
3才以上児

日付 食　　事 午後のおやつ からだの血や肉になるもの からだの熱や力になるもの 体の調子をととのえるもの
ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質
脂質

1(火)
イングリッシュマフィン,いかの香味揚げ,スープヌードル
いんげんのごまマヨネーズ和え,トマト,牛乳

にんじんゼリー
ベーコン,牛乳,寒天 イングリッシュマフィン,マカロ

ニ,すりごま,マヨネーズ,三温
糖

たまねぎ,にんじん,チンゲン
サイ,いんげん,コーンパック,ト
マト,オレンジジュース果汁
100％,ポッカレモン

464kcal
18.0g
12.5g

2(水) 具だくさんうどん,キャベツのツナサラダ,オレンジ 牛乳,ドーナツ
豚肉,かまぼこ,卵,かつお節,
ツナ缶,牛乳

冷凍讃岐うどん,ごまドレッシ
ング

大根,にんじん,えのきたけ,干
ししいたけ,ねぎ,ほうれんそ
う,キャベツ,きゅうり,コーン
パック,オレンジ

435kcal
21.6g
11.9g

3(木) 鶏めし,さつま汁,切り干し大根のごま油炒め,バナナ 牛乳,クッキー
鶏むね肉,カットわかめ,かつ
お節,みそ,しらす干し,刻み昆
布,牛乳

米・精白米,三温糖,さつまい
も,ごま油,セブーレクッキー

ごぼう,にんじん,ほうれんそ
う,たまねぎ,切り干し大根,バ
ナナ

526kcal
16.0g
11.0g

4(金)
ライ麦パン,りんごジャム,豆腐団子,コロコロスープ
やみつききゅうり,ゼリー,牛乳

バナナヨーグルト
水切り木綿豆腐,干しえび,あ
おのり,しらす干し,かつお節,
ベーコン,牛乳,プレーンヨーグ
ルト

ライ麦パン,かたくり粉,油,じゃ
がいも,ごま油,三温糖,すりご
ま,ゼリー

りんごジャム,干ししいたけ,に
んじん,ねぎ,たまねぎ,パセリ
粉,きゅうり,バナナ

447kcal
19.7g
19.3g

5(土) すき焼き丼,キャベツのツナサラダ,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子
豚もも肉,絹ごし豆腐,かまぼ
こ,卵,ツナ缶,ヨーグルト,牛乳

米・精白米,しらたき,油,三温
糖,ごまドレッシング,せんべ
い

ねぎ,たまねぎ,もやし,にんじ
ん,生しいたけ,キャベツ,きゅ
うり,コーンパック

483kcal
18.3g
13.4g

6(日)

