
    2017年度　6月予定献立表

献　立　（調味料） 血や肉になるもの 燃えてエネルギーになるもの 身体の調子をととのえる 献　立　（調味料） 血や肉になるもの 燃えてエネルギーになるもの 身体の調子をととのえる
鮭と胡瓜のまぜずし 鮭（１５ｇ） 白米（３０ｇ） きゅうり（１０ｇ） ごはん 白米（３５ｇ）

月 　　　　　　　（酢、塩） 三温糖　白ごま 青じそ（２ｇ）とうもろこし（８ｇ） 月 鶏じゃが 鶏もも肉（４０ｇ） 新じゃがいも（２０ｇ） 新玉ねぎ（２０ｇ）

（

厚揚げのみそ炒め 厚揚げ（２０ｇ） 三温糖 アスパラ（8ｇ）

（

（だし、しょうゆ、みりん、酒） 糸こんにゃく（８ｇ） にんじん（２０ｇ）
12 （みそ、みりん、しょうゆ） ハム（８ｇ） しいたけ（８ｇ） 5 三温糖 うすいえんどう（１０ｇ）

おみそ汁 豆腐（1０ｇ） アスパラ（5ｇ）
26 すまし汁 ささみ（8ｇ） 小松菜（1０ｇ）えのき（８ｇ） 19 （にぼし、みそ） わかめ（5ｇ） 新玉ねぎ（１０ｇ）

）

（かつお、昆布、薄口） なめこ（８ｇ）

）

ジャムサンド サンドイッチパン（１/２枚） 牛乳（１５ｃｃ） 小麦粉（１４ｇ）三温糖（４ｇ） とうもろこし（１０ｇ）
ジャム　マーガリン サラダ油（２ｇ）

ごはん 白米（３５ｇ） ごはん 白米（３５ｇ）
火 ラタトゥユハンバーグ 鶏ミンチ（２０ｇ）牛乳 パン粉（４ｇ） 新玉ねぎ（１０ｇ）なす（１０ｇ） 火 豚肉の青じそ炒め（しょうゆ） 豚ももスライス（2０ｇ） 三温糖 青じそ（２ｇ）

（

（塩、しょうゆ） 豚ミンチ（3０ｇ）豆腐 オリーブ油 赤パプリカ（８ｇ）ズッキーニ（8ｇ）

（

豚バラスライス（20ｇ） 新たまねぎ（１０ｇ）
13 新じゃがいも（１０ｇ） 黄パプリカ（８ｇ）ピーマン（５ｇ） 6 菜果なます（酢、塩） 白ごま（２ｇ）三温糖 大根（１2ｇ）胡瓜（８ｇ）

ホールトマト　にんにく（１ｇ） にんじん（8ｇ）パイン缶（10ｇ）
27 とうもろこしのスープ 牛乳（５０ｃｃ） とうもろこし（１５ｇ） 20 おみそ汁（にぼし、みそ） 麩（２ｇ） にら（5ｇ）

）

（コンソメ、塩） 新玉ねぎ（１０ｇ）パセリ（０．５ｇ）

）

もやし（８ｇ）　しめじ（８ｇ）
焼きそば（ソース） 豚ﾊﾞﾗｽﾗｲｽ（１０ｇ） 焼きそば（２５ｇ） 新玉ねぎ（10ｇ）青ネギ（２ｇ） スルメイカとｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ するめいか（２０ｇ） ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ（１５ｇ）

かつお節　青のり ﾋﾟｰﾏﾝ（8ｇ）ｷｬﾍﾞﾂ（10ｇ）人参（５ｇ） チーズ チーズ（２０ｇ）
新生姜ごはん（塩） 白米（３８ｇ） 新生姜（１ｇ） ごはん 白米（３５ｇ）

水 魚の竜田揚げ 魚（４5ｇ） 片栗粉　　油 土生姜（１ｇ） 水 かぼちゃコロッケ（塩） 鶏ミンチ（１５ｇ） 小麦粉　 かぼちゃ（３０ｇ）

（

　　（しょうゆ、みりん、酒）

（

卵 パン粉 新玉ねぎ（１０ｇ）
14 きゅうりとわかめの酢の物 ちりめんじゃこ（６ｇ） 三温糖 きゅうり（１５ｇ） トマトと青じそのポン酢あえ トマト（４０ｇ）

　　　　　　　　（酢、塩） わかめ（5ｇ） にんじん（８ｇ） 21 （ポン酢） 青じそ（２ｇ）
28 おみそ汁（にぼし、みそ） うすあげ（1ｇ） 新たまねぎ（1０ｇ） レタスのスープ 豆腐（１５ｇ） レタス（８ｇ）

）

かぼちゃ（１0ｇ）

）

（コンソメ、塩） 新たまねぎ（１０ｇ）　とうもろこし（６ｇ）
さくらえび（1ｇ） 上新粉（１０ｇ）片栗粉（５ｇ） 切り干し大根（３ｇ） きなこ（４ｇ） マカロニ（２０ｇ）

ごま油 青ネギ（２ｇ） 三温糖（4g）
ごはん 白米（３２ｇ） ごはん 白米（３５ｇ）

木 ゆで豚肉の梅ソースあえ 豚ももスライス（20ｇ） 三温糖 かいわれ菜（２ｇ）　パイン缶（10ｇ） 木 鶏手羽のインドネシア風 鶏手羽中（６０ｇ） 三温糖 にんにく（１ｇ）土生姜（１ｇ）

