
相浦保育園

10時おやつ 昼　　食 ３時おやつ 血や肉をつくる 力になる からだの調子をよくする

1 水
幼児牛乳
クッキー

オープンオムレツ　　　ワカメスープ
ドレッシングサラダ　　　黄桃缶

フルーツジュース
クラッカー（ツナディッ

プ）

ベーコン　卵　ハム　チー
ズ　スキムミルク　ツナ

じゃがいも　米（パン）
人参　玉ねぎ　ピーマン　ワカ
メ　えのき　みつば　キャベツ
きゅうり　もも缶　りんご

2 木 ミルクココア
　　田舎煮　　ポークビーンズ　　レタス　　いり

こ
アイスミルク

パウンドケーキ
ちくわ　あげ　ウインナー
大豆　いりこ　卵

こんにゃく　里芋　米
薄力粉

筍　にんじん　いんげん　玉ね
ぎ　トマト　レタス

3 金 ヤクルト 流しそうめん　　チキンナゲット　　ミニゼリー
牛　乳

メロンパン
鶏肉　牛乳

そうめん　強力粉
米

ねぎ

4 土 牛　乳
ミートスパゲティー　じゃがチーズ　みかん

缶
牛　乳
サブレ

合いびき肉　ベーコン
チーズ　牛乳

スパゲティ　じゃが芋
米（パン）

人参　玉ねぎ　しいたけ　なす
トマト　みかん缶

6 月
牛　乳
パ　ン

たまご丼　　冷奴　　ウインナー　　バナナ
ミルクココア
せんべい

卵　豆腐　ウインナー
スキムミルク

米
人参　玉ねぎ　しいたけ
キャベツ　ねぎ　バナナ

7 火 アイスミルク
ししゃもフライ　　　しめじのみそ汁

イカとわかめの酢の物
すいか ししゃも　あげ　いか はるさめ　米

オクラ　玉ねぎ　ねぎ　ワカメ
きゅうり　人参　すいか

8 水
牛　乳
ボーロ

トマトとなすの夏野菜カレー
切干し大根のマヨサラダ　　　オレンジ

お　茶
大豆といりこの揚げ

煮

鶏肉　ハム　　大豆　いり
こ

米（パン）
トマト　なす　玉ねぎ　かぼちゃ
切干し大根　きゅうり　オレン
ジ

9 木
オレンジジュー

ス
誕生会　　　サンドイッチバイキング

フライドポテト   　カップゼリー　　牛乳
アイスクリーム
(ミニパフェ）

卵　ハム　チーズ　牛乳 食パン　じゃが芋 きゅうり　レタス　トマト

10 金
牛　乳

せんべい
冷やしうどん　　ゴーヤ入り豆腐チャンプ
ルー　　プチトマト　　いりこ　　パイン缶

ジョア
ジャムパン

かまぼこ　豆腐　豚肉
卵　牛乳　いりこ

うどん　米
ねぎ　ワカメ　玉ねぎ　ゴーヤ
トマト　パイン缶

16 木 ヤクルト 麻婆豆腐　　春雨サラダ　　ソーセージ
お　茶

ラップおにぎり
豚肉　豆腐　かにかま
魚肉ソーセージ

はるさめ　米
玉ねぎ　筍　しいたけ　人参
ねぎ　きゅうり　しそ　ワカメ

17 金 ミルクココア
エビフライ　たまごスープ　チンジャオロー

ス　チーズキャッチ　　バナナ
もも寒 えび　卵　豚肉　チーズ 米

玉ねぎ　人参　ねぎ　ピーマン
筍　バナナ　もも缶

18 土 牛　乳 冷やし麦　　コロコロサラダ　　みかん缶
牛　乳
お菓子

チーズ　ハム　牛乳
素麵　じゃが芋
米（パン）

玉ねぎ　人参　しいたけ
わかめ　ねぎ　きゅうり
みかん缶

20 月
牛　乳
パ　ン

鮭の塩焼き　　　けんちん汁
ひじきと竹輪の煮物　　　プチトマト

アイスミルク
せんべい　昆布

鮭　豆腐　鶏肉　さつま揚
げ　スキムミルク

里芋　こんにゃく　米
人参　ごぼう　大根　ねぎ
ひじき　いんげん　トマト　昆布

21 火
お　茶

ソーセージ
肉じゃが　　ほうれん草のごま和え　　のり納

豆　　　　ウインナー　オレンジ
牛　乳
バナナ

豚肉　ちくわ　納豆
ウインナー　牛乳

しらたき　じゃが芋
米

玉ねぎ　人参　いんげん
ほうれん草　きゅうり　のり
オレンジ　バナナ

22 水 りんごジュース
照焼きチキン　　　パンプキンスープ

コールスローサラダ
お　茶

きな粉団子
鶏肉　牛乳　生クリーム
ささみ　豆腐　きな粉

団子の粉　米（パン）
玉ねぎ　かぼちゃ　　人参
キャベツ　きゅうり　梅　りんご

23 木
牛　乳
サブレ

ワカメ入り卵焼き　　なすのみそ汁
人参とジャコの炒め物　サラダ菜　パイン缶

アイスミルク
お豆腐ケーキ

卵　かにかま　あげ　しら
す　スキムミルク　豆腐
きな粉

薄力粉　　米
