6
2016
日付

01
水

月

の

献

立

表

年06月

みどりの保育園（一般）

朝おやつ

献立名

材料名
（○仕午後おやつ材粁）
おやつ （0は千枚おやつ）
熟と力になるもの11 血や内や骨になるものj 体の調子を整えるもの

ゆで 八宝菜井、みそ汁（じゃ 胚芽米、じゃがいも、 豚肉（ロース・脂身付）、 ≡ほうれんそう、オレンジ・ネー ○お茶、○きび団
が芋・わかめ）、ほうれん 0米、〇三温糖、なた えび（むき身）、○きな ブル、にんじん、0にんじ −ん、はくさい、たまねぎ、キャ ベツコーン缶たけのこ（水 千、〇にんじんのマ

みどり

そら豆

クッ キング

草とコーンのごま酢和え、

フルーーツ

砂糖、0はちみつ、ご ま油

ね油、0沖、片栗粉、
そ

粉、ツナ水煮缶、豆み

リネ

兼缶）、ピーマン、干ししいた トけ、わかめ（乾）

02
木

ブロッコリー ご飯、みそ汁（厚揚げ・大 胚芽米、○小麦粉、0 ○牛乳、．さわら、0豆 ぶどう、だいこん、0 ○牛乳、○黒糖蒸
凍）、さわらの塩焼き、五 黒砂糖、○油、三浪 乳こ生揚げ、米みそ きゅうり、ごぼう、れんこ しパン、○スティック
ごま和え 日きんぴら、フルーツ 糖、ごま沖、ごま（む （淡色辛みそ）、○スキ ん、にんじん、ねぎ、い 胡瓜
き） ムミルク、0米みそ（淡 色辛みそ） んげん、しらたき

03
金

大根 和風きのこスパゲティ一、 ○米、マカロニ二・スパゲ ベーコン、0豆みそ、 マスクメロン、しめじ・しろたも 0お茶、0ひじき御
わかめスープ、ポテトとプ ティー、じゃがいも、な ○油揚げ、バター ぎたけ、たまねぎ、ブロッコ リー、0たまねぎ、えのきた けにんじんまいたけ0 飯、○みそ汁（愁・

煮物

ロツコリーのサラダ、フ
ルーーツ

04
土

06
月

煮干し

○油、○砂糖、○焼 ふ、ごま油、三温糖

チキンピラフ、大根とホタ

たね油、オリーブ油、

玉ねぎ）

にんじん、万態ねぎ、○さや トえんどう、とうもろこし、0ひじ

胚芽米、○コッペパ

0牛乳、鶏もも肉、ほ

0ぶどう天然果汁、オレン

○牛乳、○白パン、

テのサラダ、フルーツ ン、マヨドレ、○砂糖、 オリーブ油 1 たて貝柱水煮缶 ト ジ・ネーブル、だいこん、に んじん．たまねぎ、マッシュ ルーム、グリンピース（冷 凍）、○かんてん（粉）、パセ リ 0ぶどうゼリー

こんぶ ご飯、みそ汁（かぼちゃ・ 胚芽米、○生中華め 豚肉（もも）、○豚ひき マスクメロン、キャベツ、日本 ○お茶、○ジャー
玉葱）、豚肉の香味焼き、 ん、砂糖、○なたね 肉、○豆みそ、豆み かぼちゃ、0ねぎ、たまね ぎ、きゅうり、○大豆もやし、 0きゅうり生わかめ0たけ ジャー麺（おや
キャベツの中華風サラ
油、〇三温糖、○片栗i
そ、しらす干し、○いわ
つ）、○煮干し
ダ、フルーツ 粉、ごま、ごま油】
ぎ し（煮干し） のこくゆで）、ねぎ、にんにく、 ○しょうが

07

ゆで かぼちゃ

火

のきヰヤベツ）、魚の煮 付け、切干大根の炒り 違誓品諸賢君置豊、思㌍

納豆ごほん、みそ汁（え

煮、フルーツ

胚芽米、○食パン、OiO牛乳、あかうお、納

りんご、キャベツ、○ごぼう、

○牛乳、0はちみ

こまつな、えのきたけ、にんじ ん、切り干しだいこん、ねぎ、 万能ねぎ、干ししいたけ、しょ つトースト、○ごぼう スティック

ね臥○砂糖

書

⊆

うが、あおのり

08
水

粉ふき芋 ドライカレー、福神漬け、 胚芽米、0小麦粉、○【○ヨーグルト（加糖）、豚
たまねぎ、りんご、キャ ○お茶、○ヨーグル
ツナサラダ、フルーツ 三温糖、○メープルシ【ひき肉、ツナ油潰缶、
べツ、○かぼちゃ、に ト、○スコーン（かば
ロツプ、なたね油、小 旨○無塩バター
んじん、ピーマン、福 ちや）
麦粉、三温糖 r
l
神津、コーン缶

