
ひじきごはん　鶏肉のみそ焼き チョコ蒸しパン

しょうゆドレッシングサラダ

すまし汁　果物 牛乳

スパゲッティミートソース チキンピラフ

コールスローサラダ

コンソメスープ　果物 牛乳

ごはん　ビーンズコロッケ 焼きビーフン

いんげんのおかか和え

みそ汁　果物 牛乳

トースト　チーズとしらすのオムレツ ふりかけおにぎり

レモン和え 枝豆

夏野菜のカレースープ　果物 牛乳

麦ごはん　かつおと大根煮 手作りメロンパン

にんじんのきんぴら

みそ汁　果物 牛乳

冷麦　ごまごまバーグ ゆかりごはんおにぎり

キャベツの塩昆布和え

ヨーグルト 牛乳

ごはん　親子煮 ごまスティック

刻み昆布の煮物

すまし汁　果物 牛乳

冷やし中華　シュウマイ 鮭おにぎり

中華風きゅうり　果物

牛乳

麦ごはん　魚の香味焼き きなこ揚げパン

かぼちゃのそぼろ煮

みそ汁　果物 牛乳

コーンパン　煮込みハンバーグ ミルクわらびもち

フレンチサラダ　青菜スープ

果物 牛乳

キーマカレー　 もちもちチーズパン

トマトドレッシングサラダ

冬瓜スープ　牛乳 牛乳

ツナの炊き込みごはん ガーリックフランス

がんもどきの含め煮

すまし汁　果物 麦茶

ごはん　ゆで豚と蒸し野菜 ヨーグルト

ごま豆腐　みそ汁　果物 おせんべい

牛乳

トマトライス　鶏肉の唐揚げ フルーツゼリー

コーンスープ　果物

牛乳

食パンきなこクリーム添え ピザトースト

めかじきのトマトソース

フレンチサラダ　大根スープ　果物 牛乳

18.4g 2.4g油　砂糖　白玉粉 たまご　パルメザンチーズ にんじん　ピーマン　トマト

牛乳 キャベツ　もやし　冬瓜　ねぎ

12 26 金

カルシウムせんべい 米　バター　小麦粉 豚肉　鶏肉　牛乳 玉ねぎ　マッシュルーム

558kcal 20.4g

18.3g 2.4gめかじき　ベーコン　納豆　のり きゅうり　にんじん　だいこん

牛乳

30 火

玉ねぎ　マッシュルーム

599kcal 19.5g 21.5g 2.5gマヨネーズ　砂糖 グリンピース　しょうが

牛乳

芋チップ 米　油　小麦粉 ウインナー　鶏肉　牛乳

✿お誕生会は、8月30日（火）になります。

✿季節の食材を取り入れています。今月は、なし・すいか・ぶどう・プラムなどです。

✿献立（食材）は、保育園の行事・その他の都合により変更になることがありますので、ご了承下さい。

532kcal 22.0g31 水

リッツ 食パン　砂糖　油　米 牛乳　きな粉　生クリーム 玉ねぎ　パセリ　キャベツ

キャベツ　ミニトマト

13 27 土

506kcal 19.5g 14.7g

えのき　さやいんげん　ねぎ

504kcal 17.0g 10.4g

1.7gおふ　おせんべい ヨーグルト ブロッコリー　こまつな

牛乳

29 月

ビスケット 米　砂糖　ごま　 豚肉　みそ　豆乳 キャベツ　にんじん

2.6gバター　おふ ツナ　わかめ にんにく　パセリ

牛乳

カルシウムせんべい 米　砂糖　フランスパン 牛乳　がんもどき

10 24 水

535kcal 20.8g 22.1g 2.6g砂糖　かたくり粉 ベーコン　きな粉 きゅうり　にんじん　こまつな

牛乳

25 木

サラダせんべい パン　油　パン粉 豚肉　たまご　牛乳 とうもろこし　玉ねぎ　キャベツ

ぶなしめじ

しょうが　ねぎ　かぼちゃ

526kcal 22.6g 13.0g 2.3g油　かたくり粉 なす

牛乳

ビスケット 米　押麦　砂糖　コッペパン 鶏肉　みそ　牛乳　きな粉

8 22 月

586kcal 23.1g 17.7g 3.5g小麦粉　シュウマイの皮 豚肉　牛乳　鮭　のり しいたけ　しょうが　グリンピース

牛乳 米　ごま

9 23 火

リッツ 中華めん　油　砂糖 ハム　わかめ　かつお節 きゅうり　ミニトマト　玉ねぎ

玉ねぎ　グリンピース

585kcal 22.9g 22.6g 2.6gごま　バター　 大豆　さつま揚げ　牛乳 にんじん　れんこん　こまつな

牛乳

芋チップ 米　砂糖　油　小麦粉 鶏肉　たまご　こんぶ

458kcal 16.0g 8.2g 2.1g砂糖　米　ごま 豆腐　ひじき　ヨーグルト にんじん

牛乳

6 20 土

ビスケット ひやむぎ　かたくりこ 牛乳　かつお節　こんぶ ねぎ　枝豆　キャベツ

5 19 金

だいこん　ねぎ　にんじん

653kcal 23.6g 17.7g 2.4gごま油　小麦粉　バター 牛乳　たまご スイカ　しょうが

牛乳

カルシウムせんべい 米　押麦　砂糖　白ごま 豆腐　わかめ　みそ

593kcal 26.3g 24.7g 2.7g米　白ごま 鶏肉　かつお節 レモン　かぼちゃ　なす　

牛乳

4 18 木

サラダせんべい 食パン　バター　砂糖 たまご　チーズ　牛乳 キャベツ　きゅうり　にんじん

玉ねぎ　トマト　枝豆

20.1g 14.8g 2.4g小麦粉　パン粉　ビーフン 牛乳　あおのり　かつお節 こまつな　キャベツ　にんじん

牛乳 干ししいたけ　オレンジ

3 17 水

ビスケット 米　じゃがいも　サラダ油 大豆　豚肉　豆腐　みそ 玉ねぎ　さやいんげん

572kcal

18.1g 2.5g小麦粉　マヨネーズ ウインナー　鶏肉 きゅうり　とうもろこし

牛乳 米　バター にんじん　ピーマン

2 16 火

リッツ スパゲッティ　サラダ油 豚ひき肉　粉チーズ　牛乳 玉ねぎ　パセリ　キャベツ

589ｋcal 23.5g

592ｋｃａｌ 24.9g 17.9g 2.5gバター　こんにゃく みそ　はんぺん　牛乳 キャベツ　こまつな　レモン

牛乳 たまご　 葉ねぎ

1 15 月

芋チップ 米　ごま油　砂糖　 鶏肉　ひじき　油揚げ

きいろ あか みどり　

にんじん　ごぼう　しょうが

四つ木なかよし保育園

日にち 曜日 午前おやつ 昼　        食 午後おやつ 塩分

熱や力になるもの 血や肉の骨になるもの 里肉

摂取量 たんぱく質 脂質


