
幼児食献立表 30年 7月 墨田区あおやぎ保育園
赤 黄

体をつくる 力や体温のもとになる

夕やけごはん みそ汁 牛乳 豚肉 ごはん 牛乳
夏野菜ハンバーグ くだもの カレーパン 木綿豆腐 食パン 青のりおにぎり
中華きゅうり 牛乳 じゃがいも
ごはん みそ汁 牛乳 あじ ごはん 牛乳
魚のフライ くだもの ジャージャー麺 牛乳 小麦粉 ゆかりおにぎり
キャベツとごぼうの甘酢炒め
ごはん みそ汁 牛乳 木綿豆腐 ごはん 牛乳
豆腐入り松風焼き くだもの セサミトースト 鶏肉 みそおにぎり
ひじきの煮物 さつま揚げ
ごはん みそ汁 牛乳 かれい ごはん 牛乳
魚の和風あんかけ くだもの 切干大根おにぎり バター 片栗粉 ごま塩おにぎり
アスパラコーンソテー 牛乳
ハヤシライス すまし汁 牛乳 豚肉 ごはん 牛乳
白菜の煮浸し くだもの 七夕ゼリー 牛乳 じゃがいも 梅おにぎり

クッキー バター 小麦粉
みそうどん 牛乳 牛乳 豚肉 ごはん 牛乳
きゅうりと大根のナムル くだもの ツナマヨおにぎり 牛乳 うどん おかかおにぎり

ごはん みそ汁 牛乳 豚肉 ごはん 牛乳
豚肉のソース炒め くだもの バナナケーキ 牛乳 じゃがいも 甘みそおにぎり
じゃがいもの煮物 バター
ごはん みそ汁 牛乳 かれい ごはん 牛乳
魚のごま照り焼き くだもの ケチャップトースト 牛乳 食パン 塩おにぎり
ズッキーニのガーリックソテー じゃがいも
ごはん みそ汁 牛乳 卵 ごはん 牛乳
厚焼き卵 くだもの とうもろこしおにぎり かつお節 じゃがいも 焼きおにぎり
白菜とオクラの梅和え 牛乳
ごはん すまし汁 牛乳 さけ ごはん 牛乳
魚のムニエル くだもの 人参マフィン バター 小麦粉 茶飯おにぎり
ナスのみそ炒め 牛乳 ながいも
ごはん みそ汁 牛乳 生揚げ ごはん 牛乳
生揚げの中華煮 くだもの フライドポテト 豚肉 じゃがいも ケチャップおにぎり
大根サラダ ツナ油漬け缶 片栗粉
ちゃんぽんうどん 牛乳 牛乳 豚肉 ごはん 牛乳
かぼちゃの煮物 くだもの 佃煮おにぎり 牛乳 うどん おかかおにぎり

ごはん みそ汁 牛乳 あじ ごはん 牛乳
魚のフライ くだもの ジャージャー麺 牛乳 小麦粉 ゆかりおにぎり
キャベツとごぼうの甘酢炒め
ごはん みそ汁 牛乳 木綿豆腐 ごはん 牛乳
豆腐入り松風焼き くだもの セサミトースト 鶏肉 うどん みそおにぎり
ひじきの煮物 さつま揚げ さつまいも
ごはん みそ汁 牛乳 かれい ごはん 牛乳
魚の和風あんかけ くだもの 切干大根おにぎり バター 小麦粉 ごま塩おにぎり
アスパラコーンソテー 牛乳
ハヤシライス すまし汁 牛乳 豚肉 ごはん 牛乳
白菜の煮浸し くだもの クッキー 牛乳 中華麺 梅おにぎり

バター 小麦粉
みそうどん 牛乳 牛乳 豚肉 ごはん 牛乳
粉ふき芋 くだもの ツナマヨおにぎり 牛乳 小麦粉 おかかおにぎり

じゃがいも
ごはん みそ汁 牛乳 豚肉 ごはん 牛乳
豚肉のソース炒め くだもの バナナケーキ 牛乳 甘みそおにぎり
じゃがいもの煮物 バター
ごはん みそ汁 牛乳 かれい ごはん 牛乳
魚のごま照り焼き くだもの ケチャップトースト 牛乳 食パン 塩おにぎり
ズッキーニのガーリックソテー 小麦粉
ごはん みそ汁 牛乳 卵 ごはん 牛乳
厚焼き卵 くだもの とうもろこしおにぎり かつお節 うどん 焼きおにぎり
白菜とオクラの梅和え 牛乳 じゃがいも
ごはん すまし汁 牛乳 さけ ごはん 牛乳
魚のムニエル くだもの 人参マフィン バター 食パン 茶飯おにぎり
ナスのみそ炒め 牛乳
ごはん みそ汁 牛乳 生揚げ ごはん 牛乳
生揚げの中華煮 くだもの フライドポテト 豚肉 じゃがいも ケチャップおにぎり
大根サラダ ツナ油漬け缶
ちゃんぽんうどん 牛乳 牛乳 豚肉 ごはん 牛乳
かぼちゃの煮物 くだもの 佃煮おにぎり 牛乳 コッペパン おかかおにぎり

