
区分 08/01(水) 08/02(木) 08/03(金) 08/04(土)
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

☆冷たいものばかりを食べたり ｶﾙｼｳﾑｳｴﾊｰｽ ﾎﾞｰﾛ 卵ﾎﾞｰﾛ ｴﾋﾞｾﾝﾍﾞｲ
夏バテしやすく なります。 ごはん ごはん ロールパン
栄養バランスの ととのった食事 だし巻き卵 和風きのこパスタ つくね串
をしましょう。 クリームシチュー チーズちくわ ギョウザスープ

春雨サラダ トマトみそスープ 元気サラダ牛乳

ジョア 牛乳 ヨーグルト
海苔ｾﾝﾍﾞｲ あられ ﾎｰﾑﾊﾟｲ

合計 ☆献立は都合により 変更の場合もあります 802kcal た:28.5g 脂:34.8g 塩:1.6g 897kcal た:34.1g 脂:29.6g 塩:3g 999kcal た:43.3g 脂:39.2g 塩:3.3g 125kcal た:4.3g 脂:4.8g 塩:0.1g

区分 08/06(月) 08/07(火) 08/08(水) 08/09(木) 08/10(金) 08/11(土)
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ｳｴﾊｰｽ 野菜ｾﾝﾍﾞｲ ｶﾙｼｳﾑｳｴﾊｰｽ ﾎﾞｰﾛ 卵ﾎﾞｰﾛ
ごはん ごはん ごはん ごはん トースト（ジャム）

親子どん トマトカレー 鶏のごま照り焼き にゅうめん メンチカツ 山の日
三食きんぴら 豚しゃぶ ほうれん草の海苔和え 春巻き かみかみサラダ （お休み）
ふのり汁 ミニゼリー つみれ汁 ひじきの煮つけ 肉団子スープ

大根スープ 牛乳
手作りﾌﾟﾘﾝ 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト
☆保育所クッキング ｸｯｷｰ 海苔ｾﾝﾍﾞｲ あられ ﾎｰﾑﾊﾟｲ

合計 872kcal た:30.9g 脂:29.9g 塩:2.7g 664kcal た:28.1g 脂:21.6g 塩:3.9g 716kcal た:28g 脂:26.1g 塩:4.9g 851kcal た:28.1g 脂:20.1g 塩:4.3g 914kcal た:43.3g 脂:38.5g 塩:3.2g 125kcal た:4.3g 脂:4.8g 塩:0.1g

区分 08/13(月) 08/14(火) 08/15(水) 08/16(木) 08/17(金) 08/18(土)
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ｳｴﾊｰｽ 野菜ｾﾝﾍﾞｲ ｶﾙｼｳﾑｳｴﾊｰｽ ﾎﾞｰﾛ 卵ﾎﾞｰﾛ 海苔ｾﾝﾍﾞｲ
ごはん ごはん ごはん ごはん コッペパン
豚肉の甘辛煮 そぼろ丼 チーズはんぺん 冷麺 マカロニクリーム煮

人参しりしり ツナ和え コロコロサラダ コーンフライ 鶏だんご
しめじスープ きのこ汁 豚汁 にらスープ 麩のスープ牛乳

ﾌﾙｰﾁｴ 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト
☆保育所クッキング ｸｯｷｰ 海苔ｾﾝﾍﾞｲ あられ ﾎｰﾑﾊﾟｲ

合計 815kcal た:36.5g 脂:28.8g 塩:3.1g 803kcal た:24.9g 脂:31.7g 塩:2.2g 756kcal た:27.6g 脂:33.5g 塩:2g 1068kcal た:35g 脂:35.6g 塩:2.9g 782kcal た:37.1g 脂:36.2g 塩:3g 125kcal た:4.3g 脂:4.8g 塩:0.1g

区分 08/20(月) 08/21(火) 08/22(水) 08/23(木) 08/24(金) 08/25(土)
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ｳｴﾊｰｽ 野菜ｾﾝﾍﾞｲ ｶﾙｼｳﾑｳｴﾊｰｽ ﾎﾞｰﾛ 卵ﾎﾞｰﾛ クラッカー
ごはん ごはん ごはん ごはん ホットドッグ
和風オムレツ すき焼き風煮 筑前煮 シューマイ ポークビーンズ
ジューマンポテト きゅうりの昆布和え マカロニサラダ 月見うどん 棒々鶏
みそ汁 かぶのみそ汁 かき玉汁 なめ茸和え 牛乳

☆全員給食会 トマト
牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト
ｺｺｱ蒸しﾊﾟﾝ ｸｯｷｰ 海苔ｾﾝﾍﾞｲ あられ ﾎｰﾑﾊﾟｲ

合計 797kcal た:27.4g 脂:29.8g 塩:1.2g 731kcal た:36.1g 脂:26.5g 塩:1.7g 943kcal た:35.7g 脂:41.2g 塩:5.3g 905kcal た:28.2g 脂:25g 塩:2.2g 967kcal た:46.7g 脂:38.4g 塩:3g 125kcal た:4.3g 脂:4.8g 塩:0.1g

区分 08/27(月) 08/28(火) 08/29(水) 08/30(木) 08/31(金)
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ８月３１日は

ｳｴﾊｰｽ 野菜ｾﾝﾍﾞｲ ｶﾙｼｳﾑｳｴﾊｰｽ ﾎﾞｰﾛ 卵ﾎﾞｰﾛ やさいの日です！

ごはん ごはん ごはん ごはん トースト（チーズ）

夏野菜スープカレー 肉じゃが がんもの含め煮 サラダめん ハムカツ
ウインナー コーンソテー きゃべつの卵とじ かぼちゃフライ クラムチャウダー

ワンタンスープ みそ汁 団子汁 にらスープ 牛乳
ﾌﾙｰﾂｾﾞﾘｰ 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト
ｳｴﾊｰｽ ｸｯｷｰ 海苔ｾﾝﾍﾞｲ あられ ﾎｰﾑﾊﾟｲ

合計 807kcal た:27.3g 脂:30.4g 塩:2.2g 722kcal た:27.1g 脂:25.6g 塩:2.9g 654kcal た:24.7g 脂:24.1g 塩:2.7g
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8月献立表 知内町立湯ノ里保育所２０１８
た:たんぱく質　脂:脂質　塩:食塩相当量
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