
相浦保育園

10時おやつ 昼　　食 ３時おやつ 血や肉をつくる 力になる からだの調子をよくする

1 土 牛　乳 　肉団子炒りポトフ 　 にらたま炒め　  パイン缶
牛　乳
お菓子

鶏肉　 卵 　豚肉 　牛乳 じゃが芋　  米（パン）
ブロッコリー　玉ねぎ　人参　　キャ
ベツ　しめじ　にら　パイン缶

3 月 オレンジジュース
ハヤシライス　    スパゲティサラダ　チーズ

いりこ    　バナナ

アイスミルク
クラッカー（ツナディッ

プ）

豚肉 　ハム 　チーズ 　いり
こ　      スキムミルク 　ツナ
缶

スパゲティ　 米
玉ねぎ　 マッシュルーム 　トマト缶
きゅうり　 キャベツ　 黄ピーマン
バナナ

4 火
ミルクココア

パ　ン
白身魚のフライ　   すまし汁

線野菜    　のり納豆
牛乳

カリカリフレーク
白身魚 　たまご  豆腐　 納
豆　牛乳

コーンフレーク　 米
えのき　 みつば 　玉ねぎ 　キャベ
ツ　きゅうり　 人参 　のり

5 水 幼児牛乳 ラーメン　   ギョウザ　   レタス　   黄桃缶 フルーツ寒天 焼豚  　豚肉 中華麺　餃子の皮　米
もやし　 わかめ　 ねぎ 　きくらげ
キャベツ 　にら 　レタス 　もも缶
みかん缶　 パイン缶 　ぶどう缶

