
平成 24 年　 8 月　給食献立表 こでまり保育園
赤色 黄色

午前未満児のみ 午後 血や肉を作る食品 体温となる食品

1 麻婆豆腐丼 お魚ソーセージ バームクーヘン 豆腐 ごはん 人参 玉ねぎ 長ネギ ポークカレーライス
602Cal なすの中華煮 ゴーヤチップス ひき肉 バームクーヘン にんにく 生姜 なす 野菜サラダ

中華スープ 牛乳 牛乳 福神漬け
2 ごはん なすの味噌汁 いわしっこ すいか寒天 鮭 ごはん なす 玉ねぎ ピーマン ナポリタン

516Cal 鮭の甘酢あんかけ プリッツ 納豆 プリッツ 人参 干ししいたけ さつま芋サラダ
カップ納豆 麦茶 すいか コーンスープ

3 食パン 白菜スープ スキムミルク 磯風味ポテト ひき肉 パン 玉ねぎ 白菜 トマト 炊き込みごはん
594Cal メンチカツ バナナ じゃこ じゃが芋 きゅうり 青海苔 バナナ ハムサラダ

トマトサラダ 牛乳 牛乳 小麦粉 コンソメスープ
4 ごはん お浸し プチお菓子 パン 白身魚 ごはん 白菜 人参 わかめ

500Cal 魚の煮付け 味噌汁 牛乳 牛乳 パン 玉ねぎ きゅうり

6 吉田のうどん チーズ くるくるサンドイッチ お魚ソーセージ うどん キャベツ わかめ 青海苔 ごはん
478Cal お魚ソーセージの磯辺揚げ パイナップル スキムミルク パン きゅうり ミニトマト ジャム 豚肉の照り焼き風

浅漬けきゅうり　　ミニトマト スキムミルク 小麦粉 鉄火なす　　味噌汁
7 お楽しみ給食 スキムミルク ケーキ ひき肉 ごはん ほうれん草 人参 もやし ごはん　　　味噌汁

602Cal ビビンバ丼 すいか 牛乳 牛乳 ケーキ ごま わかめ 長ネギ 鯖の塩焼
わかめスープ ミルク寒天 うずらの卵 寒天 みかん缶 すいか かぼちゃの煮付け

8 チキンカレーライス お魚ソーセージ クッキー 鶏肉 じゃが芋 ロコモコ丼
606Cal コールスローサラダ 桃 ヤクルト ごはん 野菜スープ

フルーツポンチ ヤクルト クッキー 果物
9 ふりかけごはん お吸い物 いわしっこ チーズドック 鯖 ごはん 生姜 サヤエンドウ 　麩 冷やしうどん

618Cal 鯖の味噌煮 オレンジ チーズ 小麦粉 長ネギ 人参 しいたけ ウインナー炒め
煮物 スキムミルク スキムミルク じゃが芋 オレンジ 玉ねぎ 浅漬け

10 イギリスパン バナナ スキムミルク おにぎり ウインナー パン 玉ねぎ ズッキーニ 　なす チャーハン　中華サラダ
443Cal 夏野菜ポトフ 麦茶 ベーコン ごはん 人参 キャベツ きゅうり シュウマイ

ベーコンサラダ じゃが芋 バナナ ワカメスープ
11 ごはん コーンサラダ プチお菓子 パン ひき肉 ごはん コーン缶 きゅうり 玉ねぎ

500Cal フライ 味噌汁 牛乳 牛乳 パン キャベツ 人参

13 カレーライス デザート プチお菓子 ポッキンアイス
500Cal ポテトサラダ 麦茶

14 ごはん 野菜サラダ チーズ パン
500Cal ハンバーグ デザート 牛乳

15 サンドイッチ 野菜ジュース いわしっこ ビスケット
500Cal フライドポテト 牛乳

16 ごはん 卵焼き チーズ プリッツ　ゼリー
500Cal からあげ 野菜サラダ 牛乳

17 食パン 白菜スープ スキムミルク 磯風味ポテト ひき肉 パン 玉ねぎ 白菜 トマト 炊き込みごはん
594Cal メンチカツ バナナ じゃこ じゃが芋 きゅうり 青海苔 バナナ ハムサラダ

トマトサラダ 牛乳 牛乳 小麦粉 ゴーヤ コンソメスープ
18 ごはん お浸し プチお菓子 パン 白身魚 ごはん 白菜 人参 わかめ

500Cal 魚の煮付け 味噌汁 牛乳 牛乳 パン 玉ねぎ きゅうり

20 吉田のうどん チーズ くるくるサンドイッチ お魚ソーセージ うどん キャベツ わかめ 青海苔 ごはん
478Cal お魚ソーセージの磯辺揚げ パイナップル スキムミルク パン きゅうり ミニトマト ジャム 豚肉の照り焼き風