7(月)
たきこみわかめ,厚揚げの中華煮
きゅうりと人参のサラダ,オレンジ

牛乳,せんべい,チーズ
豚肉,生揚げ,ツナ缶,牛乳,ハ
イ！チーズ

米・精白米,ごま油,三温糖,か
たくり粉,マヨネーズ,おにぎり
せんべい

チンゲンサイ,にんじん,たま
ねぎ,たけのこ,干ししいたけ,
しょうがチューブ,きゅうり,コー
ンパック,オレンジ

554kcal
19.2g
21.9g

8(火) バターロールパン,とんかつ,豆腐スープ,せん野菜,牛乳 プリン
豚肉(30～40ｇ),木綿豆腐,牛
乳,卵,生クリーム

バターロールパン,小麦粉,パ
ン粉,油,和風ドレッシング,三
温糖

チンゲンサイ,大根,にんじん,
コーンパック,ねぎ,キャベツ,
きゅうり

625kcal
27.3g
64.5g

9(水)
チキンとごぼうのカレーピラフ,コーンスープ
コールスローサラダ

牛乳,オレンジ
鶏もも皮なし,豆乳,牛乳 米・精白米,油,フレンチドレッ

シング
たまねぎ,ごぼう,ピーマン,に
んじん,グリンピース,カレー
粉,クリームコーン,コーンパッ
ク,パセリ粉,キャベツ,きゅうり,
干しぶどう,オレンジ

451kcal
17.2g
11.2g

10(木)
七分つき玄米,いわしのみぞれ煮,みそ汁
ブロッコリーのおかか和え,バナナ

牛乳,せんべい
いわしのみぞれ煮,カットわか
め,かつお節,みそ,牛乳

米・七分つき米,せんべい もやし,こまつな,にんじん,ブ
ロッコリー,バナナ 452kcal

17.9g
12.9g

11(金)
全粒粉入り食パン,いちごジャム,魚のオランダ揚げ
チキンスープ,チンゲンサイとコーンのナムル,トマト,牛乳

とうもろこし
白身魚,豆乳,鶏もも肉,牛乳 全粒粉入り食パン,小麦粉,

油,じゃがいも,すりごま,ごま
油

いちごジャム,にんじん,たま
ねぎ,パセリ粉,チンゲンサイ,
もやし,コーンパック,トマト,とう
もろこし

498kcal
21.7g
16.0g

12(土) 焼きそば,青菜のごま和え,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子
豚もも肉,あおのり,ヨーグル
ト,牛乳

焼きそばめん,三温糖,すりご
ま,せんべい

たまねぎ,にんじん,キャベツ,
ピーマン,チンゲンサイ 382kcal

15.5g
10.5g

13(日)

14(月)
七分つき玄米,厚揚げの卵とじ
ほうれんそうとコーンマヨ和え,オレンジ

牛乳,クロロールパン
生揚げ,鶏もも皮なし,かつお
節,卵,牛乳

米・七分つき米,油,三温糖,マ
ヨネーズ,クロロールパン

しめじ,たまねぎ,にんじん,い
んげん,ほうれんそう,コーン
パック,オレンジ

531kcal
20.3g
16.0g

15(火)
白い食卓ロールパン,フライドチキン,五目スープ
パスタサラダ,牛乳

フルーツパフェ
鶏むね肉(30～40ｇ),豚肩ﾛｰ
ｽ,ツナ缶(水煮缶),牛乳

白い食卓ロールパン,三温糖,
かたくり粉,小麦粉,油,スパゲ
ティ,コーンフレーク,スーパー
カップ

チンゲンサイ,もやし,たまね
ぎ,にんじん,にら,きゅうり,キャ
ベツ,ミックスドフルーツ

581kcal
32.6g
18.0g

☆ 16(水) カレーライス,季節のサラダ,バナナ 牛乳,ルヴァン
鶏もも皮なし,牛乳 米・精白米,麦,じゃがいも,油,

フレンチドレッシング,ビスケッ
ト

たまねぎ,にんじん,エリンギ,
カレールウ,キャベツ,きゅうり,
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(ｸﾞﾘ-ﾝ),コーンパッ
ク,バナナ

498kcal
16.6g
13.5g

17(木)
食パン,りんごジャム,魚の竜田揚げ,ごぼうのきんぴら
野菜スープ,トマト,牛乳

オレンジ
白身魚,牛乳 食パン,かたくり粉,油,ごま油,

三温糖,すりごま,じゃがいも
りんごジャム,しょうがチュー
ブ,ごぼう,にんじん,いんげん,
キャベツ,たまねぎ,えのきた
け,トマト,オレンジ

418kcal
16.4g
12.2g

18(金)
人参ご飯,キャベツとしらすの中華風和え
玉ねぎのみそ汁,ゼリー

牛乳,コーンフレーク
鶏むね肉,かまぼこ,油あげ,あ
おのり,しらす干し,生揚げ,カッ
トわかめ,かつお節,みそ,牛乳

米・精白米,油,三温糖,すりご
ま,ごま油,ゼリー,コーンフ
レーク

にんじん,干ししいたけ,キャ
ベツ,きゅうり,コーンパック,た
まねぎ,ねぎ

583kcal
21.0g
10.6g

19(土) 親子丼,青菜のお浸し,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子
鶏もも肉,かまぼこ,木綿豆腐,
卵,かつお節,ヨーグルト,牛乳

米・精白米,三温糖,せんべい たまねぎ,干ししいたけ,にん
じん,チンゲンサイ 454kcal

19.5g
11.8g

20(日)

