
　※仕入の都合により、材料が変わる場合があります   ≪三色栄養≫働きにより食品を三色に分けることができます　    ●　赤色の食品ー血や肉や骨をつくるもとになる

　　　　　　　　　　 ■　黄色の食品ー熱や力のもとになる　　　　　▲　緑色の食品ーからだの調子を整える

１日（月） ２日（火） ３日（水） ４日（木） ５日（金） ６日（土） ８日（月） ９日（火） １０日（水） １２日（金） １３日（土） １５日（月） １６日（火）

ご飯 ご飯 ご飯 鶏うどん ご飯 チキンライス ビビンバ ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯
■米 ■米 ■米 ■うどん ■米 ■米 ■米 ■米 ■米 ■米 ■米 ■米 ■米

▲ほうれん草 ▲人参 ▲人参

鶏のソース炒め マーボー茄子 オイスターソース炒め ●鶏肉 さわらの竜田揚げ ▲玉葱 ▲ほうれん草 鶏の醤油 焼肉 カレイの煮つけ すき焼き風煮 豚しゃぶ 肉じゃが
▲人参 ▲人参 ▲ピーマン ●かまぼこ ●さわら ●鶏肉 ▲もやし マヨネーズ焼き ▲キャベツ ●カレイ ▲玉葱 ▲キャベツ ▲玉葱

▲玉葱 ▲玉葱 ■じゃが芋 　うす口しょうゆ 　（０歳カレイ） ▲ピーマン ●豚ミンチ ●鶏肉 ▲ピーマン 　うす口しょうゆ ▲人参 ●豚肉 ■じゃが芋

▲ピーマン ●豚ミンチ ●牛肉 　こい口しょうゆ 　こい口しょうゆ 　ケチャップ ●タケヤ味噌 　にんにく ●牛肉 　こい口しょうゆ ●牛肉 ▲貝割れ ▲人参

●鶏肉 ▲茄子 　オイスターソース 　さば節 　酒 　チキンコンソメ 　にんにく 　酒 ▲玉葱 　砂糖 ■じゃが芋 ▲パプリカ ■糸こんにゃく

　ケチャップ ▲ねぎ 　塩こしょう 　砂糖 　生姜 　とんかつソース 　うす口しょうゆ 　こい口しょうゆ 　こい口しょうゆ 　みりん ●焼き豆腐 　ごまダレ ●牛肉

　こい口しょうゆ 　タケヤ味噌 　油 　みりん 　片栗粉 　塩こしょう 　こい口しょうゆ 　塩 　酒 　さば節 ■糸こんにゃく 　ポン酢 　うす口しょうゆ

　砂糖 　こい口しょうゆ 　酒 　油 　油 　塩 　ドレッシング 　砂糖 　酒 ▲白ねぎ 　こい口しょうゆ

　チリソース 　鶏がらスープ かつお和え 　塩 　酒 　砂糖 　（マヨネーズ風） 　みりん ▲白菜 コーン炒め 　さば節

　とんかつソース 　中華味 ▲ブロッコリー 　昆布 おくらの和え物 　塩 　酢 　ごま油 ごま和え ■麩 ▲コーン 　砂糖

　油 　生姜 ▲人参 ▲おくら 　ごま油 ひじきの酢の物 　酢 ▲人参 　うす口しょうゆ ▲人参 　みりん

　にんにく ●花かつお キャベツのソテー ▲えのき マカロニサラダ 　油 ●ひじき 　タケヤ味噌 ▲ほうれん草 　こい口しょうゆ 　うす口しょうゆ 　酒

さつま芋の 　片栗粉 　さば節 ▲キャベツ ●花かつお ▲人参 ▲人参 　にんにく 　ごま　 　砂糖 　塩 　油

ツナサラダ 　酒 　うす口しょうゆ ▲人参 　さば節 ■マカロニ 中華和え ▲キャベツ 　油 　さば節 　酒 　油

■さつま芋 　油 　砂糖 ▲ピーマン 　うす口しょうゆ ▲きゅうり ▲人参 ▲きゅうり 　うす口しょうゆ 　油 海藻サラダ
▲玉ねぎ 　塩 　中華味 　砂糖 ▲コーン ▲きゅうり 　砂糖 酢の物 　砂糖 味噌汁 ▲キャベツ

