
令和２年 ６月行事献立予定表 妹尾保育園
材料と体内でのはたらき 栄養価 おやつ

熱と力に 血や肉や骨 体の調子を 熱量 蛋白質 午前 午後
なるもの になるもの 整えるもの Kcal ｇ （三未以下） （全員）

米、油、砂糖 牛乳、鶏肉、ちくわ 人参、ごぼう、こんにゃく

月 1 15 じゃがいも、上新粉、小麦粉 高野豆腐、ツナ缶、花かつお さやいんげん、白ねぎ、生姜 587 23.9 牛乳、菓子

コーンスターチ、黒ごま 納豆、ちりめん、もみのり ピーマン、キャベツ、奴ねぎ

米、油、ごま油 牛乳、魚、豆腐 レモン、小松菜、人参

火 2 16 小麦粉、片栗粉 花かつお、ちりめん きゅうり、もやし、バナナ 557 28.7 牛乳、菓子

卵、チーズ にら、ホールコーン

米、油、砂糖 牛乳、鶏肉、ロースハム

水 3 17 片栗粉、じゃがいも チーズ 625 21.1 牛乳、菓子

ケチャップ、白ごま、小麦粉

米、油、砂糖、ごま油 牛乳、豚肉、豆腐 生姜、ピーマン、人参 牛乳、昆布、オレオ

木 4 18 片栗粉、じゃがいも ベーコン、もずく 玉ねぎ、水煮たけのこ 573 20.8 牛乳、菓子

白ごま、菓子 昆布 乾きくらげ、小松菜 牛乳、昆布、ベジたべる

米、油、砂糖 牛乳、豆腐、ツナ缶 玉ねぎ、人参、キャベツ

金 5 19 パン粉、ケチャップ 乾ひじき、卵 ピーマン、オレンジ 610 21.5 牛乳、菓子

誕生会（１９日） 乾スパゲティ ベーコン 乾わかめ 牛乳、ロールケーキ

乾うどん、油 牛乳、豚肉、油揚げ 人参、大根、玉ねぎ 6日：ホームパイ

土 6 20 ごま油、菓子 ちりめん、青のり粉 本しめじ、奴ねぎ 522 20.3 牛乳、菓子

キャベツ 20日：ぽたぽたやき

米、油、砂糖 牛乳、鶏肉、卵

月 8 22 小麦粉 油揚げ、花かつお 537 20.9 牛乳、菓子

粉寒天

米、油、砂糖 牛乳、鶏ひき肉、豆腐 玉ねぎ、人参、小松菜

火 9 23 麩、じゃがいも 卵、高野豆腐、ちりめん 奴ねぎ、パイン缶 618 26.8 牛乳、菓子

ごま油、上新粉 花かつお、豆乳

米、油、砂糖 牛乳、魚、厚揚げ 人参、ごぼう、こんにゃく 牛乳、シュガーサンド

水 10 24 じゃがいも、食パン 乾わかめ、中みそ 乾きくらげ、玉ねぎ 555 25.0 牛乳、菓子

マーガリン、グラニュー糖 本しめじ 牛乳、マカロニのあべかわ

米、油、砂糖 小松菜、人参、キャベツ

木 11 25 白ごま、乾うどん きゅうり、ホールコーン 615 25.7 牛乳、菓子

奴ねぎ

米、油、砂糖 牛乳、鶏肉、小魚 人参、玉ねぎ、グリンピース 牛乳、小魚、とんがりコーン

金 12 26 じゃがいも、カレールウ キャベツ、きゅうり 571 17.3 牛乳、菓子

菓子 グレープフルーツ 牛乳、小魚、アスパラガスビスケット

ロールパン、油 牛乳、ツナ缶、豚肉 きゅうり、人参、玉ねぎ 13日：アンパンマンソフトせんべい

土 13 27 マヨネーズ、じゃがいも 豆乳 ホールコーン、小松菜 475 21.9 牛乳、菓子

菓子 バナナ 27日：ミニサラダ

米、油、砂糖 牛乳、鶏肉、厚揚げ 人参、とうがん、ごぼう

月 29 麩、じゃがいも 中みそ、ちりめん 本しめじ、奴ねぎ 573 19.7 牛乳、菓子

小麦粉、バター 乾わかめ、もみのり、卵 キャベツ、きゅうり、レーズン

米、油、砂糖、片栗粉 牛乳、魚、ロースハム トマト、玉ねぎ、人参

火 30 じゃがいも、ごまドレッシング スキムミルク、卵 かぼちゃ、きゅうり 598 23.0 牛乳、菓子

小麦粉、マーガリン メロン

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　セサミスティック

磯の香ご飯　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　鶏肉の天ぷら　　　　
　　　　　　　　　　　　　五目あえ　　
  バナナ

