
6月　予定献立表
そよかぜ保育園

午前 午後 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

1 火 ご飯
鯖のトマト煮　じゃが芋炒め
豆腐としめじのみそ汁

菓子
揚げそら豆
せんべい
牛乳

米、じゃが芋、油、油、片栗粉、
三温糖

牛乳、さば、木綿豆腐、米みそ、
油揚げ、ベーコン

ホールトマト、玉ねぎ、そら豆、しめ
じ、にんじん、ねぎ、ピーマン、わか
め

2 水 ご飯
豚肉の香味焼き　海藻サラダ
小松菜と油揚げのみそ汁

菓子
バナナ豆乳マフィン
牛乳

米、小麦粉、無塩バター、黒砂
糖、油、三温糖、ごま油

牛乳、豚肉、卵、米みそ、調製豆
乳、かにかまぼこ、油揚げ

もやし、バナナ、ねぎ、小松菜、きゅ
うり、人参、わかめ

3 木 スラッピージョー ひじきサラダ　野菜スープ 菓子
黒ごまきな粉おにぎり
牛乳

ライ麦ロール、米、じゃが芋、パ
ン粉、三温糖、ごま油、油、無塩
バター

牛乳、豚ひき肉、ゆで大豆、ツナ
水煮缶、きな粉

人参、玉ねぎ、もやし、トマト、セロ
リ、トマトピューレ、黒ゴマ、コー
ン、きゅうり、ひじき、すり後ま

4 金 ご飯
厚揚げの甘酢あんかけ　キャベツの昆布和え
もやしとわかめのみそ汁

菓子
スイートパンプキン
牛乳

米、小麦粉、三温糖、バター、
油、片栗粉

牛乳、生揚げ、卵、米みそ
南瓜、キャベツ、もやし、玉ねぎ、人
参、ねぎ、竹の子、コーン、グリン
ピース、塩昆布、干し椎茸、わかめ

5 土 焼きそば 切干大根のごまマヨサラダ　わかめスープ 菓子
菓子
牛乳

中華めん、マヨドレ、油、三温糖 牛乳、豚肉、鶏ささ身
キャベツ、人参、玉ねぎ、きゅうり、
コーン、ピーマン、切干大根、ねぎ、
すりごま、わかめ、青のり

7 月 ゆかりご飯
ごぼうのひき肉煮　隠元とささ身のごま和え
チンゲン菜と厚揚げのみそ汁

菓子
ブルーベリー蒸しパン
牛乳

米、小麦粉、油、三温糖、片栗粉
牛乳、鶏ひき肉、生揚げ、調製豆
乳、鶏ささ身、米みそ

白滝、ごぼう、隠元、青梗菜、ブルー
ベリージャム、人参、すりごま

8 火 タンメン じゃが芋とほうれん草のチーズ焼き　果物 菓子
海苔じゃこおにぎり
牛乳

中華めん、じゃが芋、米、バ
ター、三温糖、ごま油

牛乳、豚肉、とろけるチーズ、し
らす干し

オレンジ、キャベツ、もやし、ほうれ
ん草、にら、玉ねぎ、ねぎ、人参、
コーン、焼きのり、パセリ、青のり

9 水 ご飯
鰆のカレー揚げ　トマト入り春雨サラダ
切り干し大根と玉ねぎのみそ汁

菓子
おからレーズンクッキー
牛乳

米、小麦粉、無塩バター、三温
糖、春雨、油、ごま油

牛乳、さわら、卵、おから、ハ
ム、米みそ、油揚げ

トマト、キュウリ、玉ねぎ、干しブド
ウ、切干大根、ごま、とわかめ

10 木 わかめご飯
鶏のマーマレード焼き　ミックススローサラダ
さつま汁

菓子
苺ジャムサンド
牛乳

米、ライ麦ロール、さつま芋、
油、三温糖

牛乳、鶏もも、豚肉、米みそ、油
揚げ

キャベツ、人参、マーマレード、きゅ
うり、大根、ごぼう、苺ジャム、コー
ン

11 金 ご飯
高野豆腐のから揚げ　もやしの納豆和え
鶏肉と野菜のみそ汁

菓子
もちもちチーズパン
牛乳

米、ホットケーキ粉、里芋、白玉
粉、三温糖、片栗粉、油

牛乳、挽きわり納豆、凍り豆腐、
米みそ、粉チーズ、鶏肉、かつお
節

人参、もやし、白菜、大根、小松菜

12 土 カレーうどん じゃがベーコン　フルーツヨーグルト 菓子
菓子
牛乳

茹でうどん、じゃが芋、油、片栗
