
3.4.5才さん

キャベツ・グリーンピース・人参・
ﾆﾝﾆｸ・ｼｮｳｶﾞ・胡瓜・ｺｰﾝ・みかん

白菜・人参・ﾁﾝｹﾞﾝ菜・ﾀｹﾉｺ・椎
茸・ｷｸﾗｹﾞ・かぼちゃ・胡瓜・玉
葱・太もやし・にら

キャベツ・玉葱・人参・大根・椎
茸・青ねぎ・ｺｰﾝ

キャベツ・玉葱・人参・ﾄﾏﾄ・胡
瓜・ｺｰﾝ・かぼちゃ

グリーンピース・コーン・にんに
く・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・玉葱・人参・太もや
し・青ねぎ・ﾊﾞﾅﾅ

キャベツ・人参・ﾀｸｱﾝ・玉葱・ｸﾞ
ﾘｰﾝﾋﾟｰｽ・太もやし・ごぼう・青ね
ぎ

キャベツ・玉葱・人参・椎茸・大
根・青ねぎ・ｺｰﾝ・ゴーヤ

キャベツ・南瓜・玉葱・枝豆・切干
大根・胡瓜・ｺｰﾝ・人参・ｽﾞｯｷｰﾆ・
青ねぎ・ｵﾚﾝｼﾞ

玉葱・人参・椎茸・なめこ・青ね
ぎ・りんご缶

キャベツ・人参・胡瓜・玉葱・絹さ
や・青ねぎ

ｺｰﾝ・ｼｮｳｶﾞ・切干大根・人参・胡
瓜・玉葱・えのき茸・みつば

玉葱・人参・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・ﾄﾏﾄ・ﾆﾝﾆ
ｸ・胡瓜・ゆかり・新玉ねぎ・青ね
ぎ・ｵﾚﾝｼﾞ

人参・玉葱・ﾀｹﾉｺ・椎茸・ｷｸﾗｹﾞ・
青ねぎ・生姜・にんにく・太もや
し・豆苗

新玉ねぎ・人参・ｺｰﾝ・にんにく・
胡瓜・みかん・ﾊﾞﾅﾅ

キャベツ・玉葱・人参・ｺｰﾝ・にん
にく・ｵﾚﾝｼﾞ

キャベツ・人参・玉葱・ｺｰﾝ・えの
き茸・みつば・ﾊﾞﾅﾅ

キャベツ・人参・胡瓜・大根・なめ
こ・玉葱・青ねぎ

キャベツ・人参・絹さや・ゆかり・
胡瓜・玉葱・しめじ・青ねぎ

玉葱・太もやし・人参・ｺｰﾝ・ｸﾞﾘｰ
ﾝｱｽﾊﾟﾗ・ｺｰﾝ・ﾚﾓﾝ・キャベツ

ﾆﾝﾆｸ・ｼｮｳｶﾞ・胡瓜・ﾀｸｱﾝ・人参・
玉葱・ｽﾞｯｷｰﾆ・青ねぎ

6月給食だより
こども献立表

日
付

曜
日

主食 おかず

主な材料と体内での働き

主にからだの調子を整えるもの
おやつ

主に熱や力のもとになるもの 主にからだをつくるもの

1 火 もち麦ご飯

さば塩焼き・さつま
芋昆布煮・味噌汁

もち麦・精白米・さつま
いも・黒砂糖

サバ・油あげ・昆布・わかめ・味
噌・削り節

ﾊﾟｲﾝｹｰｷ

黒糖味噌ﾏﾌｨ
ﾝ

2 水 ゆかりご飯

厚揚げ五目煮・しら
す納豆・味噌汁

発芽玄米・さつまいも・
こんにゃく・黒砂糖

いりこ・鶏肉・絹厚揚げ・削り節・
納豆・しらす干し・昆布・味噌

3 木

発芽玄米・じゃがいも・
ｶﾚｰﾌﾚｰｸ・純米酢・黒砂
糖

いりこ・大豆ミンチ・ツナ

お麩ラスク

キャベツ・玉葱・人参・しめじ

コッペパン

鶏唐揚げ・和風ｻﾗ
ﾀﾞ・豆乳ｺｰﾝｽｰﾌﾟ(ｻﾗｻ
ﾗ)