09
木

スティック ご飯、沢煮椀、イワシの ○じゃがいも、胚芽
○牛乳、いわし、○豆
蒲焼き、小松菜のゴマネー 米、マヨドレ、小麦粉、乳、○とろけるチーズ、

10
金

ん・わかめ）、鶏肉の味噌

マスクメロン、こまつ ○牛乳、0ポテトの
な、○たまねぎ、にん チーズ焼き、○煮
胡瓜 ガ、フルーツ なたね沖、砂糖、ごま L豚肉（ばら・脂身付）、
じん、たけのこ（ゆで）、 干し
○いわし（煮干し）、○ ごぼう、ねぎ、しいた
バター、豆みそ
け、○パセリ
ゆで ご飯、すまし汁（はんぺ 胚芽米、○小麦粉、OiO牛乳、豚肉（膚ロー
マスクメロン、もやし、0キヤ 0牛乳、0お好み
ながいも、○油、砂 ⊆ス・脂身）、はんぺん、

スナップ えんどう 焼き、彩り和え物、フルー ツ 糖、ごま

べツ、はくさい、にんじん、0 ねぎ、にら、0こんぶ（だし 用）、わかめ（乾）、0あおの り

焼き、0こんぶ

■ ○卵、米みそ（淡色辛 みそ）、○さくらえび （茹）、○かつお節

11 煮干し きつねうどん、かぼちゃの ゆでうどん、○胚芽 鶏ひき肉、油揚げ、○ りんご、かぼちゃ、こま ○お茶、○おかか
土 そぼろ煮、フルーツ 米、三温糖、○焼ふ、 砂糖、油、○ごま（む き）、片栗粉 豆みそ、○かつお節 つな、たまねぎ、にん じん、ねぎ、0カットわ かめ、○焼きのり、しょ うが おにぎり、0みそ汁 （葱・わかめ）

13
月

14
火

こんぶ ご飯、みそ汁（玉葱・なめ 胚芽米、0パイ生地、 ○牛乳、まかじき、生揚 ぶどう、○だいこん、だ ○牛乳、○ウイン
こ）、かじきの磯辺揚げ、
小麦粉、油、なたね
げ、0ウインナー、○パイ
いこん、たまねぎ、に
ナーパイ、0大根ス
厚揚げと野菜の旨煮、フ 油、三温糖 生地（卵・乳）米みそ（淡 んじん、なめこ（ゆで）、 ティツタ
ルー・ツ
色事みそ）、○米みそ（淡 色辛みそ） しいたけ、いんげん、 あおのり
スティック

ロールパン、クリームシ

0米、ロールパン、小

ロールパン（卵・乳）牛

トマト、マスクメロン、たまね

チュ一、トマトとバジルの 麦粉、なたね油、○ご 乳、鶏もも肉、○焼き ぎ、日本かぼちゃ、○たまね ぎ、0にんじん、にんじん、 マツシ丸lレーふ、＿0ピーマ ン、グリーンアスパラガス、バ ジル・バジ＝コ チャーハン、0煮干 し

人参

サラダ、フルーツ

ま油

】

豚、チーズ、パター、 ○いわし揉干し）】

0お茶、0焼き豚

献

立

表

2016 年06月
日付

15
水

1紋立名

材料名

そら豆

草とコーンのごま酢和え、
フル・−ツ

16
木

（0は午後おやつ材料〉

おやつ く0は牛後おやつ）

熱と力になるもの 血や内や骨になるもの 体の網子を整えるもの
ゆで 八宝菜井、みそ汁くじや 胚芽米、じゃがいも、 豚肉（ロース・雁身付）、 ほうれんそう、オレンジ・ネー 0お茶、0きび団
が芋・わかめ）、ほうれん ○米、〇三温糖、なた えび（むき身）、0きな プル、にんじん、0にんじ ん、はくさい、たまねぎ、キャ ベツコーン缶たけのこ（水 子、○にんじんのマ
砂糖、0はちみつ、ご ま池

