
令和３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）

牛乳、鶏肉、豆腐 生姜、小松菜、人参

火 1 15 花かつお、小魚 きゅうり、もやし 560 23.9 牛乳、菓子

青のり粉、きな粉

水 2 16 636 23.4 牛乳、菓子

米、油、砂糖、小麦粉 牛乳、魚、青のり粉 切干大根、人参 牛乳、昆布、えび満月

木 3 17 白ごま、菓子 卵、昆布 きゅうり、キャベツ 558 20.9 牛乳、菓子

バナナ 牛乳、昆布、たべっ子動物

米、油、砂糖、片栗粉

金 4 18 白ごま、じゃがいも 628 24.9 牛乳、菓子

小麦粉、マーガリン

乾うどん、ごま油、砂糖 牛乳、豚ひき肉 5日：ぽたぽた焼き

土 5 19 片栗粉、白ごま 蒸し大豆、赤みそ 471 19.9 牛乳、菓子

菓子 ちりめん 19日：アンパンマンソフトせんべい

米、油、砂糖 牛乳、魚、厚揚げ

月 7 21 じゃがいも、乾マカロニ 豆乳、中みそ、白みそ 561 28.1 牛乳、菓子

きな粉

米、油、じゃがいも 牛乳、豚肉

火 8 22 ロールパン 厚揚げ、干しえび 601 32.6 牛乳、菓子

スライスチーズ

米、油、砂糖 牛乳、豚肉、小魚 人参、玉ねぎ 牛乳、小魚の甘辛、ハーベスト

水 9 23 じゃがいも、カレールウ グリンピース、キャベツ 576 19.2 牛乳、菓子

菓子 きゅうり、オレンジ 牛乳、小魚の甘辛、ココナッツサブレ

米、油、砂糖 牛乳、豆腐、ツナ缶

木 10 24 パン粉、ケチャップ 乾ひじき、卵、ベーコン 575 20.1 牛乳、菓子

乾スパゲティ 粉寒天

金 11 25 641 31.1 牛乳、菓子

誕生会（２５日） 牛乳、ロールケーキ

焼きそば玉、油、砂糖 牛乳、豚バラ肉 人参、キャベツ、もやし 12日：ホームパイ

土 12 26 ごま油、白ごま ちくわ、ちりめん 乾きくらげ、奴ねぎ 447 16.8 牛乳、菓子

菓子 きゅうり 26日：ばかうけ

米、油、砂糖、ごま油 牛乳、豚肉、青のり粉

月 14 28 片栗粉、じゃがいも 豆腐、ベーコン 575 21.3 牛乳、菓子

白ごま、上新粉 もずく、豆乳

牛乳、魚、ヨーグルト

火 29 青のり粉、ロースハム 569 22.9 牛乳、菓子

牛乳、豚肉、油揚げ 人参、玉ねぎ、ごぼう

水 30 中みそ、ちりめん 奴ねぎ、キャベツ 666 22.9 牛乳、菓子

乾わかめ、乾ひじき、卵 きゅうり、グレープフルーツ

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　米粉のもちもちケーキ

塩焼きそば　　　　　　　　　　　
　　　　　　きゅうりの酢の物　　
　　　　　　　　　牛乳

ゆかり、玉ねぎ、人参　　　　
　　　　　　　　小松菜、奴ね
ぎ　　　　　　　　　　　夏みか
ん、にら、もやし　　　　　　　　
　　ホールコーン

梅の香ごはん　　ふわふわ煮　　　　
　　　　　　　　　　　　　おじゃがと
じゃこのおかかあえ　　　　　　　　　　

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　カリカリごぼう、エア

リアル

杉本先生のリズム指導　　　
(午前)

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　人参ゼリー

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　ごまクッキー

豚汁　　　ひじきふりかけ　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
キャベツとわかめの酢の物　　
　　　　　　　グレープフルーツ

健康診断　　　　　　　　　　　　
　　(年少・みかん・ひまわり)

豆腐とツナのハンバーグ　　　
　　　　　　スパゲティソテー　　
　　　　　　　　　　　グレープフ
ルーツ

魚のマヨパン粉焼き　　　　　　
　　　　　　　　とうがんサラダ　
　　　　　　　　　　　　オレンジ

米、油、砂糖　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　マヨネーズ、パン粉　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　乾マカロニ、