21(月) 七分つき玄米,豆腐じゃが,すまし汁,オレンジ 牛乳,せんべい,チーズ
豚肩ﾛｰｽ,焼き豆腐,かつお
節,油あげ,かまぼこ,牛乳,ハ
イ！チーズ

米・七分つき米,じゃがいも,
三温糖

にんじん,たまねぎ,グリン
ピース,ほうれんそう,えのき
たけ,ねぎ,オレンジ

506kcal
21.7g
15.6g

22(火)
バターロールパン,フランゴパッサリーニョ（ブラジル料
理）
フェジョアーダ（ブラジル料理）コールスローサラダ,牛乳

ブラジルのオレンジケーキ
鶏もも肉,ベーコン,赤いんげ
んまめ,牛乳,卵

バターロールパン,かたくり粉,
油,じゃがいも,フレンチドレッ
シング,小麦粉,マーガリン,三
温糖

たまねぎ,にんにくチューブ,パ
セリ粉,チンゲンサイ,にんじ
ん,キャベツ,きゅうり,コーン
パック,干しぶどう,オレンジ

715kcal
29.0g
69.3g

23(水)
ツナとコーンのチャーハン,ワンタンスープ
キャベツのごまマヨネーズ和え

牛乳,メロンうり
ツナ缶,ハム,豚ひき肉,ちくわ,
牛乳

米・精白米,油,すりごま,マヨ
ネーズ

コーンパック,たまねぎ,にんじ
ん,ねぎ,チンゲンサイ,キャベ
ツ,きゅうり,メロンうり

467kcal
17.2g
16.7g

24(木) 五目ラーメン,ひじきとさつま芋煮,バナナ
牛乳
ミニクロワッサン

豚もも肉,かつお節,ひじき,油
あげ,牛乳

中華めん(生),ごま油,さつま
いも,三温糖,ミニクロワッサン

コーンパック,もやし,チンゲン
サイ,にんじん,しめじ,ねぎ,干
ししいたけ,バナナ

603kcal
20.4g
16.7g

25(金)
イングリッシュマフィン,魚の揚げ煮,チキンスープ
切り干し大根のサラダ,トマト,牛乳

フルーツヨーグルト
白身魚,鶏もも肉,かまぼこ,牛
乳,プレーンヨーグルト

イングリッシュマフィン,かたく
り粉,油,三温糖,マヨネーズ,す
りごま

しょうがチューブ,かぼちゃ,た
まねぎ,チンゲンサイ,にんじ
ん,切り干し大根,きゅうり,トマ
ト,みかん缶,バナナ

503kcal
21.7g
17.0g

26(土) 焼うどん,もやしのごま和え,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子
豚もも肉,ヨーグルト,牛乳 白玉うどん,油,すりごま,せん

べい
キャベツ,にんじん,もやし

369kcal
15.3g
11.5g

27(日)

28(月) 野菜たっぷりマーボー丼,春雨の酢の物 牛乳,ビスコ
木綿豆腐,豚ひき肉,みそ,ハ
ム,牛乳

米・精白米,ごま油,三温糖,か
たくり粉,はるさめ,ビスケット

なす,たけのこ,ピーマン,にん
じん,ねぎ,しょうがチューブ,に
んにくチューブ,もやし,ほうれ
んそう,みかん缶

541kcal
18.9g
15.9g

29(火)
ライ麦パン,いちごジャム,チキンの南蛮漬け
中華スープ,こふきいも,トマト,牛乳

牛乳プリン
鶏もも肉,ハム,あおのり,牛乳,
ゼラチン

ライ麦パン,かたくり粉,油,三
温糖,はるさめ,じゃがいも

いちごジャム,たまねぎ,にん
じん,ピーマン,もやし,チンゲン
サイ,トマト

521kcal
28.7g
27.1g

30(水) タコライス,ポテトとウインナーのスープ,ヨーグルト 牛乳,オレンジ,せんべい
豚もも肉ミンチ,粉チーズ,ウイ
ンナー,ヨーグルト,牛乳

米・精白米,油,じゃがいも,せ
んべい

たまねぎ,レタス,トマト,にんに
くチューブ,しょうがチューブ,カ
レー粉,チンゲンサイ,もやし,
にんじん,オレンジ

564kcal
20.3g
17.9g

月平均栄養価　　　エネルギー   506kcal　　　たんぱく質   18.9g　　　脂質   17.7g

*材料の都合により変更する場合がありますので、ご了承下さい。

*砂糖は、漂泊してない三温糖・塩は、天然塩を使用しています。

☆は麦入りごはんを食べます。
*１１（金）の午後おやつのとうもろこしは食育の一環として年長さんが皮むき体験をします。
*２２（火）は世界のお菓子パーティーでブラジルの食事とおやつを食べます。

