
ビスケット

牛乳

牛乳

ビスケット

牛乳

牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット ヨーグルト
牛乳 せんべい

牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット ミルク寒天

牛乳 牛乳

ビスケット ホットケーキ
牛乳 牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット

牛乳

牛乳

ビスケット バームクーヘン

牛乳 牛乳

ビスケット

牛乳

牛乳

ビスケット ニラせんべい

牛乳 牛乳

ビスケット

牛乳

牛乳

ビスケット ミルクもち
牛乳 牛乳

ビスケット

牛乳

牛乳

3歳以上児／3歳未満児 令和4年　　　　6月予定献立表 保育園コスモス

日
曜
日

午前 昼食 午後

3色分類
ｴﾈﾙｷﾞ-(kcal)

1 水

ちりめんじゃこ、ぶたにく、
おから、たまご、ぎゅう
にゅう

ごはん、じゃがいも、なた
ねあぶら、さとう、こむぎ
こ、ビスケット

しらす入り炊き込みご飯

豚肉とじゃがいもの甘辛炒め

おからのソフ
トクッキー

ﾀﾝﾊﾟｸ(g)
あか 黄 みどり 脂質(g)

食塩相当量(g)

23.9(22.9)

ハンバーグ 25(25.2)
2.7(2.2)アスパラとトマトのサラダ

ヨーグルト
ケーキ

1.7(1.5)

2 木

バターロールパン バナナ ベーコン、ぎゅうにゅう、た
まご、ぶたひきにく、ぎゅ
うにく、ヨーグルト

ロールパン、さとう、パン
こ、じゃがいも、さらだあ
ぶら、ホットケーキミック
ス、ビスケット

さやいんげん、キャベツ、たまね
ぎ、にんじん、アスパラガス、きゅ
うり、コーン、バナナ、レモン

622(627)

コンソメスープ

こまつな、にんじん、ひじ
き、キャベツ、たまねぎ、
えのきたけ、さやえんど
う、オレンジ

577(550)

キャベツスープ 24.4(22.6)

12.1(14.5)

オレンジ

3 金

ご飯 ミニゼリー みそ、とうふ、べにざけ、
たまご、ぎゅうにゅう

ごはん、さとう、こむぎこ、
バター、ごま、ごまあぶ
ら、ゼリー、ビスケット

ほうれん草のナムル

かぼちゃのマ
フィン

4 土

チキンライス とりひきにく、たまご、ミー
トボール、ヨーグルト、
ぎゅうにゅう

ごはん、せんべい、ビス
ケット

にんじん、たまねぎ、さや
いんげん、ブロッコリー

565(568)
玉子スープ 21.6(21.3)

肉団子 20.4(23.2)

1.6(1.5)

1.7(1.3)

たまねぎ、だいこん、ほう
れんそう、にんじん、もや
し、かぼちゃ

611(573)
味噌汁 23.1(21.3)

さけのムニエル 18(19.1)

2.1(1.7)

7 火

ベーコン、とうふ、ぎゅう
にゅう、ぶたひきにく、た
まご

マカロニ・スパゲッティ、バ
ター、さとう、ビスケット

やきのり、ほうれんそう、しめじ、し
いたけ、だいこん、にんじん、トウ
ミョウ、ピーマン、たまねぎ、バナ
ナ、パインアップルかん、みかん
かん、かんてん

507(517)

中華スープ

たまねぎ、だいこん、長ねぎ、にん
じん、ピーマン、しょうが、にんに
く、きゅうり、わかめ、もやし、コー
ン

590(556)
味噌汁 22(20.7)

19.1(20.1)

きゅうりのナムル

6 月

強化米 ミニゼリー みそ、とうふ、ぶたひきに
く、きなこ、ぎゅうにゅう

強化米、ごまあぶら、さと
う、ごま、ゼリー、マカロ
ニ・スパゲッティ、ビスケッ
ト

豚肉と野菜の炒め煮

マカロニ
　きなこ

8 水

≪園外保育の日≫ ぎゅうにゅう、たまご いちごジャム、ホットケー
キミックス、ビスケット

19.6(18.8)