（

　　　　　（しょうゆ、だし） 豚バラスライス（20ｇ） 青じそ（２ｇ）　梅干し（３ｇ）

（

（しょうゆ、酢）
1 かぼちゃサラダ（塩） ベーコン（5ｇ） かぼちゃ（２5ｇ）胡瓜（8ｇ） 8 豆もやしのごまあえ ささみ（５ｇ） 白ごま、三温糖 豆もやし（１０ｇ）胡瓜（８ｇ）

新たまねぎ（５ｇ） （うすくち、塩） にんじん（８ｇ）小松菜（１０ｇ）
15 すまし汁 豆腐（10ｇ） しめじ（８ｇ）みょうが（２ｇ） 22 おみそ汁（にぼし、みそ） 豆腐（1０ｇ） オクラ（7ｇ）なめこ（８ｇ）

）

（かつお、昆布、うす口） みつば（２ｇ）

）

玉ねぎ（１０ｇ）
牛乳（１．５ｃｃ） 小麦粉（６ｇ） レモン（４ｇ） ヨーグルト（５０ｇ） ビスケット（１枚） みかん缶（１０ｇ）さくらんぼ（８ｇ）

バター（４ｇ）三温糖（３ｇ） パイン缶（１０ｇ）
和風ビビン丼 豚ミンチ（20ｇ） 白米（３８ｇ） オクラ（８ｇ）とうもろこし（１０ｇ） ごはん 白米（３５ｇ）

金 （酒、しょうゆ、みそ） 納豆（15ｇ） 三温糖 白ネギ（３ｇ） 金 魚のソテー（塩） 魚（４5ｇ） 小麦粉　油 にんにく

（

きざみのり 土生姜（１ｇ）

（

きゅうりと大根のサラダ ツナ（８ｇ） 胡瓜（１５ｇ）
2 三色ピーマン炒め ちりめんじゃこ（5ｇ） 三温糖 ピーマン（10ｇ） 9 （ﾏﾖﾄﾞﾚ、塩） 大根（２０ｇ）
16 　　　　　　　　（しょうゆ） 黄ピーマン（10ｇ）赤ピーマン（10ｇ） にんじん（８ｇ）
30 おみそ汁 わかめ（5ｇ） さつまいも（１５ｇ） 春キャベツ（１０ｇ） 23 おみそ汁 うすあげ（1ｇ） なす（1０ｇ）

）

　　　　（にぼし、みそ） えのき（８ｇ）
）

（にぼし、みそ） えのき（５ｇ）　青じそ（２ｇ）
白米（３０ｇ） 枝豆（１５ｇ） かぼちゃマフィン（B.P） 牛乳(10cc) 小麦粉（10g） かぼちゃ（１０ｇ）

三温糖（4g）ﾊﾞﾀｰ（５ｇ）
土 ミートスパゲティ 豚ミンチ（30ｇ） スパゲッティ（５０ｇ） たまねぎ（１０ｇ） 土 鶏照り焼き丼 鶏もも肉（５０ｇ） 白米（３８ｇ） オクラ（１０ｇ）

（

（ｹﾁｬｯﾌﾟ、ｳｽﾀｰ、ｺﾝｿﾒ） 人参（１０ｇ）干ししいたけ（0.5g）

（

（酒、しょうゆ、みりん） きざみのり とうもろこし（１５ｇ）
3 にんにく（１ｇ） 10 プチトマト（１０ｇ）

かぼちゃの豆乳スープ 豆乳（５０ｃｃ） かぼちゃ（２０ｇ）
17 （コンソメ、塩） ベーコン（４ｇ） 新玉ねぎ（１０ｇ） 24 おみそ汁 わかめ（5ｇ） さつまいも（１５ｇ） えのき（８ｇ）

） ）

　　　　（にぼし、みそ） 豆腐（8ｇ）
市販菓子 市販菓子

おひさま岡町保育園
水 おたのしみパン 牛乳（７.５ｃｃ） 強力粉（１０ｇ）薄力粉（２．５ｇ）

（

（ｲｰｽト、塩、はちみつ） バター（1．５ｇ）三温糖（2．５ｇ）
なすと豚肉のまろやか煮 豚ロースかたまり（３０ｇ） なす（４０ｇ）新たまねぎ（２０ｇ）

29 （ｹﾁｬｯﾌﾟ、ﾏﾖﾄﾞﾚ、ｺﾝｿﾒ） パセリ（０．５ｇ）
マカロニサラダ ハム（８ｇ） マカロニ（１０ｇ） きゅうり（１０ｇ）
（酢、塩） 三温糖 キャベツ（１０ｇ）にんじん（８ｇ）

）

サラダ油 とうもろこし（１０ｇ）レモン（４ｇ）
あじさいゼリー 牛乳 三温糖 ぶどう、りんご、オレンジジュース

寒天

フルーツヨーグルトとビス
ケット

＜誕生日メニュー＞

レモンクッキー

マカロニあべかわ（塩）

とうもろこし蒸しパン（B.P）

大根もち（ポン酢）

枝豆ごはんおにぎり（塩）

＊おやつには、牛乳と季節の果物がつきます。

今月のお弁当日は

７日（水）です

つくし、たんぽぽぐみのこどもたちは、朝のおやつ（ビス
ケット1枚程度＋牛乳）があります。（約１００kcal分）

給与栄養量
エネルギー：452kcal たんぱく質：16.7ｇ 脂質：14.8ｇ

カルシウム：215ｍｇ 鉄：1.6ｍｇ