令和3年 6月     献立表

第２へきなんこども園
3才未満児

日付 午前のおやつ 食　　　事 午後のおやつ からだの血や肉になるもの からだの熱や力になるもの 体の調子をととのえるもの

ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質
脂質

1(火) せんべい
イングリッシュマフィン,いかの香味揚げ,スープヌードル
いんげんのごまマヨネーズ和え,トマト,牛乳

にんじんゼリー

ベーコン,牛乳,寒天 ばかうけ（青のり）,イングリッ
シュマフィン,マカロニ,すりごま,
マヨネーズ,三温糖

たまねぎ,にんじん,チンゲンサ
イ,いんげん,コーンパック,トマト,
オレンジジュース果汁100％,

ポッカレモン

294kcal
10.6g

9.2g

2(水) スティック人参 具だくさんうどん,キャベツのツナサラダ,オレンジ 牛乳,ドーナツ

豚肉,かまぼこ,卵,かつお節,ツナ
缶,牛乳

冷凍讃岐うどん,ごまドレッシン
グ

にんじん,大根,えのきたけ,干しし
いたけ,ねぎ,ほうれんそう,キャベ
ツ,きゅうり,コーンパック,オレンジ

302kcal
16.6g
9.7g

3(木) せんべい 鶏めし,さつま汁,切り干し大根のごま油炒め,バナナ 牛乳,クッキー

鶏むね肉,カットわかめ,かつお
節,みそ,しらす干し,刻み昆布,牛
乳

せんべい,米・精白米,三温糖,さ
つまいも,ごま油,セブーレクッ
キー

ごぼう,にんじん,ほうれんそう,た
まねぎ,切り干し大根,バナナ 458kcal

13.7g
10.1g

4(金) せんべい
ライ麦パン,豆腐団子,コロコロスープ
やみつききゅうり,ゼリー,牛乳

バナナヨーグルト

水切り木綿豆腐,干しえび,あお
のり,しらす干し,かつお節,ベーコ
ン,牛乳,プレーンヨーグルト

せんべい,ライ麦パン,かたくり粉,
油,じゃがいも,ごま油,三温糖,す
りごま,ゼリー

干ししいたけ,にんじん,ねぎ,たま
ねぎ,パセリ粉,きゅうり,バナナ 285kcal

12.9g
14.7g

5(土) まめぴよ すき焼き丼,キャベツのツナサラダ,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子

