
区分 07/01(月) 07/02(火) 07/03(水) 07/04(木) 07/05(金) 07/06(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん・ふりかけ トースト（ジャム） ごはん ホットドッグ ミニ
塩肉じゃが にら玉あんかけ ミートボール グラタン風煮 あんかけ焼きそば うんどう会
切干大根の煮物 春雨サラダ チンゲン菜の和え物 ほうれん草サラダ 星のコロッケ
かき玉汁 みそ汁 かに風スープ はんぺん汁 コンソメスープ

ゼリー、牛乳 牛乳
カルシウムせんべい クッキー 磯せんべい ポテトチーズ焼き 七夕デザート
フルーツポンチ 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 610kcal た:16.5g 塩:1.3g 739kcal た:26.1g 塩:1.7g 720kcal た:29.4g 塩:2.2g 822kcal た:31.6g 塩:2g 784kcal た:30.5g 塩:2.1g 0kcal た:0g 塩:0g

区分 07/08(月) 07/09(火) 07/10(水) 07/11(木) 07/12(金) 07/13(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ 野菜せんべい
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん・ふりかけ さくらパン ごはん バターパン
花ごはん 鶏肉のごま味噌焼き 冷麺 おろしハンバーグ 豚肉と野菜のハヤシ

かみかみサラダ 元気サラダ わかめスープ 高野豆腐の射込み煮 コロコロサラダ
いろどり汁 豆腐のみそ汁 くだもの 麩のみそ汁 くだもの

牛乳 牛乳
手作りプリン クッキー ビスコ えびせんべい ホームパイ
カルシウムせんべい 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 669kcal た:30.3g 塩:1.6g 650kcal た:26.5g 塩:1.4g 613kcal た:22.9g 塩:2g 787kcal た:33.3g 塩:1.6g 792kcal た:27g 塩:2.1g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 07/15(月) 07/16(火) 07/17(水) 07/18(木) 07/19(金) 07/20(土)
野菜せんべい カルシウムウエハース 卵ボーロ カルシウムボーロ ポッキー
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん 黒糖パン ごはん ロールパン

海の日 チキンカレー ナポリタン ポテトチーズ焼き チキンカツ
お休み フルーツゼリー コーンスープ チキンソテー（きのこソース） ミートボールスープ

福神漬け 牛乳 ワンタンスープ ミニトマト
コンソメスープ くだもの 牛乳
クッキー のりせんべい あられ ポップコーン
牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 0kcal た:0g 塩:0g 682kcal た:23.3g 塩:1.8g 894kcal た:29.3g 塩:2.4g 988kcal た:32.1g 塩:2.6g 965kcal た:39.1g 塩:2.3g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 07/22(月) 07/23(火) 07/24(水) 07/25(木) 07/26(金) 07/27(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ えびせん
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん・ふりかけ ぶどうパン ごはん サンドイッチ
焼き鳥どん しゅうまい 白身魚のピカタ 竹輪のかき揚げ クラムチャウダー
小松菜の土佐酢和え 八宝菜 フライドポテト 小松菜のごま和え チキンレモンハーブ

金時煮豆 すまし汁 きのこスープ にゅうめん 牛乳
豚汁 牛乳
蒸しパン フルーチエ ビスコ 果汁グミ ホームパイ
牛乳 おかし ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 710kcal た:30.7g 塩:1.3g 690kcal た:22.4g 塩:1.3g 645kcal た:31.3g 塩:1.2g 832kcal た:23.9g 塩:2.3g 828kcal た:45.1g 塩:2.9g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 07/29(月) 07/30(火) 07/31(水)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース こまめに 水分補給を しましょう！
牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん・ふりかけ クロワッサン
親子丼 クリームシチュー 麻婆春雨 のどが渇く前に 少しずつ ふだんの水分
キャベツとツナのカレーソテー ほうれん草とコーンサラダ きゅうりともやしのごま酢和え 飲む こまめに飲む 補給は水かお茶

豆腐のみそ汁 だし巻き玉子 水ぎょうざスープ
ゼリー 牛乳

おかし クッキー のりせんべい
牛乳 牛乳 ジョア ○献立は都合に より、変更する 場合があります

合計 750kcal た:31.5g 塩:2.2g 889kcal た:32.9g 塩:1.8g 761kcal た:25.2g 塩:2.9g

☆牛乳は毎日つきます～食物アレルギーのあるお子さんは、ご連絡ください。
☆献立は都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。

３時おやつ

昼食

１０時おやつ

昼食

３時おやつ

３時おやつ

昼食

１０時おやつ

３時おやつ

昼食

１０時おやつ

３時おやつ

昼食

１０時おやつ

２０１９湯ノ里保育所　　　　　　　　　　　　　　　７月献立表
た:たんぱく質　塩:食塩相当量

１０時おやつ