粉、三温糖

牛乳、ヨーグルト、豚肉、ベーコ
ン、油揚げ

玉ねぎ、みかん缶、バナナ、パイン、
人参、干しブドウ、ねぎ

14 月 ご飯
チキンカツ　ミックススローサラダ
小松菜と里芋のみそ汁

菓子
あずきの豆腐団子
牛乳

米、里芋、白玉粉、上新粉、パン
粉、油、小麦粉、三温糖

牛乳、鶏もも、絹ごし豆腐、ゆで
あずき缶、米みそ、卵、油揚げ

キャベツ、小松菜、きゅうり、人参、
コーン

15 火 ご飯
鮭の塩焼き　納豆
ほうれん草の磯和え　豚汁

菓子
きな粉揚げパン
牛乳

米、ライ麦ロール、じゃが芋、
油、三温糖、ごま油

牛乳、鮭、ひきわり納豆、木綿豆
腐、豚肉、米味噌、きな粉、油
揚、かつお節

ほうれん草、人参、大根、ねぎ、板こ
んにゃく、ごぼう、焼きのり

16 水 ご飯
ピーマンの細切り炒め　小松菜のごま和え
中華風コーンスープ

菓子
餃子の皮ピザ
牛乳

米、餃子の皮、片栗粉、春雨、
油、三温糖

牛乳、豚肉、卵、とろけるチー
ズ、魚肉ソーセージ

小松菜、ピーマン、人参、クリーム
コーン、気ピーマン、青梗菜、玉ね
ぎ、コーン、玉ねぎ、ごま

17 木 ピラフ
おからのスコッチエッグ　コロコロサラダ
野菜スープ　紫陽花ゼリー

菓子
ケーキ
牛乳

米、パン粉、油、小麦粉、三温糖
牛乳、卵、鶏ひき肉、鶏ひき肉
（極粗びき）、おから

トマト、玉ねぎ、人参、きゅうり、気
ピーマン、キャベツ、ねぎ、グリン
ピース、えのきたけ、パセリ

18 金 ご飯
鶏肉のみそマヨネーズ焼き　炒めビーフン
豆腐のすまし汁

菓子
レーズンの
　　　カスタード焼き
牛乳

米、小麦粉、ビーフン、油、三温
糖、マヨドレ

牛乳、鶏むね肉、卵、木綿豆腐、
豚肉、米みそ

ほうれん草、ピーマン、玉ねぎ、干し
ブドウ、人参、ねぎ、椎茸

19 土 肉うどん スイートポテトサラダ　フルーツヨーグルト 菓子
菓子
牛乳

茹でうどん、さつま芋、三温糖 牛乳、ヨーグルト、豚肉(、ハム
玉ねぎ、きゅうり、みかん缶、ほうれ
ん草、バナナ、パイン、干しブドウ、
人参

21 月
枝豆とじゃこの

ご飯
チキンナゲット　パインサラダ
切り干し大根と玉ねぎのみそ汁

菓子
黒糖と甘納豆の蒸しパン
牛乳

米、小麦粉、片栗粉、油、黒砂
糖、三温糖

牛乳、鶏ひき肉、木綿豆腐、調製
豆乳、鶏ひき肉（極粗びき）、
卵、米みそ、しらす干し、油揚げ

キャベツ、玉ねぎ、パイン、きゅう
り、枝豆、人参、切干大根

22 火 肉みそラーメン トマトサラダ　フルーツヨーグルト 菓子
中華風おにぎり
牛乳

中華めん、米、三温糖、片栗粉、
油、ごま油

牛乳、ヨーグルト、豚ひき肉、ツ
ナ、鶏ひき肉

トマト、玉ねぎ、きゅうり、人参、竹
の子、みかん缶、バナナ、パイン缶、
ピーマン、干しブドウ、干し椎茸、焼
きのり

23 水 ご飯
ししゃものごま焼き　豚肉入りきんぴらごぼう
かぶときゅうりの梅和え　五目みそ汁

菓子
さつま芋スティック
牛乳

米、さつま芋、里芋、三温糖、
油、米粉、ごま油

牛乳、ししゃも、米みそ、豚ひき
肉、油揚げ、かつお節

かぶ、人参、ごぼう、大根、小松菜、
きゅうり、ねぎ、ごま、梅びしお

24 木 ご飯
夏野菜カレー　ひじきサラダ
果物

菓子
お好み焼き
牛乳

米、小麦粉、長芋、小麦粉、三温
糖、バター、油、ごま油

牛乳、鶏肉、ツナ、豚肉、干しえ
び、かつお節

オレンジ、トマト、キャベツ、玉ね
ぎ、人参、南瓜、茄子、もやし、きゅ
うり、ピーマン、ねぎ、隠元、コー
ン、ひじき、すりごま、青のり