まめぴよ,豚もも肉,絹ごし豆腐,
かまぼこ,卵,ツナ缶,ヨーグルト,
牛乳

米・精白米,しらたき,油,三温糖,
ごまドレッシング,せんべい

ねぎ,たまねぎ,もやし,にんじん,
生しいたけ,キャベツ,きゅうり,
コーンパック

376kcal
14.0g
13.3g

6(日)
212kcal

5.4g
5.0g

7(月) ビスケット
たきこみわかめ,厚揚げの中華煮
きゅうりと人参のサラダ,オレンジ

牛乳,せんべい,チーズ

豚肉,生揚げ,ツナ缶,牛乳,ハイ！
チーズ

ビスケット,米・精白米,ごま油,三
温糖,かたくり粉,マヨネーズ,おに

ぎりせんべい

チンゲンサイ,にんじん,たまね
ぎ,たけのこ,干ししいたけ,しょう

がチューブ,きゅうり,コーンパッ
ク,オレンジ

478kcal

16.7g
19.9g

8(火) プレーンヨーグルト
バターロールパン,とんかつ,豆腐スープ,せん野菜
牛乳

プリン

プレーンヨーグルト,豚肉(30～
40ｇ),木綿豆腐,牛乳,卵,生クリー
ム

バターロールパン,小麦粉,パン
粉,油,和風ドレッシング,三温糖

チンゲンサイ,大根,にんじん,
コーンパック,ねぎ,キャベツ,きゅ
うり

350kcal
15.7g

34.0g

9(水) スティック人参
チキンとごぼうのカレーピラフ,コーンスープ
コールスローサラダ

牛乳,オレンジ

鶏もも皮なし,豆乳,牛乳 米・精白米,油,フレンチドレッシン
グ

にんじん,たまねぎ,ごぼう,ピーマ
ン,グリンピース,カレー粉,クリー
ムコーン,コーンパック,パセリ粉,

キャベツ,きゅうり,干しぶどう,オレ
ンジ

380kcal
14.5g

9.7g

10(木) ビスケット
七分つき玄米,いわしのみぞれ煮,みそ汁
ブロッコリーのおかか和え,バナナ

牛乳,せんべい

いわしのみぞれ煮,カットわかめ,
かつお節,みそ,牛乳

ビスケット,米・七分つき米,せん
べい

もやし,こまつな,にんじん,ブロッ
コリー,バナナ 361kcal

13.6g
9.5g

11(金) チーズ
全粒粉入り食パン,魚のオランダ揚げ,チキンスープ
チンゲンサイとコーンのナムル,トマト,牛乳

とうもろこし

ハイ！チーズ,白身魚,豆乳,鶏も
も肉,牛乳

全粒粉入り食パン,小麦粉,油,
じゃがいも,すりごま,ごま油

にんじん,たまねぎ,パセリ粉,チ
ンゲンサイ,もやし,コーンパック,
トマト,とうもろこし

301kcal
15.3g
12.5g

12(土) まめぴよ 焼きそば,青菜のごま和え,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子

まめぴよ,豚もも肉,あおのり,ヨー
グルト,牛乳

焼きそばめん,三温糖,すりごま,
せんべい

たまねぎ,にんじん,キャベツ,
ピーマン,チンゲンサイ 312kcal

11.9g
11.0g

13(日)

14(月) プレーンヨーグルト
七分つき玄米,厚揚げの卵とじ
ほうれんそうとコーンマヨ和え,オレンジ

牛乳,クロロールパン

プレーンヨーグルト,生揚げ,鶏も
も皮なし,かつお節,卵,牛乳

米・七分つき米,油,三温糖,マヨ
ネーズ,クロロールパン

しめじ,たまねぎ,にんじん,いん
げん,ほうれんそう,コーンパック,

オレンジ

416kcal

16.7g
13.3g

15(火) チーズ
白い食卓ロールパン,フライドチキン,五目スープ
パスタサラダ,牛乳

フルーツパフェ

ハイ！チーズ,鶏むね肉(30～40
ｇ),豚肩ﾛｰｽ,ツナ缶(水煮缶),牛

乳

白い食卓ロールパン,三温糖,か
たくり粉,小麦粉,油,スパゲティ,

コーンフレーク,スーパーカップ

チンゲンサイ,もやし,たまねぎ,に
んじん,にら,きゅうり,キャベツ,ミッ

クスドフルーツ

361kcal

20.6g
13.3g

☆ 16(水) スティック人参 カレーライス,季節のサラダ,バナナ 牛乳,ルヴァン

鶏もも皮なし,牛乳 米・精白米,麦,じゃがいも,油,フレ
ンチドレッシング,ビスケット

にんじん,たまねぎ,エリンギ,カ
レールウ,キャベツ,きゅうり,ｱｽﾊﾟ
ﾗｶﾞｽ(ｸﾞﾘ-ﾝ),コーンパック,バナ

ナ

413kcal
14.0g

11.3g

17(木) クッキー
食パン,魚の竜田揚げ,ごぼうのきんぴら
野菜スープ,トマト,牛乳

オレンジ

白身魚,牛乳 セブーレクッキー,食パン,かたく
り粉,油,ごま油,三温糖,すりごま,
じゃがいも

しょうがチューブ,ごぼう,にんじ
ん,いんげん,キャベツ,たまねぎ,
えのきたけ,トマト,オレンジ

284kcal
9.9g
10.6g

18(金) ビスケット
人参ご飯,キャベツとしらすの中華風和え
玉ねぎのみそ汁,ゼリー

牛乳,コーンフレーク

鶏むね肉,かまぼこ,油あげ,あお
のり,しらす干し,生揚げ,カットわ
かめ,かつお節,みそ,牛乳

しるこサンド,米・精白米,油,三温
糖,すりごま,ごま油,ゼリー,コー
ンフレーク

にんじん,干ししいたけ,キャベツ,
きゅうり,コーンパック,たまねぎ,
ねぎ

445kcal
16.0g
9.1g

19(土) まめぴよ 親子丼,青菜のお浸し,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子

まめぴよ,鶏もも肉,かまぼこ,木
綿豆腐,卵,かつお節,ヨーグルト,
牛乳

米・精白米,三温糖,せんべい たまねぎ,干ししいたけ,にんじん,
チンゲンサイ 348kcal

13.9g
11.7g

20(日)

