
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

      

 

 7 月 14 日は保育園の夏祭りでした♪♪ 

お天気は生憎の雨でしたが、給食室からも、み

んながとてもお祭りを楽しんでいる姿が見れ、

一緒にお祭り気分を味わうことができました。 

この日の給食は、 

『さらに気分が盛り上がるように！！』 

という想いから、職員みんなで考えた『夏祭り

メニュー』にしました。子どもたちに喜んでも

らえて、とても嬉しかったです♪♪ 

   

 ようやく梅雨も明け、いよいよ暑い夏がやってきます。 

気温が上昇してくると、汗をかきやすくなるので、適度な水分補

給が必要になります。体温調節機能が充分に発達していない乳幼

児は、特に注意が必要です。ただし、水分をとりすぎると胃に負

担がかかり、体がグッタリすることがありますので、適切な量を

とりましょう。 

たんぽぽ共同保育園給食室 2020 年 8月 

★★保育園の夏祭り★★ 

 

 

 

  

  

 

地中海沿岸など暑い地域が原産といわれ、

日本では夏が収穫期になります。若い葉を

食用とし、ゆでると粘り気が出ます。エジ

プトでは王さまがモロ

ヘイヤを食べて病気を

治したといわれるほど

栄養価が高く、カロテン

が豊富に含まれていま

す。 

モロヘイヤ 

たんぽぽレシピ 番外編 

『すいかシャーベット』 

 

材料(1 人分)：すいか果肉 50g 砂糖 2.5ｇ 

 

作り方 

① すいかは種を取り、一口大にカットする。 

② 冷凍保存袋に①と砂糖を入れて、袋の上から 

つぶす。 

③ そのまま冷凍し、食べるときにほぐして 

盛り付ける。 

 

お子さんと一緒に作ってみてはいかがでしょうか？ 



  ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

ひじきごはん（豚ひき肉） チーズパン 543.8(509.7)

ツナ野菜炒め 牛乳 17.7(16.7)

青のりポテト ぶどう 12.1(11.7)

味噌汁(大根・麩) 1.8(1.7)

ごはん 大学芋 526.8(491.3)

かじきのチーズ焼き 牛乳 19.1(17.6)

蒸し南瓜 スパサラ(卵なしマヨ) メロン 13.0(12.4)

味噌汁(大根・玉葱) 1.3(1.2)

ごはん ポテト餅 535.0(497.4)

麻婆豆腐 牛乳 20.3(18.9)

春雨サラダ(錦糸卵なし・鶏ささみ入り) すいか 15.0(14.0)

ワンタンスープ 1.8(1.7)

ごはん 蒸しパン 484.1(451.7)

鰆の西京焼き　煮豆 牛乳 19.0(17.7)

切り干し大根の甘酢漬け ぶどう 10.7(10.1)

味噌汁(白菜・もやし) 1.4(1.3)

ごはん 黒米おにぎり 478.6(443.5)

鶏肉のつくね焼き　枝豆 すまし汁(大根・万能ねぎ) 16.5(15.2)

五目味噌きんぴら メロン 7.9(7.2)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 1.9(1.8)

ごはん サンドイッチ 489.3(457.0)

ポークビーンズ 牛乳 19.6(18.3)

ブロッコリーと人参のごまサラダ すいか 13.7(13.0)

味噌汁(大根・長葱) 1.7(1.6)

こぎつねごはん(土曜日用) レーズンパン 559.3(523.5)

きゃべつもやししめじ炒め 牛乳 17.3(16.2)

さつま芋煮 ぶどう 11.2(10.7)

味噌汁(大根・玉葱) 2.0(1.8)

ごはん マカロニきな粉和え 462.4(431.2)

かれいの煮魚 牛乳 21.5(20.0)

さつま芋煮　切り干し大根煮 梨 7.7(7.4)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 1.4(1.3)

ごはん チーズ蒸しパン 535.1(499.9)

肉じゃが 牛乳 19.2(18.0)

きゅうりわかめしらすの酢の物 ぶどう 13.0(12.3)

味噌汁(大根・麩) 2.0(1.9)

ごはん 焼き芋 476.6(445.0)

鶏の照り焼き　枝豆 牛乳 21.1(19.4)

ひじきの煮物 梨 10.5(9.9)

味噌汁(キャベツ・わかめ) 1.4(1.2)

ごはん そうめん(オクラ・人参・油揚げ) 453.9(418.9)