15(16.7)

バナナ 1(0.7)

9 木

バターロールパン ベーコン、とりもも、まぐ
ろ、ぎゅうにゅう

ロールパン、じゃがいも、
オリーブゆ、ごはん、ビス
ケット

ほうれんそう、たまねぎ、マッシュ
ルーム、トマト缶、ピーマン、にん
じん、バナナ、しおこんぶ

706(694)
ジュリアンスープ 25.6(24.2)

鶏肉のトマト煮 22.6(23.4)

バナナ 3.2(2.8)

ツナ昆布おに
ぎり

0.4(0.4)

222(263)
8.6(9.8)
8.3(11.3)

2.4(2)

11 土

たまご、ちりめんじゃこ、
ぶたひきにく、ぎゅうにゅ
う

ごまあぶら、ごはん、しらたき、パン
こ、バター、こむぎこ、こーんすたー
ち、さとう、ビスケット

こねぎ、にんじん、だいこ
ん、えのきたけ、さやえん
どう、たまねぎ、ひじき

687(631)

たまねぎ、だいこん、しい
たけ、にんじん、ひじき、
オレンジ

600(567)

味噌汁 23.2(21.5)

赤魚の煮つけ 14.7(16.5)

ひじき煮

10 金

ご飯 オレンジ みそ、とうふ、あかうお、
ちくわ、たまご、とうにゅ
う、ぎゅうにゅう

ごはん、さとう、なたねあ
ぶら、こむぎこ、ビスケット

豆乳のカップ
ケーキ

強化米、ごま、さとう、ゼ
リー、さらだあぶら、ホット
ケーキミックス、ビスケット

にんじんの蒸
しパン

29(26.1)

ひじきハンバーグ 26.7(26.1)

2.4(2)

1.7(1.3)

14 火

素麺 ロースハム、たまご、あつ
あげ、ぎゅうにゅう

そうめん、ごまあぶら、さ
とう、かたくりこ、おこのみ
やきこ、ビスケット

きゅうり、ピーマン、たま
ねぎ、バナナ、にら

501(511)

たまねぎ、だいこん、しい
たけ、にんじん、コーン、
さやえんどう、ひじき

567(537)

味噌汁 18.6(17.8)

野菜入り豚そぼろ 18.7(19.7)

ひじきのサラダ

13 月

強化米 ミニゼリー みそ、とうふ、ぶたひきに
く、ロースハム、ぎゅう
にゅう、たまご

水

カレーライス ぎゅうにく、ロースハム、
たまご、鉄分入りヨーグル
ト、ぎゅうにゅう

じゃがいも、ごはん、ドレッ
シング、はるさめ、さとう、
こむぎこ、くるみ、バター、
ビスケット

くるみのクッ
キー

19.3(18.7)

バナナ 16.3(17.7)

1.9(1.5)

18.4(18.7)

19.8(21)
チーズ 2.1(1.8)

2.1(1.8)

16 木

バターロールパン バナナ ベーコン、チーズ、きな
こ、ぎゅうにゅう

ロールパン、じゃがいも、
さらだあぶら、さとう、かた
くりこ、ビスケット

トマト缶、たまねぎ、にん
じん、キャベツ、アスパラ
ガス、きゅうり、コーン、
バナナ

610(617)
ミネストローネ

たまねぎ、にんじん、きゅ
うり、ミニトマト

700(659)

春雨サラダ 17.5(17.1)

ミニトマト 23.6(23.8)
15

14.7(16.4)

油揚げの五目煮

17 金

ご飯 オレンジ みそ、とうふ、たら、あぶ
らあげ、いんげんまめ、
ぎゅうにゅう、たまご

ごはん、じゃがいも、さと
う、バター、こむぎこ、こー
んすたーち、ビスケット

ベルギーワッ
フル

2.1(1.8)

たまねぎ、こまつな、にん
じん、干ししいたけ、オレ
ンジ

619(584)

味噌汁 28.3(25.6)