豆腐の　　
　　　　　　　
　　　　す
まし汁

玉ねぎ、人参　　　　　　　　　　　
　　　キャベツ、ピーマン　　　　　
　　　　　　　グレープフルーツ、
みかん缶　　　　　　　　　　　オ
レンジジュース

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　じゃがいもの

キッシュ風

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　もやしとちりめん

のチヂミ

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　マカロニのあ

べかわ

肉みそうどん　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　ごまサラダ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

牛乳　　　　　　　　　　　　   　　　
きな粉クリームサンド

米、油、砂糖　　　　　　　　　　　
　　　じゃがいも、白ごま　　　　
　　　　　　　　小麦粉、コーン
スターチ　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　生

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　ミニココアメロンパン

豚肉のマーマレード炒め　　　
　　　　　　　　粉ふきいも　　　　
　　　　　　　　　　　　　とうが
んスープ

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　チー

ズパインサンド

香味煮　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　ピーマンのおかかあえ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

魚の塩焼き　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　新ごぼうのきん
ぴら　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

絵本読み聞かせ(年少)　　　　
　カワイ体操教室(年中)

鶏肉のゆかり揚げ　　　　　　　
　　　　　　　　　　五目あえ　　　
　　　　　　　　　　　　小魚佃
煮

チンジャオロースー　　　　　　
　　　　　　　　　グリーンポテ
ト　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　もずくスープ

身体計測(ひよこ・ひまわり)　　　
カワイ体操教室(年長)

誕生会

三未以下    
添加

魚の磯辺揚げ　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　切干
大根の和風サラダ　　　　　　　
　　　　　　バナナ

昼食献立名

鶏肉の甘辛焼き　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
豆腐のチャンプルー　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

健康診断　　　　　　　　　　　　
　　(年中・あお・ひよこ)

曜
日

日にち・行事

身体計測　　　　　　　　　　　　
　　　(年少・年中・年長)

カレーライス　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　コールス
ローサラダ　　　　　　　　　　　　
　　　　　オレンジ

避難訓練

歯科検診  　　　　　　　　　　
スマイルキッズサッカー

人参、玉ねぎ、生姜　　　　　
　　　干ししいたけ、小松菜　
　　　　　　　水煮たけのこ、
キャベツ　　　　　　　きゅう
り

米、油、砂糖、ごま油　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　白ごま、食パン　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
マーガリン　　　　　　　　　　　

玉ねぎ、赤ピーマン　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
ピーマン、マーマレード　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
冬瓜、人参、小松菜　　　　　

人参、ごぼう、糸こんにゃく　　
　　　　　　　　　　　　　　さやい
んげん、白ねぎ　　　　　　　　　
　　　　　生姜、ピーマン　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

牛乳、鶏肉、ちくわ　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
高野豆腐、花かつお　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　納豆、ちりめん　　　　　　

人参、ごぼう、糸こんにゃく　　
　　　　　　　　　　アスパラガ
ス、玉ねぎ　　　　　　　　　　　　
　しめじ、小松菜

ゆかり、干ししいたけ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　しらたき、小松菜　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
人参、もやし　　　　　　　　　　

牛乳、鶏肉、油揚げ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
花かつお、ちりめん　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
昆布佃煮、ベーコン　　　　　

米、油、砂糖、白ごま　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　おつゆ麩、じゃが
いも　　　　　　　　　　　　　　　
　　　ごま油、小麦粉　　　　　

牛乳、鶏ひき肉　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　豆腐、卵、高野豆腐　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
ちりめん、花かつお　　　　　

生姜、ピーマン、人参　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　玉ねぎ、水煮たけのこ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乾きくらげ、小松菜　　　　　　人参、冬瓜、きゅうり　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　ホールコーン　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　グレープフルーツ　　米、油、砂糖　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
おつゆ麩、さつまいも　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　白ごま、小麦粉　　　　　　　

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579kcalで
たんぱく質は23.5ｇです。

◇よく噛んで食べましょう◇

よく噛んで食べることで唾液が出て、食べ物の消化や

吸収を助けたり、虫歯を予防します。

今月の献立では、きんぴらやカリカリごぼうなどを

取り入れているので、噛む習慣をつけていきましょう。

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

■今月の行事食■ ～アンパンマンライス～

年齢に合わせて、子どもたちが眉毛、目、鼻、

ほっぺ、口のパーツの食材を使って完成させていきます。

かわいらしいアンパンマンができるのが楽しみです。