ね油、○油、片栗粉、
そ

粉、ツナ水煮缶、豆み

リネ

煮缶）、ピーマン、干ししいた け、わかめ（乾）

ブロッコリー ご飯、みそ汁（厚揚げ・大 胚芽米、0小麦粉iO 0牛乳、さわら、0豆 ぶどう、だいこん、0 0牛乳、○黒糖菜
根）、さわらの塩焼き、五 黒砂糖、0油、一三温 乳、生揚げ、＿米みそ きゅうり、ごぼう、れんこ しパン、○スティック
ごま和え 日きんぴら、フルーツ 糖、ごま油、ごま（むき） （淡色辛みそ）、0スキ ムミルク、○米みそ（淡 色辛みそ） ん、にんじん、ねぎ、い んげん、しらたき 胡瓜

17 大根 サンドイッチ（ツナ・ウイン パン・食パンt学校給 ウインナー、ツナ洩溝 マスクメロン、ミニトマト、たま
金
ナ「、イチゴゾヤム）、チキン 食用）、ロールパン 缶（きはだ）、鶏もも ねぎ、きゅうり、にんじん、0 にんじんいち−ジャム0
レスト 煮物 スープ、ポァトサフダ、フ （卵・乳）、0胚芽米、 内、0しらす干し こんぶ（だし用）Cl糸みつ
ラン ごっこ
ルーツ
じゃがいも、マヨドレ
ば、○うめ干し

18
土

20
月

21
火

煮干し

チキンピラフ、大根とホタ

23■
木

一〇牛乳、鶏もも肉、ほ

○ぶどう天然果汁、オレン

○牛乳、〇日パン、

テのサラダ、フルーツ ン、マヨドレ、○砂糖、 オリーブ油 たで貝柱水煮缶 l ジ・ネーブル、だいこん、に んじん、たまねぎ、マッシュ ルーム、グリンピース（冷 凍）、○かんてん（粉）、パセ リ 0ぶどうゼリー

こんぶ ご飯、みそ汁（かぼちゃ・ 胚芽米、0生中革め 豚肉（もも）、○豚ひき マスクメロン、キャベツ、F本 0お茶、○ジャー
玉葱）、豚肉の香味焼き、 ん、砂糖、○なたね 内、○豆みそ、豆み かぼちゃ、0ねぎ、たまね ぎ、きゅうり、0大甚もやし、 ○きゅうり生わかめ○たけ ジャー麺（おや

キャベツの中華風サラ

油、〇三温糖、0片栗

ダ、フルーツ

u煮干し）

粉、ごま、ごま油

そ、しらす干し、0いわ

つ）、○煮干し

のこ（ゆで）、ねぎ、にんにく、 】○しょうが

ゆで 納豆ごほん、みそ汁（え 胚芽米、○食パン、○ ○牛乳、あかうお、納 りんご、キャベツ、○ごぼう、 ○牛乳、○はちみ
のき・キャベツ）魚の煮 はちみつ 三温糖、砂 豆 ちくわ 米みそ（淡 こまつな、えのきたけ、にんじ つトースト、0ごぼう
かぼちゃ 付け、切子大根の炒り 糖、○なたね油、なた 色辛みそ）、○バター ん，切り干しだいこん、ねぎ、 万能ねぎ干ししいたげ スティック
煮、フルーツ

22
水

胚芽米、0コッペパ

0お茶、0冷やし
梅茶卸す、○こんぷ

ね油、0砂糖

しょうが、あおのり

粉ふき芋 ドライカレー、福神漬け、 胚芽米、○小麦粉、○ ○ヨーグルト坊相計、膵 たまねぎ、りんご、キヤ 0お茶、○ヨーグル
ツナサラダ、フルーツ
三温糖、○メープルシ
ひき肉、ツナ油讃缶、
ベツ、0かぼちゃ、に
ト0スコ」ン（かば
ロツプ、なた串軌小 麦粉二三線糖■ 0無塩パター んじん、ピーマン、福 神潰、コーン缶■ ちゃ）

スティック ご飯、沢煮椀、イワシの漕 ○じゃがいも、胚芽 0牛乳、いわし、○豆 マスクメロン、こまつ 0牛乳、○ポテトの
焼き、小松菜のゴマネーガ、 米、マヨドレ、小麦粉、 乳、○とろけるチーズ、 な、0たまねぎ、にんじ チーズ焼き、0煮
朝鱒 フ／レ一一ツ なたね油、砂糖、ごま 豚肉（ばら・脂身付）、 0いわし（煮干し）、○ パター、豆みそ ん、たけのこ（ゆで）、ご ぼう、ねぎ、しいたけ、 ○パセリ 干し

