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ミルク　黒糖チンスコウ

3 4 5 6 7 8

ミルク　ツナマヨおにぎり ミルク　フルーツサンド ミルク　お好み焼き 麦茶　　納豆みそおにぎり ミルク　黒糖入り味噌蒸しパン ミルク　菓子パン

10 11 12 13 14 15

ミルク　きな粉ラスク ミルク　山海節おにぎり アイスクリーム　クラッカー ミルク　昆布おにぎり ミルク　菓子パン

17 18 19 20 21 22

ミルク　鮭おにぎり ミルク　ハワイアンクラフティー ミルク　塩昆布おにぎり ミルク　プリッツ ミルク　お誕生ケーキ(ヨーグルト） ミルク　菓子パン

24 25 26 27 28 29

ミルク　大学芋 ミルク　米粉バナナマフィン 麦茶　塩おにぎり 豆乳プリン　クラッカー カルピス　もちもちチーズパン ミルク　菓子パン

【赤】血や肉・骨となる

【黄】熱や力となる 卵 ※材料、その他の都合により、献立を変更することがあります。
【緑】体の調子を整える

かやくご飯
鯖のカレー焼き
春雨とトマトのサラダ
玉葱のすまし汁
スイカ

【赤】鶏・ひき肉,鯖切り身,ハム,保育ミルク,粉チーズ,普通牛
乳
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,調合油,三温糖,薄力粉,
片栗粉,春雨（緑）,ごま油,バター,砂糖
【緑】ごぼう・根-生,人参,干し椎茸,葉ねぎ,きゅうり,トマト,玉ね
ぎ,カットわかめ,すいか,パイン缶

【赤】鯖切り身,刻み昆布,豚肩ﾛｰｽ,ミルク,卵,おお好み焼き
粉,豚肉,,お好みソース,あおのり
【黄】米(はいが精米・水稲),きび,強化米,油,三温糖,ごま油,こ
んにゃく,ながいも,焼油
【緑】しょうが,にんじん,根深ねぎ,さやいんげん,切り干し大根,
干椎茸,ほうれんそう・葉-冷凍,玉ねぎ,りんご,キャベツ

冷やし中華
鶏の利休焼き
ブロッコリー
オレンジ

【赤】焼き豚,錦糸卵,鶏・もも,ミルク,塩昆布おにぎり,焼きのり
【黄】中華めん-生,ごま油,グラニュー糖,米,強化米
【緑】きゅうり,ﾄﾏﾄ,根深ねぎ,生姜汁,ブロッコリー,大根,コーン
缶,オレンジ

【赤】しらす,鶏もも,ミルク,豆乳
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,三温糖,調合油,じゃがい
も,薄力粉(１等),バター
【緑】梅漬-塩漬,根深ねぎ,キャベツ,きゅうり,人参,コーン缶,り
んご,玉ねぎ,さやいんげん,すいか

【赤】小豆(缶詰)汁も使用,合いひき肉,プロセスチーズ,卵,ミ
ルク,普通牛乳,生クリーム,ヨーグルト(全脂無糖)
【黄】もち米,はいが精米・,強化米,黒ごま,パン粉,サラダスパ
ゲッティ－,オリーブ油,片栗粉,粉ホットケーキ,グラニュー糖,
バター
【緑】玉ねぎ,ミックスベジタブル,ブロッコリー,玉ねぎ,青ピー
マン,ﾄﾏﾄ缶ﾎｰﾙ,コーン缶クリーム,南瓜,人参,メロン

【赤】鶏・ひき肉,卵,まぐろ油漬缶,焼き竹輪,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),グラニュー糖,調合油,三
温糖,菓子パン
【緑】小松菜,きゅうり,白菜,フルーツ

ドライカレー
短冊サラダ
わかめと豆腐のすまし汁
スイカ

麦ご飯
白身魚のトマトソース
ゴーヤチャンプルー
もずくと南瓜のみそ汁
ｵﾚﾝｼﾞ

きびご飯
鉄火みそ
豆腐のカレー風煮
切干大根のみそ汁
バナナ

お 弁 当 会

三色丼
きゅうりスティック
白菜と竹輪のすまし汁
フルーツ

【赤】大豆・水煮,豚挽肉,カットわかめ,絹ごし豆腐,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,はちみつ,油,ごま油,三温
糖,さつま芋,黒ごま
【緑】玉ねぎ,人参,マッシュルーム・水煮缶詰,ﾄﾏﾄ缶ﾎｰﾙ,青
ピーマン（茹でて最後に加える）,大根,きゅうり,オクラ,ねぎ,す
いか