●ツナ 華風きゅうり 　昆布 　うす口しょうゆ 　塩 　ドレッシング ■普通春雨 　ごま ▲千切大根 　酒 みかん缶 ●麩 ●わかめ

　ドレッシング ▲きゅうり 　酒 　油 　昆布 （マヨネーズ風） 　砂糖 　うす口しょうゆ ▲人参 　みかん缶 ●わかめ ■普通春雨

　（マヨネーズ風） 　ごま 　酒 　砂糖 　酢 　こい口しょうゆ ▲貝割れ 味噌汁 ●薄揚げ 　ドレッシング

　塩こしょう 　砂糖 味噌汁 　塩 　ごま油 　酢 　さば節 ▲ねぎ 味噌汁 ●味噌 　（青じそ）

　うす口しょうゆ ▲ねぎ 味噌汁 　うす口しょうゆ 　みりん 　砂糖 ▲南瓜 ▲ねぎ 　さば節

味噌汁 　酢 ▲玉ねぎ ▲ねぎ スープ 　さば節 　酒 　うす口しょうゆ ●薄揚げ ▲大根 味噌汁
▲ねぎ 　ごま油 ▲えのき ▲大根 ▲ニラ 　さば節 　酢 ●味噌 ●わかめ ▲ねぎ

▲しめじ ●味噌 ●薄揚げ ▲キャベツ わかめスープ 　油 　塩 　さば節 ●味噌 ▲南瓜

▲白菜 スープ 　さば節 ●味噌 ▲エリンギ ●わかめ 　さば節 ●麩

●味噌 ▲チンゲン菜 　さば節 　中華味 ▲コーン 味噌汁 味噌汁 ●味噌

　さば節 ▲もやし 　鶏がらスープ ▲ねぎ ▲ほうれん草 ▲小松菜 　さば節

▲コーン 　ごま ▲玉ねぎ ▲玉ねぎ

　中華味 　中華味 ▲えのき ●ソフト豆腐

　鶏がらスープ 　鶏がらスープ ●味噌 ●味噌

　うす口しょうゆ 　さば節 　さば節

オレンジ ゆかりおにぎり チーズ ぶどう 枝豆 バナナ

あられ ベビーせんべい かぼちゃボーロ ハイハイン 紫芋せんべい

オレンジ ゆかりおにぎり チーズ ぶどう 枝豆 バナナ

カリポテ ふがし ぽたぽた焼き アスパラガス あられ

オレンジ （食パン　しらす （南瓜　砂糖 ゆかりおにぎり チーズ ぶどう （みかん缶 枝豆 （さつま芋　牛乳 （米　きな粉 バナナ (スパゲティー　玉葱 （食パン
カリポテ 　マヨネーズ風） 　無塩バター 昆布 ふがし ぽたぽた焼き 　パイン缶　砂糖 アスパラガス 　無塩バター 　砂糖　塩） あられ 　コーン　ピーマン　油 　苺ジャム

オレンジ 　牛乳） ゆかりおにぎり チーズ ぶどう 　もも缶　寒天 枝豆 　砂糖） バナナ 　トマトピューレ　塩こしょう 　マーガリン）

カリポテ 昆布 ふがし ぽたぽた焼き 　りんごジュース） アスパラガス 源氏パイ 　ケチャップ　チキンコンソメ

　とんかつソース）

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 お茶 お茶 お茶 お茶

５５６Kcal ５２５Kcal ５７３Kcal ５８８Kcal ５６７Kcal ５１３Kcal ５４８Kcal ６２１Kcal ６２９Kcal ５５８Kcal ５６４Kcal ５７４Kcal ６０５Kcal

２３．２ｇ １８．８ｇ ２４．２ｇ ２６．１ｇ ３０．２ｇ １３．６ｇ １６．２ｇ ２９．６ｇ ２２．３ｇ ２１．９ｇ １９．６ｇ ２３．７ｇ ２２．４ｇ

１５．７ｇ １５．５ｇ １３．７ｇ １２．０ｇ １９．８ｇ １２．５ｇ １４．１ｇ ２２．２ｇ １８．４ｇ １１．０ｇ ７．６ｇ １４．５ｇ １２．５ｇ

７１．１ｇ ７５．５ｇ ８７．０ｇ ９０．０ｇ ５５．５ｇ ６９．３ｇ ８７．５ｇ ５９．３ｇ ９０．８ｇ ８９．１ｇ ７４．８ｇ ８３．４ｇ ９８．４ｇ

１．９ｇ ２．２ｇ １．６ｇ ２．８ｇ ２．２ｇ ２．１ｇ １．０ｇ ２．２ｇ １．５ｇ １．５ｇ ２．３ｇ ２．７ｇ ３．０ｇ

≪今月の旬の食材≫

栄
養
素

エネルギー

たんぱく質

脂質

炭水化物

食塩相当量

８月　給食だより　８月　給食だより　８月　給食だより　８月　給食だより　　※完了食は小さく刻み薄めています。

日　付

昼
　
　
　
　
　
　
　
食

お
や
つ

０歳

１歳

２歳

３―５歳

０－５歳

じゃこトースト
スイート

パンプキン
フルーツポンチ スイートポテト きな粉ご飯

イタリアン
スパゲティー

二色サンド