ごはん みそ汁 牛乳 豚肉 ごはん 牛乳
夏野菜ハンバーグ くだもの シュガートースト 木綿豆腐 じゃがいも 青のりおにぎり
中華きゅうり 牛乳
ごはん みそ汁 牛乳 あじ ごはん 牛乳
魚のフライ くだもの ジャージャー麺 牛乳 小麦粉 ゆかりおにぎり
キャベツとごぼうの甘酢炒め

延長体の調子を整える日 曜 昼食 おやつ
緑

2 月
きゅうり　たまねぎ　にんじん　なす　ズッキーニ　こまつな　えの
きたけ

3 火
キャベツ　とうがん　ごぼう　もやし　にんじん　黄ピーマン　モロ
ヘイヤ　ニラ

4 水
なす　はくさい　にんじん　たまねぎ　ほうれんそう　ねぎ　いんげ
ん　しいたけ　ひじき

5 木
もやし　だいこん　キャベツ　たまねぎ　にんじん　グリーンアスパ
ラガス　コーン　こまつな　ニラ　えのきたけ

6 金
はくさい　にんじん　かぶ　たまねぎ　レタス　ほうれんそう　オクラ
しめじ

7 土
キャベツ　もやし　にんじん　たまねぎ　ねぎ　しめじ

9 月
キャベツ　なす　もやし　にんじん　たまねぎ　ねぎ　まいたけ　い
んげん

10　火　
もやし　ズッキーニ　とうがん　にんじん　黄ピーマン　チンゲンサ
イ　にんにく

11 水
はくさい　たまねぎ　きゅうり　オクラ　にんじん　えのきたけ　にら
しいたけ

12 木
キャベツ　なす　たまねぎ　にんじん　ピーマン　こまつな

13 金
だいこん　はくさい　きゅうり　オクラ　にんじん　しめじ　ねぎ　エリ
ンギ　チンゲンサイ　えのきたけ　しょうが　ほうれんそう

14 土
かぼちゃ　にんじん　たまねぎ　もやし　キャベツ　ねぎ　チンゲン
サイ　しめじ

17 火
キャベツ　とうがん　ごぼう　もやし　にんじん　黄ピーマン　モロ
ヘイヤ　ニラ

18 水
なす　はくさい　にんじん　たまねぎ　ほうれんそう　ねぎ　いんげ
ん　しいたけ　ひじき

19 木
もやし　だいこん　キャベツ　たまねぎ　にんじん　グリーンアスパ
ラガス　コーン　こまつな　ニラ　えのきたけ

20 金
はくさい　にんじん　かぶ　たまねぎ　レタス　ほうれんそう　オクラ
しめじ

21 土
キャベツ　もやし　にんじん　たまねぎ　ねぎ　しめじ

23 月
キャベツ　なす　もやし　にんじん　たまねぎ　ねぎ　まいたけ　い
んげん

24 火
もやし　ズッキーニ　とうがん　にんじん　黄ピーマン　チンゲンサ
イ　にんにく

25 水
はくさい　たまねぎ　きゅうり　オクラ　にんじん　えのきたけ　にら
しいたけ

26 木
キャベツ　なす　たまねぎ　にんじん　ピーマン　こまつな

27 金
だいこん　はくさい　きゅうり　オクラ　にんじん　しめじ　ねぎ　エリ
ンギ　チンゲンサイ　えのきたけ　しょうが　ほうれんそう

31 火
キャベツ　とうがん　ごぼう　もやし　にんじん　黄ピーマン　モロ
ヘイヤ　ニラ

28 土
かぼちゃ　にんじん　たまねぎ　もやし　キャベツ　ねぎ　チンゲン
サイ　しめじ

30 月
きゅうり　たまねぎ　にんじん　なす　ズッキーニ　こまつな　えの
きたけ

熱中症に注意！！ ここがすごいよ!夏野菜！
７月になり梅雨も明けるとついに夏本番！

子供も沢山遊び沢山汗をかきますが、体温調整が

まだ未発達な子どもの時期には熱中症に気をつ

かってあげましょう。

とても暑い夏、熱中症には水分補給がとても大切

です。

熱中症を予防する為には、遊びの後や起きた

後などのこまめな水分をとることもとても重

要です。しかし、簡単で水分を直接飲むこと

に匹敵するくらいの水分補給が夏野菜を食べ

ることです！

また、適量の塩分をとることも熱中症予防に

なります。

キュウリ： たっぷりの水分がほてった体を冷やしてくれます

トマト ： 沢山の水分と沢山のビタミンで体の様々な機能を調整してくれます

なす ： 沢山の水分とカリウムという栄養素が体を冷やしてくれます

スイカ ： 水分と程よい糖分が一日沢山動かした体の疲れをいやしてくれます

飲み物だけじゃない!?水分補給！


