
日 曜        昼食 おやつ 赤：血や肉になる 黄：熱や力となる 緑：調子をととのえる

1 木
八宝菜

もやしと焼豚のサラダ
メロン　せんべい

牛乳
普通牛乳 ぶたかたロース

焼き豚
ご飯 なたね油 片栗粉
三温糖 甘辛せんべい

にんじん たけのこ水煮
干ししいたけ はくさい たまねぎ

もやし メロン

2 金
ゆかりごはん　もつのしぐれ煮

◎みそけんちん汁
ミニどら焼き

牛乳
普通牛乳 鶏肝臓 若鶏もも
豆腐 油揚げ 淡色辛みそ

ご飯 三温糖 さといも
板こんにゃく なたね油 どら焼

ゆかり しょうが にんじん
だいこん ゆでごぼう 葉ねぎ

3 土
ミニ食パン　ビーフシチュー

缶詰めパイナップル
おかし 普通牛乳 牛かたロース

食パン じゃがいも
なたね油

たまねぎ にんじん
パインアップル

5 月
麦入りごはん　鯖の塩焼き
高野豆腐の卵とじ　みそ汁

バナナ　せんべい
牛乳

普通牛乳 さば 凍り豆腐
鶏卵 淡色辛みそ

ご飯 押麦 三温糖 さつまいも
甘辛せんべい

グリーンピース たまねぎ
こねぎ バナナ

6 火
ハンバーグ

マカロニサラダ　スープ
※きな粉揚げパン

牛乳
普通牛乳 合挽ミンチ 鶏卵

ロースハム きな粉

ご飯 パン粉 マカロニ
マヨネーズ ロールパン なたね油

三温糖

たまねぎ にんじん トマトケチャプ
きゅうり みかん缶詰コーン

7 水
ふりかけごはん　トンカツ

即席漬け
※芋入り蒸しパン

牛乳
普通牛乳 ぶたヒレ 鶏卵

精白米 ふりかけ 薄力粉 パン粉
なたね油 ホットケーキミックス

三温糖 さつまいも

トマトケチャプ きゅうり
だいこん キャベツ

8 木
ロールパン　カレースープ

ツナサラダ
※鮭おにぎり

普通牛乳 ぶたロース
まぐろ水煮 さけみず煮

棒パン じゃがいも マカロニ
なたね油 和風ドレッシング

精白米 いりごま

たまねぎ にんじん レタス
きゅうり ミニトマト コーン

9 金
三色ごはん　清汁

大根と胡瓜の梅肉あえ
動物チーズ　クッキー

牛乳
普通牛乳 鶏ひき肉 鶏卵
削り節 プロセスチーズ

ご飯 三温糖 なたね油
サブレ

ほうれんそう だいこん きゅうり
梅肉 えのきたけ 乾わかめ

こねぎ

10 土
冷やし中華

ゼリー
おかし

普通牛乳 焼き豚 鶏卵
かにかまぼこ

中華めん タレ
パインゼリー

きゅうり りょくとうもやし
みかん缶詰

12 月
焼肉どんぶり

かぼちゃの煮物
アメリカンドッグ

牛乳
普通牛乳 牛かたロース

アメリカンドッグ
精白米 なたね油 タレ

三温糖
キャベツ たまねぎ 葉ねぎ

かぼちゃ

13 火
鮭の香味焼き　スープ

春雨サラダ
ヨーグルト
せんべい

普通牛乳 べにざけ 鶏卵
チーズ ハム ヨーグルト

ご飯 薄力粉 パン粉 はるさめ
マヨネーズ いりごま 三温糖

甘辛せんべい

パセリ にんじん きゅうり
たまねぎ にんじん

14 水
大豆のミートソース煮

ポテトサラダ
※コーンフレーククッキー

牛乳
普通牛乳 大豆水煮

合挽ミンチ 鶏卵

ご飯 なたね油 じゃがいも マヨネーズ
コーンフレーク ホットケーキミックス

マーガリン 三温糖

たまねぎ にんじん
トマトケチャプ きゅうり コーン

15 木
麦入りごはん　筑前煮

こまつなっとう
※ハムとチーズのパンケーキ

牛乳
普通牛乳 若鶏もも 焼き竹輪

納豆 ジャコ 削り節 ハム チーズ
ご飯 押麦 板こんにゃく 三温糖
なたね油 ホットケーキミックス

にんじん ごぼう だいこん
れんこん さやいんげん こまつな

16 金
ベーコンとほうれん草の
クリームスパゲッティー

マセドアンサラダ
※五平餅

普通牛乳 ベーコン ハム
淡色辛みそ

スパゲティ 薄力粉 マーガリン
なたね油 じゃがいも マヨネーズ

精白米 もち いりごま

ほうれんそう たまねぎ
ぶなしめじ きゅうり にんじん

17 土
変わり三色どんぶり

みそ汁
おかし

普通牛乳 牛もも 鶏卵
淡色辛みそ 生揚げ

ご飯 三温糖
ごぼう こまつな だいこん

にんじん こねぎ

19 月
照焼きチキン　こぶあえ

清汁
※寒天ゼリー入りフルーツポンチ

牛乳
普通牛乳 若鶏もも

蒸しかまぼこ
ご飯 ふ 三温糖