6 木
アイスミルク

サブレ
豆腐の中華あんかけ   　卵スープ   　りんご

ミルクココア
コロコロラスク

豚肉  　厚揚げ  　卵
スキムミルク

食パン　米
人参　 もやし　 玉ねぎ 　しいたけ
きくらげ　ねぎ　えのき　りんご

7 金 ヤクルト
サンドイッチバイキング　    フライドポテト

カップゼリー    　牛乳
牛　乳
ケーキ

卵　  ハム  　チーズ
牛乳　  生クリーム

食パン　   じゃが芋
薄力粉

きゅうり 　トマト 　レタス

8 土 牛　乳
豆乳クリーム煮    　ドレッシングサラダ

みかん缶
牛　乳
お菓子

鶏肉　  豆乳　  チーズ
さつま芋　  米粉
米（パン）

玉ねぎ　 人参 　ほうれん草 　キャ
ベツ　きゅうり　みかん缶

10 月 ミルクココア
ドライカレー　     マカロニサラダ

プチトマト　    いりこ
お茶

黒糖まんじゅう
合びき肉　  ハム  　いりこ
あんこ

マカロニ　薄力粉　米
玉ねぎ 　人参 　筍　 トマト缶
きゅうり　キャベツ　トマト

11 火 牛乳
魚のチーズ焼き   　中華スープ　   人参サラダ

スライスきゅうり   　オレンジ
アイスミルク
せんべい

白身魚  　チーズ  　卵
スキムミルク

米
もやし　玉ねぎ　きくらげ　　しいた
け　ねぎ　人参　きゅうり   　オレン
ジ

12 水
きな粉ミルク

パ　ン
冷やしうどん　   ごぼうのから揚げ   　レタス あじさいゼリー かまぼこ うどん麺　米　パン ねぎ　ワカメ　ごぼう　レタス

13 木
牛　乳

クッキー
鶏ひき肉のきんちゃく包み

ひじきと大豆の炒め煮　   バナナ
牛　乳

ピザパン

鶏肉　  豆腐  　油揚げ  　大
豆　丸天　  牛乳  　ベーコン
チーズ

こんにゃく　食パン　米
人参 　玉ねぎ 　いんげん 　みつば
ひじき　 さやえんどう　 バナナ
ピーマン

14 金 ヤクルト
焼きししゃも　   油揚げと玉ねぎのみそ汁
キャベツときゅうりの青じそ和え　  すいか

牛　乳
パウンドケーキ

ししゃも  　白身魚  　油揚げ
卵　牛乳

米　薄力粉
玉ねぎ　 ねぎ　 キャベツ 　きゅうり
すいか

15 土 牛　乳
ミートスパゲティ

スティック野菜　パイン缶
牛　乳
お菓子

合びき肉　  ソーセージ
牛乳

スパゲッティ　　米（パン）
人参　 玉ねぎ 　しいたけ 　トマト缶
きゅうり　パイン缶

17 月 バナナ
親子丼   　ほうれん草のごま和え

トマト   　いりこ　   りんご
アイスミルク

きな粉かぼちゃ
鶏肉　  卵　  ちくわ　  いりこ
スキムミルク　きな粉

米
玉ねぎ　しいたけ　ほうれん草　 人
参　きゅうり　トマト　りんご　　　かぼ
ちゃ　バナナ

18 火
牛　乳
サブレ

鮭の塩焼き　   すまし汁   　五目豆
サラダ菜　のり納豆

　黒ごまプリン
鮭  　たまご豆腐　  大豆　鶏
肉　納豆　  牛乳 　生リーム

こんにゃく　  米
えのき　みつば　たまねぎ　　ごぼう
レンコン　人参　　サラダ菜　のり

19 水
牛　乳
パ　ン

焼きそば　  卵サラダ　  かぼちゃのオリーブ焼き
プチトマト  　グレープフルーツ

きな粉ミルク
せんべい

豚肉　 ちゃんぽんの友　 卵
ハム 　スキムミルク　 きな
粉

中華麺　  米
もやし 　キャベツ 　人参　 玉ねぎ
きくらげ　きゅうり　かぼちゃ　トマト
グレープフルーツ

20 木 ミルクココア 麻婆豆腐　  春雨サラダ　  ソーセージ　 バナナ
牛　乳

ミルクパン
合びき肉　  豆腐 　かにかま
ソーセージ　牛乳　練乳

春雨　 強力粉　 米
玉ねぎ　 筍 　しいたけ 　人参　　ね
ぎ　きゅうり　バナナ

21 金 ヤクルト
魚の甘酢あんかけ   　しめじのみそ汁

レタス　   黄桃缶
お　茶

ラップおにぎり
白身魚   　油揚げ 米　 押麦

ピーマン　人参　玉ねぎ　　しいたけ
しめじ 　ねぎ 　レタス        もも缶
のり

22 土 牛　乳
チーズコロッケ　   わかめスープ

トマト　   みかん缶
豆　乳
お菓子

牛肉  　チーズ  　豆乳 じゃが芋　  米（パン）
玉ねぎ 　人参 　ワカメ　 えのき
みつば 　トマト 　みかん缶

24 月 りんごジュース
ポークカレー　   わかめとカニカマの酢の物

ゆで卵　   いりこ　   オレンジ
牛　乳

チーズ蒸しパン
豚肉 　牛乳　 かにかま 　卵
いりこ　チーズ

じゃが芋  　春雨
薄力粉　 米

玉ねぎ　 人参 　ワカメ　きゅうり
オレンジ

25 火
牛　乳
サブレ

魚のごま焼き　   コンソメスープ　   豆腐サラダ
梅納豆　   りんご

ミルクココア
バナナ

あじ　 ベーコン 　豆腐 　焼
豚　納豆 　スキムミルク

じゃが芋　 米
人参　 玉ねぎ 　きゅうり
黄ピーマン　 梅　 りんご 　バナナ

26 水
牛　乳
パ　ン

和風スパゲティ　   パンプキンスープ
チーズ   　パイン缶

牛　乳
昆布・クッキー

えび 　あさり　 いか 　牛乳
チーズ

スパゲティ　 米
玉ねぎ　 人参 　しめじ 　山菜
しそ　かぼちゃ 　パイン缶 　昆布

27 木
アイスミルク
ソーセージ

ささみフライ   　薄揚げのみそ汁
肉じゃが   　サラダ菜

牛　乳
アーモンドトースト

ささみ　 油揚げ 　豚肉　 牛
乳

しらたき　  じゃが芋
食パン 　米

玉ねぎ　 ワカメ 　ねぎ　 人参
いんげん　 サラダ菜

28 金 ミルクココア すりみの五目焼き　  すまし汁  　中華風サラダ
アイスミルク
チーズケーキ

すりみ 　ハム 　スキムミルク
卵 　クリームチーズ

麩　  薄力粉 　米
玉ねぎ　 人参　 ごぼ う　ねぎ　きく
らげ　みつば　きゅうり　もやし

29 土 牛　乳
ミートボールと野菜のケチャップ煮

ドレッシング和え　   黄桃缶
牛　乳
お菓子

ひき肉　 うずら卵 　チーズ
牛乳

米（パン）
玉ねぎ　 人参 　ピーマン　　キャベ
ツ　きゅうり　 もも缶

6月　  給食だより
令和元年

日 曜日
献立名 献立材料名

 

今月は、黄・桃・赤組で梅シロップづくりを予定し

ています。         

梅が入り次第実施しますので、その際はエプロン、

三角巾の準備をお願いします。 

夏祭りや運動会の練習が少しずつ始まりま

す。夜はしっかり体を休ませ、睡眠もきちんと

とりましょう。 

元気に朝の活動に取り組む為にも、朝ごはん

を欠かさずに食べて登園してくださいね。 

7日（金） 誕生会 ご飯はいりません 