24 ゆで 聯ご飯、豆腐みそ汁 胚芽米、マカロニ、0秒欝、 鶏もも肉、○ヨーグルト ．0ぶどう天然果汁、マ ○お茶、○あじさい
金
（わかめ）、鶏の唐揚げ、 泊、片栗粉、マヨドレ、押麦、 ひえ粒きび（精白粒）あわ （無糖）、木組豆腐、米 スクメロン、きゅうり、 ヨーグルト、○タラッ
誕 生 A 冨 スナップ えんどう マカロニサフグ、フルーツ もち、〇三温糖、ごま（脆） みそ（淡色辛みそ）、ツ ナ油漬缶（き鱒だ）、あ ずき（乾） キャベツ、ねぎ、にんじ ん、にんにく、しょうが、 わかめ（乾） カーー

25
土

こんぷ きつねうどん、かぼちゃの ゆでうどん、○胚芽 鶏ひき内、油揚げ■、（⊃ りんご、かぼちゃ、こま 0お茶、○おかか
そぼろ煮、フルーツ 米、三混線、0境ふ、 砂糖、油、0ごま（む き）、片栗粉 豆みそ、0かつお節 つな、たまねぎ、にんじ ん、ねぎ、○カットわか め、○焼きのり、しょう が おにぎり、○みそ汁 （姓・わかめ）

27
月

煮干し ご暦、すまし汁（はんぺ 胚芽米、○′ト麦粉、○ ○牛乳、豚肉く肩ロー マスクメロン、もやし、○キヤ 0牛乳、○お好み
ん・わかめ）、鶏肉の味噌 ながいも、○油、砂 ス・脂身）、はんぺん、 ペツ、はくさい、にんじん、0 焼き、○こんぶ
焼き、彩り和え物、フルー 糖、ごま 0卯、米みそ（淡色辛 ねぎ、にら、0こんぷくだし 用）わかめ（乾）0あおの
ツ
みそ）、○さくらえび （茹）、0かつお節
り

28
火

スティック ロールパン、クリームシ ○米、ロールパン、小 ロールパン（卵・乳）牛 トマト、マスクメロン、たまわ 0お茶、0放き豚
チュ一、トマトとバジルの 麦粉、なたね油、○ご 乳、鶏もも肉 0焼き ぎ、日本かぼちゃ、0たまね チャーハン、○煮干
人参 サラダ、フルーツ ま油 豚、チーズ、バター、 0いわし（煮干し） ぎ、○にんじん、にんじん、 マッシュルーム、○ピーマ ン、グリーンアスパラガス、パ ．ジル・バジリコ し

29
水

かぶの ご飯、みそ汁（玉詔tなめ 胚芽米、○パイ生地、 0牛乳、まかじき、生揚 ぶどう、○だいこん、だ ○牛乳、○ウイン
こ）」かじきの磯辺揚げ、 小麦粉、油、なたね げ、0ウインナー、0パイ いこん、たまねぎ、にん ナーパイ、0大枚ス
味噌煮 厚揚げと野菜の旨煮、フ ルー・ツ 油、三温糖 生地（卵・乳）米みそ（淡 色辛みそ）、○米みそ（淡 色辛みそ） じん、なめこ（ゆで）、し け、たけ、いんげん、あ lおのり ティツタ

30

いんげん

木

和凰きのこスパゲティ一、

わかめスープ、ポテトとプ

の
ごま和え

ロツコリーのサラダ、フ
／レーツ

0米、マカロニ・スバゲ

ティー、じゃがいも、な

ベーコン、○豆みそ、

0油揚げ、バター ！ 】

たね油、オリーブ油、

0油、○砂糖、0蛙 ふ、ごま油、三温糖

マスクメロン、しめじ・しろたも

ぎたけ、たまねぎ、プロツコ 1一・・一ま −￣

リ、0たねぎ、えのきた けにんじんまいたけ0
にんじん、万能ねぎ、0さや えんどう、とうもろこし．0ひじ

みどり・きみどり親は、17日（金）レストランごっこをやります。
爪を切って、エプロン・三角巾を忘れないようにお願いします。

0お茶、○ひじき御

飯、○みそ汁（葱・

玉ねぎ）

