
日付 １日（月） ２日（火） ３日（水） ４日（木） ５日（金）

ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん

　 松風焼き 鯖のグリーンフリッター 高野豆腐の揚げ煮 スコッチエッグ 鶏のから揚げ
（豚挽き肉　玉ねぎ　白ごま） （鯖　粉チーズ　パセリ） （高野豆腐　小松菜　人参） (豚ひき肉　ゆで卵　ケチャップ） （鶏もも肉）

もやしのスープ コールスローサラダ きゃべつの塩昆布和え のり酢あえ トマトとしらすのサラダ
献立 （もやし　ブロッコリー　人参） （きゃべつ　きゅうり　もやし　ツナ缶　コーン　青じそドレッシング） （キャベツ　塩昆布） （ほうれん草　人参　もやし　ツナ　刻みのり　黒いりごま） （トマト　しらす　きゅうり　青じそ　オリーブオイル）

ミニトマト けんちん汁 根野菜みそ汁 中華スープ キャベツのみそ汁
チーズ （ごぼう　人参　しめじ　木綿豆腐　大根） （ごぼう　れんこん　大根　鶏もも肉） （チンゲン菜　人参　筍　椎茸） （キャベツ　たまねぎ　うすあげ）

味付けのり
未満児482kcal 17.6g 16.8g 65.2ｇ 以上児534kcal 21.0g 18.7g 67.8g　2.5ｇ 未満児393kca 16.8g 13.2g 50.2ｇ  以上児511kcal 22.4ｇ 16.0ｇ　66.0g　2.1ｇ 未満児350kcaｌ　14.2g 7.6g　57.8ｇ   以上児384kcal 17.4ｇ 7.3ｇ 61.0g　2.8ｇ 未満児483kcaｌ　23.3g 21.2g　49.8ｇ   以上児689kcal 34.4ｇ 30.3ｇ 69.4g　1.6ｇ 未満児529kcaｌ　17.6g 23.8g　58.5ｇ   以上児659kcal 20.7ｇ 29.6ｇ 72.8g　2.4ｇ

３時のおやつ ミレービスケット　牛乳 鉄カルシウムウエハース ★ポンデケージョ ★豆っこしんちゃん ごまビスケット　牛乳
日付 ８日（月） ９日（火） １０日（水） １１日（木） １２日（金）

ごはん ゆかりごはん 親子丼 ごはん ちっちゃなロールパン
ちくわの磯辺揚げ 筑前煮 （ごはん　卵　鶏肉　玉ねぎ　蒲鉾　三つ葉） コロッケ サマースパゲッティ
（ちくわ　青のり　小麦粉） （蓮根　ごぼう　人参　鶏肉　筍　こんにゃく　干し椎茸） きゅうりとハムの酢の物 （じゃがいも　玉ねぎ　豚ひき肉　パン粉） （スパゲティ　ツナ缶　トマト　にんにく　パセリ）

切り干し大根のカレー炒め 大豆とさつま芋の甘辛揚げ （きゅうり　ハム　チーズ　わかめ） 人参とレンコンのマヨ和え ブロッコリーのごまドレッシング和え

（切り干し大根　ベーコン　人参　たけのこ　ねぎ） （大豆　さつま芋　ちりめんじゃこ） なめこのみそ汁 （人参　れんこん　枝豆　卵なしマヨネーズ　白すりごま） （ブロッコリー　人参　ごまドレッシング）

オクラのすまし汁 大根のみそ汁 （なめこ　うすあげ　人参） ちくわのすまし汁 アスパラベーコンスープ
（オクラ　玉ねぎ） （大根　しめじ　ほうれん草） りんご （ちくわ　大根　えのき　三つ葉） （アスパラ　ベーコン　コーン）

未満児377kcaｌ　11.8g　9.0g 61.2ｇ  以上児501kcal 14.9g　9.1g　86.9ｇ　2.4ｇ 未満児412kca 13.4g　12.8g　60.3ｇ   以上児533kcal 16.8g　14.0g　83.3ｇ　1.9ｇ 未満児448kca 19.2g　12.7g 62.9ｇ  以上児529kcal 23.7ｇ　13.3ｇ　77.0ｇ　3.8ｇ 未満児457kcaｌ 15.3ｇ　13.4g　69.8g   以上児516kcal 17.9g　13.5g　79.2ｇ　2.3ｇ 未満児432kcaｌ 15.3g　16.6g　55.2ｇ 以上児496kcal 16.2g　18.2g　65.4ｇ　2.2ｇ

３時のおやつ ★わかめおむすび　煮干し ★カルピスシャーベット(さくら・ももは★りんごゼリーです） 黒豆きなこあられ ★よもぎマフィン　ジョア ★みたらしだんご（ももぐみはアンパンマンせんべい）牛乳

日付 １５日（月） １６日（火） １７日（水） １８日（木） １９日（金）

ビビンバ ごはん ごはん ごはん コッペパン

（豚ひき肉　人参　ほうれん草　もやし　白ごま　うすあげ） タンドリーチキン 和風ジャーマンポテト ごぼうのひき肉よせ揚げ 手作りひじきハンバーグ

茎わかめのサラダ （鶏肉　カレー粉　ケチャップ　プレーンヨーグルト　にんにく　生姜） （じゃが芋　舞茸　しめじ　玉ねぎ　ベーコン　にんにく） （ごぼう　鶏ひきにく　黒いりごま　ねぎ　しょうが） （豚挽き肉　ひじき　たまねぎ　ケチャップ）