たらの煮つけ

(体をつくる・
血や肉になる)

(力や体温の
もとになる)

(体の調子を整える)

和風スパゲッティ

スペイン風オムレツ

しらすチャーハン

千切り野菜のスープ

生揚げとピーマンの甘酢炒め

アスパラとポテトのサラダ

鉄分入りヨーグルト
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ビスケット ヨーグルト

牛乳 せんべい

牛乳

ビスケット きなこクッキー
牛乳 牛乳

ビスケット フレンチトースト

牛乳 牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット セサミクッキー
牛乳 牛乳

ビスケット プリン
牛乳 せんべい

牛乳

ビスケット お麩のラスク
牛乳 牛乳

ビスケット お好み焼
牛乳 牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

※園の行事や食材の入荷状況により、献立の変更をする場合があります。

※午前おやつのビスケットは、どうぶつビスケットやマンナです。

星印は新メニューです。楽しみにしていてくださいね♪

22.4(20.7)

フレンチサラダ 19.4(20.4)

1.4(1.2)

18 土

二色そぼろ丼 たまご、とりひきにく、み
そ、とうふ、ヨーグルト、
ぎゅうにゅう

さとう、ごはん、さらだあぶ
ら、せんべい、ビスケット

たまねぎ、だいこん、キャ
ベツ、きゅうり、にんじ
ん、ブロッコリー

581(549)

味噌汁

21 火

ぎゅうにゅう、ロースハ
ム、たまご、とうふ、とう
にゅう、むぎみそ

マカロニ・スパゲッティ、さ
とう、バター、マヨネーズ、
ごま、しょくぱん、ビスケッ
ト

ピーマン、たまねぎ、に
ら、きゅうり、にんじん、き
りぼしだいこん、バナナ

729(690)

たまねぎ、だいこん、しい
たけ、もやし、きゅうり、に
んじん

682(629)
味噌汁 24.8(23.1)

豆腐ハンバーグ 25.3(25.1)

もやしのサラダ

20 月

強化米 ミニゼリー みそ、とうふ、ぶたひきに
く、たまご、ぎゅうにゅう、
あぶらあげ、きなこ

強化米、パンこ、さらだあ
ぶら、さとう、ごまあぶら、
ゼリー、バター、こむぎこ、
ビスケット

あぶらあげ、ぶたにく、と
りもも、ぎゅうにゅう、たま
ご

ごはん、じゃがいも、ごまあぶら、
ホットケーキミックス、ママレード
ジャム、さらだあぶら、バター、ビス
ケット

ママレード
ホットケーキ

27.5(25.2)

23.8(23.8)

バナナ 4.6(3.6)

1.2(0.9)

21.4(20.9)

20.1(21.2)

1.3(1.1)

フルーツ寒天
ゼリー

2.1(1.7)

23 木

バターロールパン バナナ たまご、とりもも、まぐろ、
ぎゅうにゅう

ロールパン、ごまあぶら、
ごま、ママレードジャム、さ
とう、なたねあぶら、ビス
ケット

レタス、わかめ、キャベツ、にんじ
ん、バナナ、パインアップルかん、
みかんかん、かんてん

570(584)
レタスのスープ

たけのこ、にんじん、さや
えんどう、だいこん、こま
つな、長ねぎ、りんご
ジュース

547(521)
大根汁 18.6(17.8)

16.7(18)
果汁（りんご）

22 水

1.2(1)

25 土

野菜煮込みうどん たまご、みそ、とりひきに
く、ぎゅうにゅう

うどん、かたくりこ、マヨ
ネーズ、プリン、せんべ
い、ビスケット

しいたけ、にんじん、はく
さい、長ねぎ

515(494)
鶏つくねバーグ

たまねぎ、こまつな、しい
たけ、にんじん、きりぼし
だいこん、オレンジ

577(551)
味噌汁 24.1(22.3)