ふわふわ煮　　　　　　　　　　　　　
　　　　おじゃがとじゃこのおかかあ
え　　　　　　手作りふりかけ

曜
日 日にち・行事

絵本読み聞かせ（年中）

健康診断　　　　　　　　　　　　　
(年中・あお・ひよこ)

チキンカレー　　　　　　　　　　　　
　　　　　フレンチサラダ　　　　　　
　　　　　　　　　グレープフルーツ

三未以下添
加

昼食献立名

香味煮　　　　　　　　　　　　　　　　
　ピーマンとツナの和え物　　　　　
　　　　　　　　　納豆

魚のレモン風味焼き　　　　　　　　
　　豆腐のチャンプルー　　　　　　
　　　　バナナ

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　おかず蒸しパン

豆腐とツナのハンバーグ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　スパゲティ
ソテー　　オレンジ

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　おにぎり

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　米粉のもちもちケーキ

鶏ごぼう汁　　　　　　　　　　　　　　
　　　キャベツとわかめの酢の物　
　　　　　　　　味付のり

豚肉の冷しゃぶ　　　　　　　　　　　
　　　　青菜とコーンの和え物　　　
　　　　　　　煮豆

鶏肉とじゃがいものケチャップ味　　　　

　　　　　　　　　もやしのごま塩サ
ラダ

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
にらとちりめんのチヂミ

玉ねぎ、本しめじ　　　　　　　　
　　赤ピーマン、ピーマン　　　　
　　　　もやし、人参、小松菜　　
　　　　　ホールコーン

健康診断　　　　　　　　　　　　　
(年少・みかん・ひまわり)

誕生会

チンジャオロースー　　　　　　　　　
　　　粉ふきいも　　　　　　　　　　　
　　　　　　もずくスープ

きな粉　　　
　ご飯

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　焼きうどん

ツナサンド　　　　　　　　　　　　　　
　　　　豆乳コーンスープ　　　　　　
　　　　　　　バナナ　　　牛乳

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　レーズンクッキー

牛乳、豚肉、白みそ　　　　　
油揚げ、ちりめん　　　　　　　　
花かつお、乾金時豆　　　　　　
青のり粉

五目うどん　　　　　　　　　　　　　　
　　　　磯あえ　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　牛乳

干ししいたけ、しらたき　　　　　　
　　　小松菜、人参、もやし　　　　
　　　　ホールコーン、みかん缶　
　　　　　　　バナナ

絵本読み聞かせ（年長）　　　　　
スマイルキッズサッカー

身体計測(ひよこ・ひまわり)　　　
杉本先生リズム指導

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　みかんミルク寒

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　プレーンケーキ

魚のムニエルトマトソースかけ　　　　
　　ごまドレッシングサラダ　　　　
　　　　メロン

絵本読み聞かせ（年少）　　　　　
カワイ体操教室(年中)

魚の塩焼き　　　　　　　　　　　　　
　　　　　新ごぼうのきんぴら　　　
　　　　　　　　　みそ汁

身体計測(年少・年中・年長)

避難訓練

この献立の栄養価は

３～５歳児の平均で
作成されています。

平均の熱量は５７３kcalで
たんぱく質は２２．６ｇです。

～食事で元気なからだをつくろう！～
普段からバランスのよい食事を心がけることで、
元気なからだをつくっていくことにつながります。
風邪や感染症にかからないように、
食事から免疫力を高めていきましょう。

誕生会

☆アンパンマンライス
☆鶏肉のからあげ

☆新じゃがのスープ
☆オレンジ

①熱や力になるもの………ごはん、パン、麺、いも類
②血や肉、骨になるもの… 魚、肉、豆類、卵、乳

③体の調子を整えるもの…野菜、きのこ類、海藻類、果物

食事の時には①～③から1つずつ（太字のものを中心に）とるようにしましょう！
どんぶりものやスープなどの食べやすいメニューもとり入れ、しっかり摂っていきましょう。