21(月) プレーンヨーグルト 七分つき玄米,豆腐じゃが,すまし汁,オレンジ 牛乳,せんべい,チーズ

プレーンヨーグルト,豚肩ﾛｰｽ,焼

き豆腐,かつお節,油あげ,かまぼ
こ,牛乳,ハイ！チーズ

米・七分つき米,じゃがいも,三温

糖

にんじん,たまねぎ,グリンピース,

ほうれんそう,えのきたけ,ねぎ,オ
レンジ

428kcal
19.3g
14.3g

22(火) かっぱえびせん
バターロールパン,フランゴパッサリーニョ（ブラジル料理）
フェジョアーダ（ブラジル料理）コールスローサラダ,牛乳

ブラジルのオレンジケーキ

鶏もも肉,ベーコン,赤いんげん
まめ,牛乳,卵

かっぱえびせん,バターロール
パン,かたくり粉,油,じゃがいも,フ

レンチドレッシング,小麦粉,マー
ガリン,三温糖

たまねぎ,にんにくチューブ,パセ
リ粉,チンゲンサイ,にんじん,キャ

ベツ,きゅうり,コーンパック,干し
ぶどう,オレンジ

421kcal

16.1g
37.4g

23(水) ビスケット
ツナとコーンのチャーハン,ワンタンスープ
キャベツのごまマヨネーズ和え

牛乳,メロンうり

ツナ缶,ハム,豚ひき肉,ちくわ,牛
乳

ビスケット,米・精白米,油,すりご
ま,マヨネーズ

コーンパック,たまねぎ,にんじん,
ねぎ,チンゲンサイ,キャベツ,きゅ
うり,メロンうり

456kcal
19.0g

26.8g

24(木) せんべい 五目ラーメン,ひじきとさつま芋煮,バナナ 牛乳,ミニクロワッサン

豚もも肉,かつお節,ひじき,油あ
げ,牛乳

せんべい,中華めん(生),ごま油,
さつまいも,三温糖,ミニクロワッ
サン

コーンパック,もやし,チンゲンサ
イ,にんじん,しめじ,ねぎ,干ししい
たけ,バナナ

465kcal
16.5g
12.9g

25(金) スティック人参
イングリッシュマフィン,魚の揚げ煮,チキンスープ
切り干し大根のサラダ,トマト,牛乳

フルーツヨーグルト

白身魚,鶏もも肉,かまぼこ,牛乳,
プレーンヨーグルト

イングリッシュマフィン,かたくり
粉,油,三温糖,マヨネーズ,すりご
ま

にんじん,しょうがチューブ,かぼ
ちゃ,たまねぎ,チンゲンサイ,切り
干し大根,きゅうり,トマト,みかん
缶,バナナ

333kcal
14.7g
12.4g

26(土) まめぴよ 焼うどん,もやしのごま和え,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子

まめぴよ,豚もも肉,ヨーグルト,牛
乳

白玉うどん,油,すりごま,せんべ
い

キャベツ,にんじん,もやし
306kcal
11.8g
11.5g

27(日)