【赤】赤魚,豚・肩ロース,沖縄豆腐,もずく,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),麦,強化米,片栗粉,油,砂糖,炒め
油,米粉,三温糖
【緑】干椎茸,玉ねぎ,グリーンピース-冷凍,サラダ菜,にがうり,
人参,南瓜,ｵﾚﾝｼﾞ,完熟バナナ,レモン・果汁

【赤】鶏・ひき肉,しらす,沖縄豆腐,豚・こま切れ肉,油揚げ・油
抜き-ゆで,豆乳,粉寒天
【黄】米(はいが精米・水稲),きび,強化米,調合油,ごま-いり,ご
ま油,三温糖,片栗粉,グラニュー糖,クラッカー
【緑】人参,にら,白菜,青梗菜,玉ねぎ,切り干し大根,バナナ,ブ
ルーベリー・ジャム

【赤】ミルク,粉チーズ,カルピス
【黄】白玉粉,ホットケーキ粉
【緑】ジャム

【赤】豚・ひき肉,沖縄豆腐,保育ミルク
【黄】米,強化米,揚げ油,炒め油,三温糖,片栗粉,ごま
油,菓子パン
【緑】なす,根深ねぎ,生しいたけ,しめじ,トマト,にんにく
(みじん）,しょうが(みじん）,オクラ,サラダ菜,鶏がら,黄
もも缶

【赤】牛・ﾛｰｽ薄切り,保育ミルク,焼きのり
【黄】ロールパン,じゃが芋,油,ビーフシチュウルゥ,三温糖,米
(はいが精米・水稲),強化米
【緑】玉ねぎ,人参,マッシュルーム缶,ブロッコリー,白菜,きゅう
り,みかん缶,りんご

【赤】豚肩ﾛｰｽ,チキアギ,卵,ベーコン,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,油,三温糖,ごま
油,菓子パン
【緑】キャベツ,にんじん,青ピーマン,もやし,きゅうり,
カットわかめ,生椎茸,フルーツ

ビビンバ
さつま芋オレンジ煮
豆腐のスープ
バナナ

きびご飯
鯖の和風マリネ
切干大根イリチー
ほうれん草と玉ねぎのみそ汁
りんご

ロールパン
ビーフシチュウ
白菜とみかんのサラダ
ミルク
りんご

梅わかめご飯
鶏肉のねぎみそ焼き
コールスローサラダ
和風ポテトスープ
スイカ

お赤飯
ミートローフ
ブロッコリー
スパゲティトマト
ころころスープ
メロン

スタミナ丼
サラダ菜ｽｰﾌﾟ
黄もも缶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山の日 【赤】豚・細切れ肉,卵,わかめ,ミルク,きな粉
【黄】米(はいが精米・水稲),麦,強化米,片栗粉,三温糖,すりご
ま,調合油,小麦粉,油,食パン,砂糖,バター
【緑】玉ねぎ,コーン缶,人参,青ピーマン,しょうが汁,ブロッコ
リー冷凍,南瓜,りんご

【赤】豚・肩ロース,青のり,ひじき,焼き竹輪,ゆし豆腐,アーサ,ミ
ルク,しらす干し,焼きのり
【黄】蒸し中華めん,調合油,油,三温糖,米,強化米
【緑】玉ねぎ,人参,キャベツ,もやし,さやいんげん,きゅうり,ｺｰﾝ
缶,ｵﾚﾝｼﾞ,梅干し

【赤】鶏・もも,まぐろツナ缶詰,わかめ,ミルク
【黄】胚芽米,きび,強化米,車ふ,油,ごま油,三温糖,じゃがいも,
クラッカー,、アイスクリーム
【緑】玉ねぎ（おろす）,キャベツ,玉ねぎ,人参,もやし,ほうれん
そう,バナナ

【赤】わかさぎ,卵,豚肩ﾛｰｽ,豆腐,ミルク,昆布佃煮,焼きのり
【黄】米(はいが精米・水稲),麦,強化米,小麦粉,クラッカー,ご
ま,揚げ油,油,片栗粉
【緑】ﾄﾏﾄ,へちま,人参,えのき,コーン缶クリーム,玉ねぎ,パイン
缶