（茎わかめ　春雨　きゅうり　ハム
　青じそドレッシング） ブロッコリーのごま和え 切干大根のサラダ 豆腐サラダ ポテトサラダ

レタスとトマトのスープ （ブロッコリー　ミニトマト　黒ごま） （切干大根　きゅうり　シーチキン　コーン　卵なしマヨネーズ） （木綿豆腐　わかめ　きゅうり　人参）
（じゃが芋　人参　きゅうり　コーン　ハム
　　卵なしマヨネーズ）

（レタス　トマト　卵） のっぺい汁 小松菜ともやしのスープ なすのみそ汁 わかめとえのきのスープ

グリコヨーグルト （里芋　こんにゃく　ごぼう　鶏肉　葱　人参） （小松菜　もやし 人参） （なすび　玉ねぎ　うす揚げ） （わかめ　えのき　ねぎ）

煮干し さくらんぼ オレンジ
未満児410kca 16.2g　14.4g　53.1ｇ 以上児521kcal 20.3g　17.5g　68.5ｇ　3.9g 未満児442kcaｌ 18.5g 16.0g　54.4ｇ   以上児548kcal 23.0ｇ 17.6ｇ 71.3g　3.2ｇ 未満児467kcaｌ 14.3g 16.6g 66.5ｇ  以上児537kcal 15.9g 19.7g 73.2g　2.3ｇ 未満児458kcaｌ 18.1g 10.5g 70.8ｇ　以上児620kcal 25.4ｇ 12.1ｇ 98.9g　2.1ｇ 未満児406kca 18.1g 17.0g 45.0ｇ  以上児561kcal 25.5ｇ 23.2ｇ 61.6g　2.4ｇ

３時のおやつ ★ポン菓子 かぼちゃサブレ　牛乳 揚げ一番せんべい　牛乳 ★わらびもち ★あおのりせんべい　牛乳

日付 ２２日（月） ２３日（火） ２４日（水） ２５日（木） ２６日（金）

菜めしごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
鮭の西京焼き お野菜入り卵焼き 肉じゃが うち豆カレー 白身魚のフライ
（さけ） （卵　ベーコン　牛乳　しめじ　じゃが芋　玉ねぎ）

（じゃが芋　豚肉　玉ねぎ　人参　しらたき
  グリンピース）

（うち豆　玉ねぎ　豚挽き肉　人参　カレールー） （冷凍白身魚フライ）

オクラのおかか和え きゅうりのゆかり和え カルシウムたっぷりサラダ ゆで卵 五目煮豆
（オクラ　もやし　かつお節） （きゅうり　ゆかり粉） （ひじき　ツナ缶　枝豆　きゃべつ　ちくわ　） アスパラガスのごま和え （大豆　鶏肉　ひじき　ごぼう　人参）

豚汁 麩のすまし汁 ほうれん草のすまし汁 （アスパラガス　黒ゴマ） しめじのみそ汁
（豚もも肉　大根　うすあげ　えのき　糸こんにゃく　ごぼう
  人参　ねぎ）

（白玉麩　舞茸　人参　小松菜） （ほうれん草　しめじ　えのき） 福神づけ （しめじ　絹豆腐　玉ねぎ）

チーズ 煮干し
未満児380kca 19.4g　11.0g　50.0ｇ   以上児478kcal 25.3ｇ 10.5ｇ 68.5g　1.9ｇ 未満児295kcaｌ 10.9g 8.7g　42.8ｇ   以上児350kcal 11.9g 7.5g 57.5g　1.7ｇ 未満児412kcaｌ 15.0g 13.3g　57.9ｇ   以上児523kcal  19.3g g 14.7g　77.5ｇ 3.4g 未満児577kcaｌ 19.1g 21.8g 77.6ｇ  以上児685kcal 22.5ｇ 25.7ｇ 90.1g　1.4ｇ 未満児479kcaｌ 16.9g 18.5g　60.3ｇ  以上児595kcal 20.2g 21.0g 78.8g　1.5ｇ

３時のおやつ アスパラガスビスケット　牛乳 ★フルーツヨーグルト 大豆チップス ★みつおさつ　牛乳 動物ビスケット　牛乳

日付 ２９日（月） ３０日（火）

パン わかめごはん

蓮根のはさみ揚げ 花しゅうまい
（蓮根　玉ねぎ　豚ひき肉） （豚ひき肉　玉ねぎ　しゅうまいの皮）

春雨の酢の物 マカロニサラダ

（春雨　人参　きゅうり　わかめ　ごま） （マカロニ　きゅうり　人参　ハム　卵なしマヨネーズ）

コーンスープ ミネストローネ
（コーンペースト缶　ベーコン　玉ねぎ　パセリ）

（玉ねぎ　セロリ　キャベツ　枝豆　トマト
　卵なしベーコン）

いちごジャム
未満児531kcaｌ 20.9g 22.5g 59.5ｇ  以上児660kcal 26.4ｇ 26.7ｇ 75.4g　2.7ｇ 未満児707kcaｌ 26.9g 26.7g 86.3ｇ  以上児707kcal 26.9ｇ 26.7ｇ 86.3g　2.7ｇ

３時のおやつ ★きつねおむすび　チーズ ★フレンチトースト　牛乳

栄養価表示はカロリー・蛋白・脂質・炭水化物・食塩相当量の順に表記してあります。
★マークは手作りおやつです。

  6　月　献　立　表

献立

献立

献立

献立

２０２０年
社会福祉法人どろっぷす あさひ保育所

給食からのおしらせ

食中毒予防のため、６月～９月までは

手作りお弁当は中止させていただきます。

よろしくおねがいいたします。

＊都合により献立を変更させて頂く場合があり
ます。

今月の食育目標

＊よく噛んで食べよう＊

６月４日は「むし歯予防デー」です。どうして虫歯になるの

か、丈夫な歯をつくる食べものなど、食と丈夫な歯の関わ

りの大切さを伝えていきます。