しょうが きゅうり キャベツ だいこん 塩昆布
こねぎ みかん缶詰 パインアップル缶詰

もも缶詰　ぶどうジュース 寒天

20 火
白身魚のオーロラソース

塩茹でブロッコリー　スープ
※シュガートースト

牛乳
普通牛乳 メルルーサ 鶏卵

ベーコン

ご飯 薄力粉 パン粉 なたね油
マヨネーズ 食パン マーガリン

グラニュー糖

トマトケチャプ ブロッコリー
キャベツ にんじん

21 水
ひじきごはん

三度豆のごまあえ　みそ汁
※みたらし団子

普通牛乳 油揚げ ジャコ
凍り豆腐 淡色辛みそ

精白米 なたね油 いりごま
三温糖 白玉粉 片栗粉

ひじき にんじん さやいんげん
たまねぎ カットわかめ

22 木
麦入りごはん　麻婆豆腐

中華風サラダ
オレンジ　クッキー

牛乳
普通牛乳 合挽ミンチ

豆腐 淡色辛みそ
ご飯 押麦 三温糖 片栗粉
ごま油 なたね油 サブレ

たまねぎ にんじん しょうが
きゅうり 乾わかめ りょくとうもやし

オレンジ

23 金
ポークカレー

ハム入りコールスロー　プリン
せんべい　クッキー

牛乳
普通牛乳 ぶたかたロース

ショルダーハム 鶏卵

ご飯 じゃがいも なたね油
マヨネーズ 三温糖

甘辛せんべい サブレ

にんじん たまねぎ キャベツ
きゅうり みかん缶詰
パインアップル缶詰

24 土
炊き込みごはん

鮭の塩焼き　みそ汁
おかし

普通牛乳 若鶏もも 油揚げ
さけ 豆腐 淡色辛みそ

精白米 なたね油 三温糖
にんじん ごぼう たまねぎ

こねぎ

26 月
カラスカレイの照焼き

大豆入りひじき煮　みそ汁
※ツナ玉お好み焼き

牛乳

普通牛乳 カレイ 大豆水煮
油揚げ 淡色辛みそ 鶏卵
まぐろ油漬 チーズ 削り節

ご飯 薄力粉 三温糖
片栗粉

ひじき にんじん だいこん
乾わかめ こねぎ キャベツ

あおのり

27 火
麦入りごはん　胡瓜もみ

すき焼き風煮
ミニバームクーヘン

牛乳
普通牛乳 牛もも
焼き豆腐 ジャコ

ご飯 押麦 しらたき ふ 三温糖
なたね油 バターケーキ

たまねぎ はくさい 葉ねぎ
にんじん きゅうり 乾わかめ

28 水
わかめおにぎり

にゅうめん
※ジャムチーズサンドイッチ

牛乳
普通牛乳 若鶏もも

蒸しかまぼこ チーズ
精白米 手延そうめん

なたね油 食パン
カットわかめ たまねぎ にんじん

葉ねぎ いちごジャム

29 木
チキンライス　スープ

ブロッコリーとパイナップルの
サラダ

※ポテトのチーズ焼き
牛乳

普通牛乳 若鶏もも
ﾋﾟｻﾞ用チーズ

精白米 なたね油  マーガリン
三温糖 じゃがいも

たまねぎ にんじん グリーンピース
トマトケチャプ ブロッコリー
パインアップル缶詰 コーン

30 金
みそ焼き肉　中華サラダ

わかめスープ
水無月

普通牛乳 ぶたかた
淡色辛みそ ハム 鶏卵

ご飯 ごま油 なたね油 はるさめ
三温糖 いりごま ういろう

たまねぎ にんじん にんじん
きゅうり カットわかめ

※は園手作りおやつです。◎は新メニューです。

今月の給食の旬の食材は、いんげん、キャベツ、胡瓜、グリーンピース、じゃがいも、トマト、レタス、梅、メロンです。

☆今月の平均給与栄養量☆
乳児 蛋白質 脂　肪 カルシウム 鉄

エネルギー 17.6 g 13.9 g 214 mg 1.6 mg
451 Kcal ビタミンＡ(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:RE) ビタミンＢ１ ビタミンＢ２ ビタミンＣ

332 μ g 0.23 mg 0.36 mg 16 mg
幼児 蛋白質 脂　肪 カルシウム 鉄

エネルギー 20.1 g 15.1 g 202 mg 2.0 mg
524 Kcal ビタミンＡ(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:RE) ビタミンＢ１ ビタミンＢ２ ビタミンＣ

392 μ g 0.26 mg 0.35 mg 19 mg

2017年度　　 ６月 こんだてひょう 同胞保育園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神様に感謝していただきましょう。


