
区分 08/01(木) 08/02(金) 08/03(土)
残さず食べて ごちそうさま！ ボーロ 卵ボーロ 野菜せんべい

牛乳 牛乳 牛乳
「食品ロス」と呼ばれ る食べ残しが年間 ごはん チキンバーガー
５００万トン以上出て いるとされてます。 ちゃんぽん麺 ミネストローネ

そのうち約半数は 家庭から出てます。 しゅうまい ゼリー
食べ残しを減らす ためにまずお家で くだもの 牛乳
出来ることからは じめましょう！！

薄焼きせんべい ホームパイ
「もったいない」を 合言葉に残さず 牛乳 ヨーグルト

合計 食べることの大切 さを伝えましょう。 842kcal た:27.6g 塩:1.7g 683kcal た:29.2g 塩:1.7g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 08/05(月) 08/06(火) 08/07(水) 08/08(木) 08/09(金) 08/10(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 ビスコ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはんふりかけ 豆パン ごはん サンドイッチ
千草焼き 豚丼 麻婆豆腐 つくね串 クリームグラタン
大豆の五目煮 春雨の酢の物 キャベツの海苔和え ひじきの煮付け パスタサラダ
さつま汁 ゼリー コンソメスープ どさんこ汁 中華風コーンスープ

豆腐のみそ汁 くだもの、牛乳 牛乳
フルーツゼリー ごま団子 磯せんべい えびせんべい パイクッキィ

牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト
合計 656kcal た:26.7g 塩:1.4g 740kcal た:24.4g 塩:1.7g 644kcal た:25.4g 塩:1.9g 630kcal た:25.6g 塩:1.5g 689kcal た:26.9g 塩:2.6g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 08/12(月) 08/13(火) 08/14(水) 08/15(木) 08/16(金) 08/17(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 えびせん
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん 黒糖パン ごはん クロワッサン
夏野菜カレー にら玉あんかけ 冷やしそうめん きのこソースハンバーグ

振替休日 切干大根の煮物 うぐいす豆の甘煮 ほうれん草のごま酢和え たまごスープ
お休み ゼリー ワンタンスープ かき揚げ くだもの

豆腐のみそ汁 牛乳 牛乳
フルーチエ のりせんべい ポッキィ ホームパイ
おかし ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 0kcal た:0g 塩:0g 669kcal た:23.4g 塩:1.4g 626kcal た:21.9g 塩:1.6g 786kcal た:20.5g 塩:2.1g 810kcal た:33.9g 塩:1.9g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 08/19(月) 08/20(火) 08/21(水) 08/22(木) 08/23(金) 08/24(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 コッペパン ごはん サンドイッチ
すき焼き煮 豆腐のカレーあんかけ 筑前煮 冷やしそうめん ミートオムレツ
ハリハリサラダ 餃子 つくね串 南瓜コロッケ ポトフ
だんご汁 フルーツゼリー はんぺん汁 大根サラダ 牛乳

みそ汁 牛乳
手作りプリン ポップコーン ごませんべい あられ 英字ビスケット

牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト
合計 688kcal た:28.4g 塩:1.5g 772kcal た:25.2g 塩:1.6g 681kcal た:35.5g 塩:2.6g 730kcal た:22.3g 塩:3.2g 816kcal た:35.1g 塩:3g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 08/26(月) 08/27(火) 08/28(水) 08/29(木) 08/30(金) 08/31(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 ごませんべい
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはんふりかけ 黒糖パン ごはん ホットドッグ
焼き鳥丼 オムハヤシ ミートスパゲティ ジャージャー麺 クリームシチュー
きゅうりのツナ和え フルーツなます クリームコロッケ 肉団子の甘酢あん 元気サラダ
麩のみそ汁 きのこ汁 かにスープ 鶏ごぼう汁 くだもの

牛乳 牛乳
白玉団子 チョコクッキー 豆せんべい ポテト お誕生日グミ

牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト
合計 648kcal た:25.5g 塩:1.2g 815kcal た:25.2g 塩:2g 714kcal た:25.4g 塩:2.5g 721kcal た:26.6g 塩:1.7g 758kcal た:31.2g 塩:1.5g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

☆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。
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