ワカメ　玉ねぎ　なす　ねぎ
人参　サラダ菜　パイン缶

24 金 アイスミルク
白身魚のフライ　　中華風春雨スープ

豆腐サラダ　　　トマト
ミルクプリン

白身魚　　豆腐　焼豚
牛乳　生クリーム

はるさめ　米
もやし　玉ねぎ　筍　きくらげ
しいたけ　ねぎ　人参　きゅうり
ワカメ　黄ピーマン　トマト

25 土
牛　乳

クッキー
スパゲティナポリタン

ささみとキャベツの梅肉和え　みかん缶
豆　乳

小魚せんべい
ベーコン　牛乳 マカロニ　米（パン）

玉ねぎ　ピーマン　エリンギ
トマト　　キャベツ　人参
コーン　きゅうり　みかん

27 月 ヤクルト
　涼婆豆腐　　　シーフードソテー

かぼちゃの煮物
牛　乳

アーモンドトース
ト

豆腐　卵　ハム　イカ
エビ　牛乳

食パン　　米
きゅうり　もやし　ワカメ
チンゲン菜　人参　玉ねぎ
かぼちゃ

28 火 牛　乳
鮭のみそ焼き　　かき玉汁　　五目豆

チーズキャッチ　　ぶどうジュース
パワフルミルク

クッキー
鮭　卵　大豆　鶏肉
チーズ　スキムミルク

こんにゃく　　米
玉ねぎ　人参　　昆布　ごぼう
レンコン　ぶどうジュース

29 水 ミルクココア
鶏肉と野菜のトマト煮　　マカロニサラダ

レタス　　黄桃缶　　牛乳
お　茶

ふかし芋
鶏肉　うずら卵　ハム　牛
乳

マカロニ　さつまいも
米（パン）

トマト　人参　玉ねぎ　　なす
ブロッコリー　しめじ　　きゅうり
マッシュルーム

30 木
お　茶

きな粉マカロニ
ちくわの野菜衣焼き　　豆腐のみそ汁
ワカメとかにかまの酢の物　　りんご

牛　乳
ミルク蒸しパン

ちくわ　豆腐　えび
かにかま　牛乳　練乳

薄力粉　春雨　米
ピーマン　人参　玉ねぎ
ワカメ　きゅうり　りんご

31 金
牛　乳

せんべい
なすとオクラのドライカレー　　いりこ

トマトときゅうりのドレッシング和え　かまぼ
こ

プリン
合い挽き肉　ハム　かまぼ
こ　　　　いりこ　かまぼこ

米
玉ねぎ　人参　オクラ　トマト
なす　きゅうり　キャベツ　コー
ン

8月　給食だより
平成３０年度

日 曜日
献立名 献立材料名

１３．１４．１５日は弁当持参（登園希望児のみ）

夏の食中毒にご注意 
  食中毒は一年中発生しますが、特に夏場は細菌が増殖しや

すいので注意が必要です。 

夏に起きやすい食中毒 
   カンピロバクター、サルモネラ、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌 

食中毒予防の三原則 
① 菌をつけない 

調理の前には必ず石鹸で手を洗いましょう 

食品はラップや密閉容器に入れて保管しましょう 

② 菌を増やさない 

③ 購入した食材はすぐに冷蔵庫に保管する 

調理済みの食品は常温で放置せずに早めに食べる 

④ 菌をやっつける 

中心部まで確実に加熱する 

調理器具は熱湯や漂白剤でしっかり消毒する 

暑さが本格的になってきています。体の調子はいかがでしょうか？ 

夏バテを解消するには体力を回復させることが必要です。 

そのためには、炭水化物・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラルをバランスよくとることが大切です。 

特に体をつくる上で大事な栄養素の一つ「たんぱく質」や疲労回復に有効とされる「クエン酸」 

「ビタミンＢ₁」を含んだ食べ物を多くとることで夏バテの予防や回復が見込めます。 

【今月の食育予定】 

２日 青組・緑組でミックスジュースを作ります。 

３日 先月台風の為、延期していました流しそうめんを実施します。 

黄・桃・赤組が持参するご飯はお子様の好きな味のおにぎりを持たせてください。 

９日 黄・桃・赤組でパフェ作りをします。（エプロン・三角巾を忘れずに） 

≪主な食材≫ 

豚肉・柑橘類・キウイフルーツ・枝豆・オクラ 

≪おすすめメニュー≫ 

 ・夏野菜のポークカレー 

 ・豆腐とオクラのみそ汁 

 ・フルーツヨーグルト 

不足しがちな栄養素を補い 

元気に過ごせるようにしてください。 

しっかり朝食をとることも忘れずに。 