14.1(15.9)
24 金

ご飯 オレンジ みそ、とうふ、まぐろ、ちく
わ、たまご、ぎゅうにゅう

ごはん、さとう、バター、こ
むぎこ、ごま、ビスケット

かじきまぐろのソテー
切り干し大根の煮物

27 月

強化米 ミニゼリー みそ、とうふ、ぶたひきに
く、ロースハム、ぎゅう
にゅう

強化米、さとう、じゃがいも、マカロ
ニ・スパゲッティ、マヨネーズ、ゼ
リー、バター、ふ、ビスケット

25.8(23.5)

20.1(20.9)

3.2(2.5)

長ねぎ、しめじ、だいこ
ん、にんじん、バナナ、
キャベツ

657(639)
鶏肉の甘辛煮

たまねぎ、だいこん、さや
いんげん、にんじん、きゅ
うり

544(516)
味噌汁 15.3(15.1)

肉じゃが 17.7(18.9)

マカロニサラダ

29 水

ハヤシライス ぎゅうにく、ぶたひきにく、
ヨーグルト、ぎゅうにゅう

ごはん、ごま、さとう、かた
くりこ、バター、じゃがい
も、ビスケット

ほうれん草の胡麻和え
じゃがいも
　　もち

バナナ
さつまいものバター炒め

28 火

けんちんうどん とうふ、あぶらあげ、とりも
も、たまご、ぎゅうにゅう

うどん、さつまいも、バ
ター、さとう、こむぎこ、ビ
スケット

30 木

バターロールパン ぎゅうにゅう、とりひきに
く、ちりめんじゃこ、たま
ご、おから

ロールパン、バター、こむ
ぎこ、じゃがいも、ごま、ご
まあぶら、さとう、ビスケッ
ト

さやいんげん、にんじ
ん、たまねぎ、だいこん、
キャベツ、きゅうり、コー
ン、バナナ

630(635)
クリームシチュー 18.7(18.7)

22.3(23.3)

バナナ 1.5(1.3)
かりかりじゃこサラダ

おからの
　マフィン

2(1.7)

にんじん、たまねぎ、ほう
れんそう、えのきたけ、ミ
ニトマト

628(590)
21.7(20.2)

ミニトマト 22.3(22.7)

ヨーグルト

25.3(23.6)

14.2(16.2)

3.1(2.5)

1.4(1)

スパゲッティナポリタン
ニラと豆腐のかきたま汁
切り干し大根のサラダ

新じゃがと鶏肉の煮物

チキンのママレード煮
キャベツとツナの甘酢和え

たけのこご飯

給食だより
色づき始めたアジサイに、梅雨の訪れを感じる季節となりました。季節の変わり目は、１日の寒暖差も

大きく、体調をくずしやすい時期です。むし暑さで食欲を落とさないように、料理にも工夫をしましょう。

《ビタミンを摂取して免疫力アップ！》

ビタミンには、体の調子を整える役割があります。

たとえば、緑黄色野菜に多く含まれるビタミンAは粘

膜や皮膚の健康を維持し、ブロッコリーや果物のか

きに多く含まれるビタミンCはコラーゲンの生成を助

け、白血球の働きを強化します。また、かぼちゃや赤

ピーマンに多く含まれるビタミンEには抗酸化作用が

あります。ビタミンを積極的に取り入れて体の免疫力

をアップさせましょう。

【食中毒に注意！】

〈食中毒の種類と家庭での予防〉

食中毒の中で発生件数が多いのは、サル

モネラ菌やカンピロバクターなどによる細菌

性中毒とウイルス性中毒で、この２種類で

全体の約８割になります。食中毒の予防は、

細菌やウイルスを「つけない」「増やさない」

「やっつける」ことが３原則です。そのために

は家庭でも、調理前はしっかり手洗いをす

る、調理後はすぐに食べる、食品は十分に

火を通すなどに気をつけましょう。
【旬の食材】

いんげんまめ、きゅうり、トマト、そらまめ、ピーマン、さくらんぼ、

びわ、なつみかん、あゆ、かつお、あじ

※旬の夏野菜にはビタミンが多く含まれ、体を冷やし、

消化を助けるものが多くあります。

(2/2)


