
下り」じヰ0.F.I鵬上衣
日 曜 昼食 朝のおやつ 3時のおやつ

1 
15 土 きのこスパゲティ 牛乳 牛乳

オレンジ チーズ クッキー
29 

3 麦ごはん 牛乳
スキムミルク

月 豚肉となすの炒め物 とう も ろこし24 
じゃがいも のみそ汁 キウイ クッキー

麦ごはん
4 

火 肉豆腐 牛乳 飲むヨーグルト
18 小松菜としらすのごま和え ぶどう ホットケーキ

清汁

5水 焼きそば 牛乳 スキムミルク
ゼリー ウエハース ドーナツ

麦ごはん スキムミルク
19 水 八宝菜 牛乳 フライドポテトウエハース清汁 オレンジ

パン スキムミルク6 
木 牛肉と大豆のメキシコ風 牛乳 かぽちゃ羹20 黄桃缶コーンと冬瓜のミルクスープ 以上児バナナ

キャロットごはん
7金 わかめスープ 牛乳 アイスクリ ーム

27 木 魚の香味 焼き バナナ ウエハース
1-'7タトゥユ

8 海鮮塩焼きそば 牛乳 牛乳
22 土

飲むヨーグルト オレンジ クラッカー

1 1 パン
牛乳

スキムミルク
火 かぽちゃ とえびのグラタン 黒砂糖入り25 コンソメスープ せんべい くず餅

12 麦ごはん
牛乳 スキムミルク水 酢鶏26 も ずくスープ バナナ ジャムサンド

麦ごはん スキムミルク
28 金 みそ汁 牛乳 かりん とう高野豆腐のそぽろ煮 ぶどう

ひじきのサラダ なし

麦ごはん スキムミルク17 
月 魚のカレー竜田揚げ 牛乳 ココアゼリー

31 サラダ菜 チーズ
バナナかぽちゃの豆到みそスープ

13 木 おにぎり 牛乳 豆乳
肉団子スープ せんぺい ホットケーキ

14 金 麻婆豆腐丼 牛乳 豆乳
わかめスープ ウエハース 蒸しケーキ
五目ごはん

21 金 魚のカレー天ぷら 牛乳 ぶどう ジュース
シーフードサラダ せんべい フレンチトースト
清汁メロン

赤：おもに血や肉になる 黄おもに熱や力となる

牛乳まぐろ油 漬（缶） ス／＼
・

ゲティ植物油クッキー
ベーコンコン‘ルチ ース

・

牛乳豚肉 油揚げ 精白米麦植物 油

煮干しだし 米みそ 砂糖（三温糖）じゃがいも
麦みそ脱脂粉乳 クッキー

牛乳牛肉厚揚げ 精白米麦しらす干しドリンク3ーグルト 砂糖（三温糖）植物 油鶏卵脱脂粉乳塩わかめ すりごま 小麦粉I＼
・
ターかつお毘布だし

牛乳豚肉脱脂粉乳 中華麺植物 油 セ
・

リー
ウエ／1-ス小麦粉砂糖

牛乳豚肉 いか 精白米麦
中華

植

ス
物

ープ
油

の
ご
素
ま油

木緯豆腐塩わかめ 片栗粉
じゃがいも揚げ油かつお昆布だし脱脂粉乳Iウエ9＼ース

牛乳牛肉 だいずベーコン
鳥がらだし脱脂粉乳

ハ
゜
ンオリ ープ 油

砂糖（三温糖）豆乳寒天

牛乳しらす干し
塩わかめ鳥がらだし 精白米麦砂糖（三温糖）

白身魚 鶏肉 コンソメ ごま油植物 油 りエ ハース
アイスクりー ム
牛乳えびいか 豚肉
鶏がらだしの素 中華めん 植物油クラッカー

ドリンクヨーグルト

牛乳えび鶏肉脱脂粉乳 せんぺい/\.ンマーガリン
コンソメ粉 チ ー ズ鳥がらだし 小麦粉/\゜ン粉 くず粉
きな粉 黒砂糖 砂糖（三温糖）

牛乳鶏肉 鶏卵 も ずく 精白米麦片栗粉
かつお昆布だし 揚げ油植物 油 イチ コ

・
ジャム

脱脂粉乳 砂糖（三温糖）食I\ッ
I牛乳煮干しだし麦みそ 精白米麦ごま油

高野豆腐豚ひき肉 砂糖（三温糖）片栗粉
ロ ースハム ひじき脱脂粉乳 じゃがいも マ ヨネーズ

1米みそ かりん とう

牛乳フ
゜
0セスチ ー ズ白身魚

煮干しだし 豆乳米みそ 精白米麦片栗粉