25 金 ご飯
高野豆腐の挟み煮　小松菜のごま酢和え
じゃが芋と玉ねぎのみそ汁

菓子
マドレーヌ
牛乳

米、じゃが芋、ホットケーキ粉、
バター、三温糖、片栗粉

牛乳、鶏ひき肉、凍り豆腐、卵、
米みそ

玉ねぎ、もやし、小松菜、人参、いん
げん、レモン果汁、すりごま、干し椎
茸、わかめ

26 土 炒飯
フレンチサラダ　わかめスープ
オレンジゼリー

菓子
菓子
牛乳

米、油、三温糖、ごま油
牛乳、卵、鶏ひき肉、なると、ハ
ム

もやし、ねぎ、人参、コーン、グリン
ピース、きゅうり、ピーマン、カット
わかめ

28 月
レバーの
焼き鳥丼

白菜と塩昆布の柚風味和え　五目みそ汁 菓子
さつま芋のガレット
牛乳

米、さつま芋、里芋、ホットケー
キ粉、無塩バター、油、三温糖

牛乳、鶏肉、鶏レバー、卵、米み
そ、チーズ、油揚げ

白菜、玉ねぎ、大根、ピーマン、ね
ぎ、人参、ごぼう、塩昆布、柚果皮、
すりごま、焼のり

29 火 茶飯
納豆の天ぷら　甘酢和え
もやしとわかめのみそ汁

菓子
コーンフレーククッキー
牛乳

米、小麦粉、無塩バター、油、
コーンフレーク、三温糖

牛乳、卵、納豆、米みそ
もやし、かぶ、人参、にら、きゅう
り、玉ねぎ、干しブドウ、ごま、わか
め、昆布

30 水 ご飯
和風つくね　きゅうりといかの梅和え
キャベツとえのきのみそ汁

菓子
高野豆腐のきな粉
　　　　　　トースト
牛乳

米、三温糖、パン粉、米粉、片栗
粉、油、三温糖、ごま油

牛乳、鶏ひき肉、調製豆乳、い
か、凍り豆腐、米みそ、きな粉

きゅうり、玉ねぎ、キャベツ、蓮根、
赤ピーマン、黄ピーマン、えのきた
け、梅びしお、わかめ

材料（昼食と午後おやつ）

※食材の仕入れなど状況に応じて、献立の内容が変更になる場合がありますので、あらかじ
めご容赦ください。
※１・2歳児クラスは、午前おやつとして牛乳７０mlとお菓子が出ます。
※アレルギーをお持ちの園児については、アレルゲンの除去または、代替えで
　対応します。ご相談ください。

　　　　　　　【６月の栄養摂取（予定）】
　　　　　　　　　　　3歳以上児　　　　　　　3歳未満児
　エネルギー　　             553kcal　                  518kcal
　タンパク質                   21.4g                         20.2g
　脂　　　質                   16.6g                         16.9g
　カルシウム                   232mg                       285mg
　　　鉄                         2.4mg                         2.0mg
　ビタミンA                   327μg                       292μg
　ビタミンB1                 0.31mg                       0.28mg
　ビタミンB2                 0.38mg                       0.44mg
　ビタミンC                   28mg　　　 　　　　　23mg
　塩　　　分                  1.8g                            1.6g

令和　２年

日 曜 主食 副食
おやつ