浅漬けきゅうり　　ミニトマト スキムミルク 小麦粉 鉄火なす　　味噌汁
21 ごはん なめこの味噌汁 スキムミルク ドーナツ 魚 小麦粉 ほうれん草 もやし 人参 ごはん

446Cal 魚の塩麹焼 野菜ジュース 豆腐 ごはん なめこ 長ネギ 麹 大根とツナの煮物
ほうれん草のおひたし 野菜ジュース 三色酢の物　味噌汁

22 チキンカレーライス お魚ソーセージ クッキー 鶏肉 じゃが芋 ロコモコ丼
606Cal コールスローサラダ 桃 ヤクルト ごはん 野菜スープ

フルーツポンチ ヤクルト クッキー 果物
23 ふりかけごはん お吸い物 いわしっこ チーズドック 鯖 ごはん 生姜 サヤエンドウ 　麩 冷やしうどん

618Cal 鯖の味噌煮 オレンジ チーズ 小麦粉 長ネギ 人参 しいたけ ウインナー炒め
煮物 スキムミルク スキムミルク じゃが芋 オレンジ 玉ねぎ 浅漬け

24 イギリスパン バナナ スキムミルク おにぎり ウインナー パン 玉ねぎ ズッキーニ 　なす チャーハン　中華サラダ
443Cal 夏野菜ポトフ 麦茶 ベーコン ごはん 人参 キャベツ きゅうり シュウマイ

ベーコンサラダ じゃが芋 バナナ ワカメスープ
25 ごはん コーンサラダ プチお菓子 パン ひき肉 ごはん コーン缶 きゅうり 玉ねぎ

500Cal フライ 味噌汁 牛乳 牛乳 パン キャベツ 人参

27 そうめん すいか チーズ 夏野菜ピザトースト 豚肉 パン ズッキーニ トマト 玉ねぎ 鮭丼
404Cal 豚なす味噌炒め スキムミルク ウインナー そうめん ピーマン コーン缶 きゅうり フレンチサラダ

夏野菜サラダ スキムミルク ぶどう オクラ もやしスープ
28 玄米パン 春雨スープ スキムミルク ポテトアイス ひき肉 玄米パン 玉ねぎ トマト缶 いんげん ごはん　　　味噌汁

506Cal ミートボールの夏野菜煮 麦茶 春雨 キャベツ きゅうり 人参 塩麹野菜炒め
レーズンサラダ じゃが芋 しいたけ 小松菜 レーズン 冷奴

29 麻婆豆腐丼 お魚ソーセージ バームクーヘン 豆腐 ごはん 人参 玉ねぎ 長ネギ ポークカレーライス
602Cal なすの中華煮 ゴーヤチップス ひき肉 バームクーヘン にんにく 生姜 なす 野菜サラダ

中華スープ 牛乳 牛乳 福神漬け
30 ごはん なすの味噌汁 いわしっこ すいか寒天 鮭 ごはん なす 玉ねぎ ピーマン ナポリタン

516Cal 鮭の中華あんかけ プリッツ 納豆 プリッツ 人参 干ししいたけ さつま芋サラダ
カップ納豆 麦茶 すいか コーンスープ

31 食パン 白菜スープ スキムミルク 磯風味ポテト ひき肉 パン 玉ねぎ 白菜 トマト 炊き込みごはん
594Cal メンチカツ バナナ じゃこ じゃが芋 きゅうり 青海苔 バナナ ハムサラダ

トマトサラダ 牛乳 牛乳 小麦粉 コンソメスープ
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☆印は新メニューです。   仕入れ等の都合により変更することがあります。　Cal、食材表示は昼食・おやつになります。
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給食だより 
８月のピックアップ食材 

・なす→水分が多く、食物繊維が豊富。 

・鯖→「青魚の王様」と言われる程、栄養価高い 

・す○か→水分が多く、夏バテ予防効果あり。 

夏といったら・・・？   
 ”なす”をお忘れなく！！ 
まさに今が旬のなす！味は蛋白ですが、食

感が苦手！という人もいるかもしれません

ね。 

しかし、なすはピックアップ食材にもあるよう

に水分が９０％と多く含まれていて、体の体

温を下げてくれる作用もあります。まさに夏

の見方です♡ 

油ととても相性が良いので、揚げ物、炒め物

と調理法はたくさんあります。保育園では豚

なす炒めや中華煮などにしてなすを楽しみ

たいと思います。 

皆、たくさん食べてくれるかな？？ 

7月の給食の様子 

この果物な～んだ？ 
 

ヒント 

シマシマ模様の丸い果物だよ。 

７月は七夕行事食

や土用の丑の日に

ひつまぶしを食べ

ました。 

じゃが芋ピカピカ

に洗って、おやつ

で食べました。 
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