鯖の塩焼き　蒸し南瓜 メロン 18.4(16.9)

青菜人参こんにゃく白和え 10.4(9.4)

味噌汁(大根・なめこ) 2.5(2.4)

刻み昆布の混ぜご飯 豆パン 542.3(507.1)

しらす入り野菜炒め 牛乳 16.2(15.3)

ごまポテト ぶどう 11.7(11.2)

味噌汁(大根・玉葱) 2.1(2.0)

ごはん シュガートースト 515.1(480.3)

鰤の照り焼き　人参甘煮 牛乳 20.5(19.0)

切り昆布と野菜の煮物 すいか 17.0(16.0)

味噌汁(キャベツ・豆腐) 1.8(1.6)

たんぽぽ共同保育園　予定献立表2020年08月

日
曜
日

昼　　食 おやつ 血や肉をつくるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

献　立 材　料　名

01 土

牛乳、ツナ水煮缶、
豚ひき肉、チーズ、
米みそ（淡色辛み

そ）

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、焼

ふ、油、ごま

ぶどう、チンゲンサイ、たま
ねぎ、キャベツ、だいこん、
にんじん、ひじき、あおのり

03 月
牛乳、かじき、ピザ
用チーズ、米みそ

（淡色辛みそ）

七分つき米、さつまい
も、スパゲティ、三温
糖、油、マヨネーズ、

パン粉、黒ごま

メロン、かぼちゃ、にんじ
ん、だいこん、たまねぎ、

きゅうり、コーン缶、あおの
り

04 火

牛乳、木綿豆腐、
豚ひき肉、ピザ用
チーズ、鶏ささ身、
米みそ（淡色辛み

そ）

七分つき米、じゃがい
も、片栗粉、はるさ

め、ワンタンの皮、ご
ま油、三温糖、ごま

すいか、たまねぎ、にんじ
ん、きゅうり、キャベツ、しい
たけ、ねぎ、コーン缶、に
ら、焼きのり、にんにく

05 水
牛乳、さわら、うず
ら豆（煮豆）、米み
そ（淡色辛みそ）

七分つき米、ホット
ケーキ粉、三温糖、ご

ま

ぶどう、はくさい、緑豆もや
し、きゅうり、切り干しだいこ

ん、干しぶどう

06 木
鶏ひき肉、米みそ

（淡色辛みそ）

七分つき米、パン粉、
板こんにゃく、玄米、
片栗粉、三温糖、ご

ま、ごま油

メロン、たまねぎ、にんじ
ん、キャベツ、だいこん、え
だまめ、れんこん、ごぼう、
しいたけ、まいたけ、万能

ねぎ

07 金

牛乳、だいず水煮
缶詰、豚肉(ロー
ス)、ピザ用チー

ズ、米みそ（淡色辛
みそ）

七分つき米、食パン、
三温糖、すりごま、油

すいか、ブロッコリー、ホー
ルトマト缶詰、たまねぎ、に
んじん、キャベツ、だいこ

ん、まいたけ、ピーマン、ね
ぎ、コーン缶

08 土

牛乳、ツナ水煮缶、
鶏ひき肉、米みそ
（淡色辛みそ）、油

揚げ

七分つき米、ロール
パン、さつまいも、

油、三温糖

ぶどう、キャベツ、緑豆もや
し、だいこん、たまねぎ、干

しぶどう、しめじ、にんじ
ん、コーン缶

11 火

牛乳、かれい、米
みそ（淡色辛み

そ）、油揚げ、きな
粉

七分つき米、さつまい
も、マカロニ、三温

糖、ごま油

なし、キャベツ、たまねぎ、にんじ
ん、切り干しだいこん、しいたけ、

しょうが

12 水

牛乳、豚肉(ロー
ス)、ピザ用チー

ズ、しらす干し、米
みそ（淡色辛みそ）

七分つき米、じゃがい
も、ホットケーキ粉、し
らたき、三温糖、焼

ふ、油

ぶどう、きゅうり、たまねぎ、
だいこん、にんじん、生わ
かめ、いんげん、しょうが

13 木

牛乳、鶏もも肉、だ
いず水煮缶詰、米
みそ（淡色辛み

そ）、油揚げ

さつまいも、七分つき
米、しらたき、ごま、三

温糖、ごま油

なし、キャベツ、えだまめ、
にんじん、ごぼう、しいた

け、ひじき、生わかめ

14 金
さば、木綿豆腐、米

みそ（淡色辛み
そ）、油揚げ

七分つき米、干しそう
めん、しらたき、三温

糖、すりごま

メロン、にんじん、かぼ
ちゃ、ほうれんそう、だいこ

