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とうもろこし・ふりかけご飯

牛乳

ごまだんごのあべかわ

牛乳

じゃこトースト

牛乳

小倉ﾄﾞｰﾅｯﾂ

牛乳

お好み焼き

牛乳

きな粉蒸しパン

牛乳

誕生日ケーキ

牛乳

日にち 曜日 午前おやつ 昼　        食 午後おやつ

きいろ あか みどり　

摂取量 たんぱく質 脂質 塩分

熱や力になるもの 血や肉の骨になるもの 体のようすをよくするもの

牛乳　生クリーム　ウィンナー にんにく　とまと　アスパラ　コーン

531ｋｃａｌ 19.2ｇ 19.6ｇ 2.4ｇ

きゅうり　玉葱　パセリ

1 15 火

ごまスティック トマトｸﾘｰﾑパスタ　　コールスローサラダ スパゲッティー　サラダ油　小麦粉

牛乳 コンソメｽｰﾌﾟ　果物 片栗粉　ごま油　オリーブオイル

焼きのり　かれい　油揚げ　豆腐 小松菜　にんじん　えのき　

512ｋｃａｌ 21.6ｇ 10.1ｇ 2.6ｇ

わかめ　みそ　たまご　牛乳 ねぎ

2 16 水

サラダせんべい 海苔の佃煮ご飯　魚のゴマ照り焼き 米　砂糖　ごま　

牛乳 青菜のお浸し　みそ汁　果物 ホットケーキミックス

たまご　牛乳　ウィンナー たまねぎ　コーン　にんじん　とまと

577ｋｃａｌ 18.3ｇ 20.0ｇ 2.6ｇ

みそ きゃべつ　

3 17 木

ウエハース たまごサンド　コーン入りマッシュポテト 食パン　じゃが芋　サラダ油

牛乳 ミネストローネ　果物 マカロニ　米　砂糖　ごま

豚肉　ベーコン　牛乳 玉葱　にんじん　きゃべつ

630ｋｃａｌ 19.3ｇ 23.5ｇ 2.6ｇ

生クリーム もやし　とまと　小松菜　しめじ

4 18 金

みるくかりんとう ポークカレー　トマトﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞサラダ 米　サラダ油　じゃが芋　バター

牛乳 青菜スープ　果物 小麦粉　砂糖　

牛乳　ハム　わかめ　かつお節 きゅうり　ミニトマト　小松菜

536ｋｃａｌ 20.2ｇ 15.5ｇ 2.8ｇ

しらす　焼きのり にんじん　もやし

5 19 土

かりんとう 冷やし中華　　三色ﾅﾑﾙ 蒸し中華麺　ごま油　砂糖　ごま

牛乳 果物 米

鶏ひき肉　たまご　わかめ しょうが　さやえんどう　きゅうり

458ｋｃａｌ 17.9ｇ 9.0ｇ 1.9ｇ

牛乳　寒天 オクラ　えのき　にんじん

7 月

リッツ 米　砂糖　冷麦

牛乳 七夕給食

豚肉　豚ひき肉　さくらえび 玉葱　きゃべつ　にんじん　もやし

585ｋｃａｌ 27.2ｇ 19.2ｇ 2.8ｇ

牛乳　たこ　たまご しょうが　とうがん　ねぎ

8 22 火

ごまスティック 焼きそば　しゅうまい 蒸し中華麺　サラダ油　片栗粉

牛乳 冬瓜スープ　果物 小麦粉　ごま油　じゃが芋　パン粉

大豆　油揚げ　みそ しょうが　こねぎ　きゃべつ

563ｋｃａｌ 22.2ｇ 11.7ｇ 2.7ｇ

牛乳　たまご きゅうり　大根　にんじん

9 23 水

サラダせんべい かつおめし　甘煮豆　即席漬け 米　押麦　砂糖　ごま　ロールパン

牛乳 みそ汁　果物 バター　アーモンド粉　小麦粉

鶏肉　かつお節　牛乳 きゃべつ　　かぼちゃ　なす

562ｋｃａｌ 23.3ｇ 21.9ｇ 2.1ｇ

玉葱　とまと　とうもろこし

10 24 木

ウエハース ロールパン　チキンの照り焼き　ボイル野菜 ロールパン　マヨネーズ　バター

牛乳 夏野菜のカレースープ　果物 米　ごま　砂糖

鶏肉　牛乳　生クリーム　ツナ 玉葱　にんじん　きゃべつ　もやし

556ｋｃａｌ 23.1ｇ 19.9ｇ 2.6ｇ

ベーコン　きな粉 きゅうり　しめじ　グリーンピース

11 25 金

みるくかりんとう えびクリームライス　ツナサラダ 米　サラダ油　小麦粉　バター

牛乳 野菜ｽｰﾌﾟ　果物 上新粉　白玉粉　ごま　砂糖

牛乳　鶏肉　焼きのり ねぎ　にんじん　ごぼう　

541ｋｃａｌ 22.5ｇ 14.6ｇ 2.0ｇ

豆腐　さつま揚げ　みそ 干し椎茸　ほうれん草

12 26 土

かりんとう 焼き鳥丼　田舎汁 米　押麦　サラダ油　砂糖　

牛乳 果物 片栗粉　じゃが芋　マヨネーズ

凍り豆腐　たまご　みそ　 玉葱　ほうれん草　もやし

581ｋｃａｌ 22.0ｇ 19.1ｇ 2.5ｇ

牛乳　小豆 きゅうり　にんじん　なす　こねぎ

14 28 月

リッツ 凍り豆腐のそぼろご飯　もやしの甘酢和え 米　砂糖　片栗粉　サラダ油

牛乳 みそ汁　果物 ごま　ホットケーキミックス

2.3ｇ

生クリーム　ヨーグルト かぼちゃ　玉葱　

31 木

ウエハース 食パンジャム添え　巣籠り 食パン　バター　砂糖

牛乳 パンプキンスープ　果物 コーンフレーク

✿お誕生会は、6月30日（月）になります。ﾒﾆｭｰは、をお楽しみに・・・♪

✿季節の食材を取り入れています。今月はびわ・メロン・まぐろ・トマト・アスパラ・いんげんなどです。

✿献立（食材）は、保育園の行事・その他の都合により変更になることがありますので、ご了承下さい。

✿調理保育の予定は、サンプルケースに掲示しています。

ベーコン　たまご　チーズ　鶏肉 ジャム　ほうれん草　にんじん

554ｋｃａｌ 21.0ｇ 23.5ｇ

牛乳 ﾊﾟﾘﾊﾟﾘサラダ　果物 砂糖　ごま油　小麦粉　じゃが芋 豚肉　牛乳　たまご　さくらえび きゃべつ　きゅうり　青梗菜　もやし

29 火

ごまスティック スパゲッティーボンゴレ　青梗菜のスープ スパゲッティー　オリーブ油

牛乳 すまし汁　果物 ふ　三温糖　バター　サラダ油 きな粉　たまご

30 水

サラダせんべい 麦ご飯　サバのみそ煮　白和え 米　押麦　砂糖　こんにゃく

24.9ｇ 14.3ｇ 1.6ｇ

21.4ｇ 14.2ｇ 2.4ｇ

さば　豆腐　わかめ　牛乳 しょうが　ほうれん草　にんじん

543ｋｃａｌ

あさり　ベーコン　ひじき　鶏肉 玉葱　しめじ　赤ピーマン　にんにく

557ｋｃａｌ




