん
魚のカレー竜田揚げ
かぼちゃの豆乳みそスープ

スキムミルク
なし
かりんとう

牛乳
チーズ

牛乳・プロセスチーズ・
白身魚・煮干しだし・豆
乳・米みそ・脱脂粉乳

精白米・麦・片栗粉・揚
げ油・植物油・かりんと
う

しょうが・かぼちゃ・玉
ねぎ・人参・しめじ・パ
セリ・なし

木

作：廣渡　麻衣

黄：熱や力となる 緑：調子をととのえる

精白米・植物油・パ
ン粉・はるさめ・じゃ
が芋・揚げ油・バター

人参・ごぼう・みつ
ば・玉ねぎ・きゅうり・
レモン・ほうれん草・
りんご

ジュース
りんごの
ヨーグルトケーキ

牛乳
チーズ

牛乳・プロセスチーズ・
鶏肉・牛挽肉・豚挽肉・
鶏卵・はんぺん・油揚
げ・プレーンヨーグル
ト・脱脂粉乳

20

３時 赤：血や肉になる日 曜 昼　食

☆誕生会☆ 五目ごはん
ハンバーグ
春雨のレモン酢和え
ほうれん草のすまし汁
ポテト　　ゼリー

★８月８日 薔薇組 デイキャンプ★

(給食)
カレーライス

色々トッピング

マカロニとハムのサラダ

(おやつ)
すいか

せんべい

トッピングはいろいろ用意

しています。楽しみにして

いてくださいね。

熱中症を予防しましょう
体温調整機能が十分に発達していない乳幼児は、大人よりも熱中症にかかりやすいと言われていますので、特に注意が必

要です。

乳幼児の熱中症予防のポイント

●水分を多めにとりましょう

水分を多く含む食事や定期的な水分補給を心がけましょう。

●熱や日差しから守りましょう
熱のこもらない素材や薄い色の衣服を選んだり、日光を遮る帽子などを身につけたりさせましょう。

●地面の熱に気をつけましょう

子どもの高さの気温や湿度を気にかけましょう。

●暑い環境に置き去りにしないようにしましょう

「寝ているから」と放置することは危険です。車内に置き去りにすることは絶対にやめましょう。

●室内あそびも油断しないようにしましょう

エアコンや扇風機を上手に使って対策しましょう。

●まわりの大人が気にかけましょう

汗や体温、顔色や泣き方など、子どもの様子を大人が気にかけ、休憩や水分補給をすすめてあげましょう。

夏場の食事について

暑い日が続くと、食が細くなり夏バテしやすくなりますが、熱中症予防には、日頃からバランスの良い食事をとって、暑さに負け

ない体づくりをすることが大切です。

●ビタミンB群とたんぱく質を補給しましょう

エネルギー代謝に必要なビタミンB群とたんぱく質が不足しないようにしましょう。

豚肉、豆類、雑穀は、ビタミンB群が豊富でたんぱく源にもなりますので、上手に取り入れましょう。

●夏野菜を食べましょう
夏野菜を食べて水分やビタミン類を補給しましょう。食欲アップには料理の見た目も大切です。カラフルな夏野菜を

取り入れて、彩りよく仕上げましょう。

●冷たいものの摂り過ぎに気をつけましょう

アイスやジュースなど冷たいものを摂り過ぎると、胃腸をこわしたり、食欲がなくなってしまうことがありますので、

注意しましょう。

噛むことの大切さと効果

よく噛むことは、身体に良い様々な効果をもたらします。

噛むことによってでる“唾液”は、免疫成分も豊富で、噛むことにより体温も上昇するため、免疫力アップに効果的です。

弥生時代の卑弥呼の食事は噛む回数が現代の食事の６倍だったそうです。このことから、「ひみこのはがいーぜ」という

キャッチフレーズが生まれました。食べ物に感謝の気持ちをもって、健康な歯でよく噛んでおいしく食べて、元気いっぱいに

過ごしましょう。

●ひ 肥満予防・・・満腹中枢を刺激して食べ過ぎを予防する

●み 味覚の発達・・・噛めば噛むほど味が出る

●こ 言葉の発音がハッキリ・・・口周りの筋肉が発達し、発音がよくなる

●の 脳の発達・・・噛むことは脳細胞の働きを活発にする

●は 歯の病気を防ぐ・・・唾液は口の中をキレイにする

●が がんの予防・・・唾液は発がん物質を中和する

●いー 胃腸の働きを促進・・・消化吸収が良くなり、胃腸への負担が減る

●ぜ 全身の体力向上と全力投球・・・力を入れて噛みしめると体に力が入る

良いことばかりなので、しっかり噛んで食べることを心がけましょう。
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