ん、なめこ、オクラ

15 土

牛乳、豚ひき肉、米
みそ（淡色辛み

そ）、しらす干し、ひ
よこまめ（ゆで）

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、

油、すりごま

ぶどう、キャベツ、たまね
ぎ、だいこん、にんじん、い

んげん、刻みこんぶ

17 月

牛乳、ぶり、木綿豆
腐、米みそ（淡色辛
みそ）、バター、油

揚げ

七分つき米、食パン、
グラニュー糖、油、三

温糖

すいか、にんじん、キャベツ、し
めじ、刻みこんぶ

☆市場の都合により、献立を変更することがあります。ご了承ください。

☆給食の事で、ご質問などありましたら、お気軽に給食室までどうぞ♪

☆お米は、産地直送の庄内米を使用しています。(七分つき米を使用)



  ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

日
曜
日

昼　　食 おやつ 血や肉をつくるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

献　立 材　料　名

ごはん 和風スパゲティ 569.0(529.3)

松風焼き 牛乳 24.3(22.6)

ネバネバ和え(人参・オクラ) メロン 17.3(16.2)

味噌汁(さつま芋・キャベツ) 1.4(1.3)

ごはん 肉うどん 473.5(439.9)

鮭の南部焼き ぶどう 20.3(18.7)

さつま芋煮　五目豆 6.3(5.9)

味噌汁(大根・玉葱) 3.0(2.8)

♪♪お誕生会♪♪ マドレーヌ(卵なし) 567.3(532.0)

ひじきごはん　鶏の唐揚げ 牛乳 21.3(19.7)

ゆでとうもろこし みかん寒天 16.6(15.7)

ツナサラダ　味噌汁(白菜・長葱) 1.8(1.6)

カレーライス（じゃが芋） 野菜クラッカー 675.0(627.5)

大根サラダ 牛乳 19.1(17.7)

野菜スープ(キャベツ・冬瓜) 梨 18.9(17.8)

2.4(2.2)

炊き込みごはん チーズパン 564.2(526.7)

ツナ野菜炒め ヨーグルト 19.8(18.6)

さつま芋煮 ぶどう 9.5(9.0)

味噌汁(大根・わかめ) 2.3(2.1)

そぼろ丼(とりそぼろ) いももち 525.3(489.0)

もやしきゅうりオクラ磯和え 牛乳 18.9(17.5)

味噌汁(大根・玉葱) メロン 10.2(9.6)

1.7(1.5)

ごはん 具だくさんうどん 507.3(469.3)

かじきフライ　枝豆 すいか 20.7(19.1)

ひじきの中華サラダ 10.0(9.1)

味噌汁(玉葱・なす) 3.0(2.9)

ごはん スパゲティミートソース 584.8(551.3)

高野豆腐の肉詰め 牛乳 23.8(22.4)

胡瓜えのきモロヘイヤの酢の物 ぶどう 14.5(13.9)

味噌汁(さつま芋・キャベツ) 2.1(2.0)

ごはん おかかチーズおにぎり 478.2(445.5)

かれいの野菜あんかけ すまし汁(玉葱・麩) 20.3(18.7)

かぼちゃの含め煮 梨 4.2(3.9)

味噌汁(キャベツ・オクラ) 2.1(2.0)

ごはん パンケーキ 508.5(475.3)

豆腐ハンバーグ 牛乳 19.3(18.0)

もやし小松菜人参おかか和え メロン 13.1(12.3)

味噌汁(白菜・玉葱) 1.4(1.3)

ひじきごはん（豚ひき肉） チーズパン 543.8(509.7)

ツナ野菜炒め 牛乳 17.7(16.7)

青のりポテト ぶどう 12.1(11.7)

味噌汁(大根・麩) 1.8(1.7)

ごはん じゃこトースト 484.2(453.8)

タンドリーチキン　南瓜煮 牛乳 22.2(20.7)

キャベツ胡瓜の甘酢和え すいか 11.8(11.4)

味噌汁(大根・玉葱) 2.0(1.9)