脱脂粉乳寒天 揚げ油植物 油

牛乳鶏ひき肉 精白米片栗粉
豆乳 せんべい ホットケーキ

牛乳豚ひき肉 精白米片栗粉
木緯豆腐豆乳塩わかめ ウエI\ースごま油 蒸しケーキ

鶏肉 油揚げ白身魚 精白米魅小麦粉
塩わかめ いりこだし いか 砂糖 （三温糖）オリープオ イル
えび鶏卵I＼

・
ター 食I\う

緑：おもに調子をととのえる
たまねぎ

にんじん しめじ
トマト， ホール ， カット（缶）
生しいたけI＼

・
セ リオレンシ

・

キウイ フル ーツなす たまねぎ
ピーマン赤ピーマンしょうが
にんじん スイ ートコ ーン

ぶどう
たまねぎ青ねぎ こまつな
も やしにんじん えのきたけ

にんじん たまねぎ生姜
キャベツ青ねぎ かまぽこ

ぷどう キャヘッたまねぎ
にん じん さやいんげん
たけのこ乾しいたけ しょうが
えのきたけ オ クうオレンジ

Iもも（缶）たまねぎにんじん
ピーマンにんにくトマトケチャップ
/\・プリカ］ーンクリー ム（缶）／1

か
・セ
ぽ

リ
ちゃコ ーンホール（缶）とうがん

/＼
・
ナナにんじん しそ葉

青ねぎ しょうがにんにく
なすトマト たまねぎピーマン

オレンジ も やしにらにんじん

かぽちゃ たまねぎI＼
゜
セリ

チンゲンサイ コ ーン．ホール（缶）
にんじん

/＼
・
ナナ しょうが たまねぎ

にんじん ピーマントマトケチャップ
えのきたけ青ねぎ
ぶどう キャヘッたまねぎ

青ねぎにんじん 乾しいたけ
さやいんげん しょうが
しいたけだしレモンなし

しょうが サうダな かぽちゃ
たまねぎにんじん
しめじI＼

・
セリ I＼

・
ナナ

にんじん たまねぎ わかめ
生しいたけ キャベツ青ねぎ

にんにく生姜人参青ねぎ
塩わかめ

えのきにんじん ごぽう みつば
きゅう りトマトメロン

0食事で夏バテ予防．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

梅雨が明け、いよいよ夏本番です。
暑い日が統くと、どう しても 食欲が落ちやすくなりますが、冷た
い薙のみで済ませたり、食事を抜いたりすると、栄養が偏り、
夏 バテや熱中症の原因になります。1日3回の食事をバランス
よく食ぺるとともに、こまめな水分補給を心がけ、暑さに負けず
元気に過ごせるようにしましょう女

冒

冒

の；納：

誓� +這Q) = �＾ ＾ 翌
●夏野菜を食べよう！ ！
トマトやキュウリなど旬の夏 野菜には、夏に必要な水分とビタミ
ンなどの栄養 素がたっぷり含まれています。
暑さで弱る胃を刺激し消化を助け、血管を強め、のぽせを冷や
す働きを持っています。

畠竺）”
●冷たいもののとりすぎに気をつけましょう！ ！
アイスやジュースなど冷たいも のを取りすぎると、胃腸をこわし
たり、食欲がなくなってしまう ことがあるので、注意しましょう 。

●風味をプラスしよう！ ！
｀゜、

チャーハン、サラダ、スープ、天ぷらの衣に＋カレー粉！
冷しゃぷ、冷奴、サラダに＋梅肉、ごま、レモン、みそ＇
炒め物に＋豆板醤でピリ辛風味に！ ！
食欲が出てくれば、体力は自然に回復してきます！ ！
肉、魚、牛乳、乳製品、野菜、果物 など様々な
食品をバランスよく食べるように心がけましょう ！ 賃〗誓

彗
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！ 夏祭り 5日 ： 
I 

I '

： 誕生会 21日 ： 
I、 :
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