28(月) チーズ 野菜たっぷりマーボー丼,春雨の酢の物 牛乳,ビスコ

ハイ！チーズ,木綿豆腐,豚ひき

肉,みそ,ハム,牛乳

米・精白米,ごま油,三温糖,かた

くり粉,はるさめ,ビスケット

なす,たけのこ,ピーマン,にんじ

ん,ねぎ,しょうがチューブ,にんに
くチューブ,もやし,ほうれんそう,
みかん缶

461kcal
18.1g
15.6g

29(火) こつぶっこ
ライ麦パン,チキンの南蛮漬け,中華スープ
こふきいも,トマト,牛乳

牛乳プリン

鶏もも肉,ハム,あおのり,牛乳,ゼ
ラチン

こつぶっこ（亀田製菓）,ライ麦パ
ン,かたくり粉,油,三温糖,はるさ

め,じゃがいも

たまねぎ,にんじん,ピーマン,も
やし,チンゲンサイ,トマト 285kcal

15.7g
15.7g

30(水) スティック人参 タコライス,ポテトとウインナーのスープ,ヨーグルト 牛乳,オレンジ,せんべい

豚もも肉ミンチ,粉チーズ,ウイン
ナー,ヨーグルト,牛乳

米・精白米,油,じゃがいも,せん
べい

にんじん,たまねぎ,レタス,トマト,
にんにくチューブ,しょうがチュー

ブ,カレー粉,チンゲンサイ,もやし,
オレンジ

429kcal
15.8g

13.1g

月平均栄養価　　　エネルギー   383kcal　　　たんぱく質   13.8g　　　脂質   13.4g

*材料の都合により変更する場合がありますので、ご了承下さい。

*砂糖は、漂泊してない三温糖・塩は、天然塩を使用しています。

☆は麦入りごはんを食べます。

*22（火）は世界のお菓子パーティーでブラジルの食事とおやつを食べます。

令和3年 6月     献立表
第２へきなんこども園

日付 献立名 材料名

1(火)
のむヨーグルト
スナックスティックパン

のむヨーグルト/ スナックスティックパン

2(水)
野菜ジュース
さつまいもスティックパン

野菜ジュース/ さつまいもスティックパン

3(木)
おたのしみジュース
野菜と果物のスティックパン

おたのしみジュース/ 野菜と果物のスティックパン

4(金)
アップルジュース
スナックスティックパン

アップルジュース/ スナックスティックパン

5(土)
おたのしみジュース
スナックスティックパン

おたのしみジュース / スナックスティックパン

6(日)

7(月)
のむヨーグルト
さつまいもスティックパン

のむヨーグルト/ さつまいもスティックパン

8(火)
野菜ジュース
スナックスティックパン

野菜ジュース / スナックスティックパン

9(水)
アップルジュース
野菜と果物のスティックパン

アップルジュース/ 野菜と果物のスティックパン

10(木)
おたのしみジュース
さつまいもスティックパン

おたのしみジュース/ さつまいもスティックパン

11(金)
のむヨーグルト
スナックスティックパン

のむヨーグルト / スナックスティックパン

12(土)
おたのしみジュース
スナックスティックパン

おたのしみジュース / スナックスティックパン

13(日)

14(月)
野菜ジュース
さつまいもスティックパン

野菜ジュース / さつまいもスティックパン

15(火)
アップルジュース
野菜と果物のスティックパン

アップルジュース / 野菜と果物のスティックパン

16(水)
のむヨーグルト
スナックスティックパン

のむヨーグルト / スナックスティックパン

17(木)
おたのしみジュース
野菜と果物のスティックパン

おたのしみジュース / 野菜と果物のスティックパン

18(金)
野菜ジュース
さつまいもスティックパン

野菜ジュース / さつまいもスティックパン

19(土)
おたのしみジュース
スナックスティックパン

おたのしみジュース/ スナックスティックパン

20(日)

21(月)
アップルジュース
野菜と果物のスティックパン

アップルジュース / 野菜と果物のスティックパン

22(火)
おたのしみジュース
スナックスティックパン

おたのしみジュース / スナックスティックパン

23(水)
野菜ジュース
さつまいもスティックパン

野菜ジュース / さつまいもスティックパン

24(木)
のむヨーグルト
野菜と果物のスティックパン

のむヨーグルト / 野菜と果物のスティックパン

25(金)
アップルジュース
スナックスティックパン

アップルジュース / スナックスティックパン

26(土)
おたのしみジュース
スナックスティックパン

おたのしみジュース / スナックスティックパン

27(日)

28(月)
野菜ジュース
さつまいもスティックパン

野菜ジュース / さつまいもスティックパン

29(火)
のむヨーグルト
野菜と果物のスティックパン

のむヨーグルト / 野菜と果物のスティックパン

30(水)
アップルジュース
スナックスティックパン

アップルジュース / スナックスティックパン

令和3年6月   献　立　表