[ ３～５歳児 ] エネルギー510Kcal 蛋白質 20.8g 脂質 12.5g カルシウム 206mg 鉄分 2mg

[ １～２歳児 ] エネルギー 471Kcal 蛋白質 19.2g 脂質 11.6g カルシウム 194mg 鉄分 2mg

　　【献立の平均栄養価】

18 火

牛乳、豚ひき肉、挽
きわり納豆、鶏ひき
肉、米みそ（淡色辛

みそ）、バター

七分つき米、さつまい
も、スパゲティ、パン

粉、ごま、油

メロン、たまねぎ、こまつ
な、キャベツ、にんじん、し

めじ、オクラ、焼きのり

19 水
さけ、豚ひき肉、だ
いず水煮缶詰、米
みそ（淡色辛みそ）

七分つき米、干しうど
ん、さつまいも、板こ
んにゃく、三温糖、

油、ごま

ぶどう、だいこん、たまね
ぎ、にんじん、ごぼう、しい

たけ、しょうが

20 木

牛乳、鶏もも肉、ツ
ナ水煮缶、米みそ
（淡色辛みそ）、バ

ター

七分つき米、ホット
ケーキ粉、三温糖、
油、片栗粉、ごま

みかん天然果汁、キャベ
ツ、とうもろこし、はくさい、
にんじん、ねぎ、生わか

め、しょうが、ひじき、かん
てん（粉）

21 金
牛乳、豚ひき肉、ツ

ナ水煮缶

七分つき米、じゃがい
も、小麦粉、マーガリ

ン、三温糖、油

だいこん、たまねぎ、なし、
にんじん、ブロッコリー、とう

がん、キャベツ、生わか
め、あおのり

22 土

ヨーグルト(加糖)、
鶏ひき肉、ツナ水

煮缶、とろけるチー
ズ、米みそ（淡色辛

みそ）

七分つき米、ロール
パン、さつまいも、油

ぶどう、にんじん、チンゲン
サイ、たまねぎ、キャベツ、
だいこん、しめじ、生わかめ

24 月
牛乳、鶏ひき肉、米

みそ（淡色辛み
そ）、きな粉

七分つき米、さつまい
も、三温糖、ごま

緑豆もやし、メロン、ほうれ
んそう、だいこん、たまね

ぎ、きゅうり、オクラ、しいた
け、にんじん、焼きのり、

しょうが

25 火
かじき、鶏もも肉、
米みそ（淡色辛み

そ）

七分つき米、干しうど
ん、小麦粉、パン粉、
油、三温糖、ごま油、

片栗粉

すいか、緑豆もやし、きゅう
り、たまねぎ、なす、えだま
め、だいこん、にんじん、ご

ぼう、コーン缶、ひじき

26 水

牛乳、豚ひき肉、鶏
ひき肉、凍り豆腐、
しらす干し、米みそ
（淡色辛みそ）、粉

チーズ、バター

七分つき米、スパゲ
ティ、さつまいも、パン

粉、三温糖、油

ぶどう、きゅうり、たまねぎ、
にんじん、キャベツ、えのき
たけ、ホールトマト缶詰、

コーン缶、モロヘイヤ、しい
たけ、しょうが

27 木
かれい、米みそ（淡
色辛みそ）、ピザ用
チーズ、かつお節

七分つき米、小麦
粉、焼ふ、三温糖、片

栗粉、ごま油

かぼちゃ、なし、緑豆もや
し、キャベツ、にんじん、た
まねぎ、エリンギ、オクラ、

いんげん

31 月

28 金

牛乳、豚ひき肉、木
綿豆腐、ヨーグルト
(無糖)、米みそ（淡
色辛みそ）、かつお

節

七分つき米、ホット
ケーキ粉、パン粉、片

栗粉、三温糖

緑豆もやし、メロン、たまね
ぎ、こまつな、はくさい、に

んじん

29 土

牛乳、ツナ水煮缶、
豚ひき肉、チーズ、
米みそ（淡色辛み

そ）

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、焼

ふ、油、ごま

ぶどう、チンゲンサイ、たま
ねぎ、キャベツ、だいこん、
にんじん、ひじき、あおのり

牛乳、鶏もも肉、
ヨーグルト(無糖)、
しらす干し、米みそ

（淡色辛みそ）

七分つき米、食パン、
マヨネーズ、三温糖

すいか、キャベツ、かぼ
ちゃ、だいこん、たまねぎ、
きゅうり、コーン缶、万能ね

ぎ、にんにく
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