【赤】牛・ひき肉,沖縄豆腐,カットわかめ,ベーコン,ミルク,塩鮭,
焼きのり
【黄】米,強化米,三温糖,ごま油,さつま芋
【緑】ほうれんそう,人参,もやし,キャベツ,オレンジ

麦ご飯
豚肉の甘酢炒め
ブロッコリー天ぷら
わかめのみそ汁
りんご

焼きそば
コーン・竹輪ひじきサラダ
アーサ入りゆし豆腐汁
オレンジ

きびご飯
チキンチャップ
麩イリチー
ナムル
じゃが芋のみそ汁
バナナ

麦ご飯
わかさぎのゴマ揚げ
トマト
ナーベーラーンブシー
コーンスープ
パイン缶

沖縄ちゃんぽん
きゅうりの中華風
わかめスープ
フルーツ

【赤】ちりめんじゃこ,削り節,ポークランチョンミート（米
国）,カステラかまぼこ,沖縄豆腐,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,調合油,ごま油,い
りごま,切りこんにゃく,菓子パン
【緑】玉ねぎ,人参,たけのこ水煮,梅干し,きゅうり,小松
菜,フルーツ

麦ご飯
八宝菜
レバーフライ
わかめのみそ汁
ｵﾚﾝｼﾞ

ご飯
ハンバーグ
ブロッコリーサラダ
大豆と野菜のスープ
ｵﾚﾝｼﾞ

沖縄そば
ゴーヤーの白和え
オレンジ

きびご飯
鶏肉と根菜の旨煮
マカロニとチーズのサラダ
もずくのみそ汁
スイカ

和風チャーハン
きゅうりの即席つけ
ウチナーみそ汁
フルーツ

【赤】豚もも,豚レバー,カットわかめ,焼き竹輪,ミルク,まぐろ缶,
焼きのり
【黄】米(はいが精米・水稲),麦,強化米,片栗粉,油,三温糖,ご
ま油,小麦粉,パン粉,米
【緑】白菜,人参,ブロッコリー生,筍水煮,干椎茸,にんにく(おろ
し）,コーンクリーム缶,ｵﾚﾝｼﾞ

【赤】ホイップクリーム,豚・ひき肉,脱脂乳,卵,沖縄豆腐,ベーコ
ン,大豆・水煮,ツナ,焼きのり
【黄】米,強化米,ロールパン,パン粉,じゃが芋,オリーブ油,米,
強化米,三温糖
【緑】みかん(缶詰),もも缶黄色,パインアップル(缶詰),玉ねぎ,
ミニトマト,人参,キャベツ,ｵﾚﾝｼﾞ,にんにく

【赤】豚三枚肉,かまぼこ,ツナ缶,豆腐,納豆
【黄】米(はいが精米・水稲),きび,強化米,調合油,こんにゃく,
三温糖,マカロニ,マヨドレ,油
【緑】人参,にがうり,りんご,きゅうり,ねぎ,すいか

【赤】鶏・もも,プロセスチーズ,もずく,えのきたけ,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),きび,強化米,調合油,じゃがいも,
こんにゃく,三温糖,マカロニ,マヨドレ,砂糖,薄力粉,黒砂糖,油
【緑】人参,ごぼう・根-生,大根,さやいんげん,りんご,きゅうり,
すいか

土

ウンケーｼﾞｭｳｼｰ
トマト入りオムレツ
アーサのすまし汁
りんご

大 掃 除

金

【赤】だし昆布（細かく切る）,豚・ばら,かまぼこ,卵,絹ごし豆腐,
アーサ,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,炒め油,小麦粉,グラ
ニュー糖,黒砂糖,ラード
【緑】にんじん*,乾ししいたけ*,ねぎ,玉ねぎ,青ピーマン,トマト,
りんご

８月幼児食予定献立表

月 火 水 木

献立作成者

栄養士 上原りつ子

鉄分は血液を作るうえで必要となり、成長期には欠かせない栄養素です。

鉄分が不足すると「疲れやすい」「息切れする」などの症状が現れます。鉄

分は「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」に分類できます。体内で吸収されにくい非ヘム

鉄は、ビタミンCといっしょに摂取すると吸収力がアップします。ヘム鉄と非

ヘム鉄とをバランスよく摂取するようにしましょう。