こっぺぱん・片栗粉・小
麦粉・油・純米酢・黒砂
糖・ｵﾘｰﾌﾞ油・シチュー
フレーク

鶏肉・わかめ・豆乳

キャベツ・ゆかり・人参・玉葱・絹
さや・白菜・かぼちゃ・青ねぎ

キャベツ・ﾆﾝﾆｸ・ｼｮｳｶﾞ・胡瓜・人
参・ｺｰﾝ・玉葱・パセリ粉

5 土 焼うどん

すまし汁・果物（ﾊﾞﾅ
ﾅ）

4 金 玄米ご飯

野菜ｺﾛｺﾛｶﾚｰ・キャベ
ツとツナサラダ・果
物（ｵﾚﾝｼﾞ）

うどん・お好みソース

大豆ミンチ・削りぶし・青のり粉・
わかめ・昆布

月 わかめご飯

さけのごま焼き・深
山あえ・なめこ汁

精白米・ｵﾘｰﾌﾞ油・ｺﾞﾏ・
純米酢・黒砂糖・里芋

しゃけ・鶏肉・わかめ・昆布・削り
節・味噌

マカロニあ
べかわ風

スナックア
ラカルト

宝石箱のｾﾞ
ﾘｰ

8 火 そら豆ご飯

牛肉と芋の甘辛煮・
ゆかり納豆・味噌汁

精白米・こめ油・黒砂
糖・里芋 ・こんにゃく

空豆・塩昆布・牛肉・高野・納豆・
豆腐・削り節・昆布

7

ﾊﾞﾅﾅｹｰｷ

9 水 ちゃんぽん麺

ｱｽﾊﾟﾗの豆乳ﾏﾖﾈｰｽｻﾗ
ﾀﾞ・さつまいもレモ
ン煮・食べる煮干し

中華麺・ラーメンスー
プ・豆乳マヨネーズ・純
米酢・黒砂糖・薩摩芋 豚肉・たべるにぼし ｶﾚｰﾁｬｰﾊﾝ

ｺｰﾝﾌﾞﾚｯﾄﾞ

きなこおは
ぎ

10 木 黒米ご飯

ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞﾁｷﾝ・ﾀｸｱﾝ和
え・ｽﾞｯｷーﾆ味噌汁

発芽玄米・黒米・ｵﾚﾝｼﾞ
ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ・油・黒砂糖

いりこ・油あげ・鶏肉・ちりめん・
わかめ・昆布・削り節・味噌

キャベツ・玉葱・人参・ｺｰﾝ・ﾋﾟｰﾏ
ﾝ・胡瓜・しめじ・青ねぎ

11

具だくさんう
どん

ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ・果物

うどん・里芋・皮付きポ
テト・ｵﾘｰﾌﾞ油

大豆ミンチ・油あげ・絹厚揚げ・削
り節・昆布

金 コッペパン

ﾎﾟﾃﾄの豆乳ﾁｰｽﾞ焼
き・ｷｬﾍﾞﾂ梅和え・豆
腐スープ

こっぺぱん・じゃがい
も・ごま油

豆乳チーズ・豆腐・わかめ・昆布・
だし削り

お米でいち
ごｽﾃｨｯｸ

14 月 じゃこご飯

おかか納豆・豚じゃ
が・味噌汁・ももｾﾞ
ﾘｰ

精白米・じゃがいも・黒
砂糖・里芋・ももゼリー

納豆・豚肉・油あげ・わかめ・昆
布・削り節・味噌

12 土

お米ﾘﾝｺﾞﾀﾙﾄ

大学芋

ﾘﾝｺﾞケーキ

15 火
とうもろこし
ご飯

あじの生姜醤油・切
干大根ｺﾞﾏﾈｰｽﾞ・すま
し汁

発芽玄米・ｺﾞﾏ・豆乳マ
ヨネーズ

いりこ・塩昆布・あじ・豆腐・わか
め・昆布・削り節

16

青菜とちりめ
んのチャーハ
ン

麻婆豆腐・ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃ
ﾄ・豆苗スープ

精白米・ごま油・黒砂
糖・片栗粉・じゃがい
も・ｵﾘｰﾌﾞ油

菜めし・ちりめん・大豆ミンチ・豆
腐・味噌・味噌・わかめ・昆布・削
り節・いりこ

水 玄米ご飯

ﾎﾟｰｸﾋﾞｰﾝｽﾞ・きゅう
り納豆・新たまスー
プ・果物（ｵﾚﾝｼﾞ）

発芽玄米・ｵﾘｰﾌﾞ油・
じゃがいも・黒砂糖・ご
ま油

いりこ・豚肉・大豆・納豆・昆布・
削り節

ｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘｰ

18 金 カレーうどん

野菜サラダ・かぼ
ちゃと大豆の煮物・
食べる煮干し

うどん・薩摩芋・ｶﾚｰﾌﾚｰ
ｸ・純米酢・ｵﾘｰﾌﾞ油・ｺﾞ
ﾏ・黒砂糖

油あげ・大豆ミンチ・塩昆布・削り
ぶし・大豆・昆布・たべるにぼし

17 木

チャーハン

スナックア
ラカルト

ｿﾌﾄ黒糖おか
らｸｯｷｰ

19 土 チキンピラフ

ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ・野菜スー
プ・果物（ﾊﾞﾅﾅ）

精白米・ｵﾘｰﾌﾞ油・こめ
油・じゃがいも・ごま油

ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ・塩昆布・わかめ・出し昆
布・だし削り

21

ｷｬﾍﾞﾂとｺｰﾝｻﾗﾀﾞ・ｺﾞｰ
ﾔ岩石揚げ・食べる煮
干し

うどん・こんにゃく・純
米酢・黒砂糖・ｵﾘｰﾌﾞ
油・薩摩芋・小麦粉・油

油あげ・だし削り・昆布・しらす干
し・大豆・芽ﾋｼﾞｷ・たべるにぼし

月 さつま芋ご飯

たくあん納豆・じゃ
がいものそぼろ煮・
味噌汁

発芽玄米・薩摩芋・ｺﾞ
ﾏ・じゃがいも・黒砂
糖・片栗粉

いりこ・塩昆布・納豆・大豆ミン
チ・味噌・削り節・昆布

豆乳プリン

23 水 菜飯

手作り＊焼きカボ
チャｺﾛｯｹ・和風サラ
ダ・ｽﾞｯｷーﾆ味噌汁・
果物

精白米・黒砂糖・ｵﾘｰﾌﾞ
油・小麦粉・ﾊﾟﾝ粉・純
米酢

菜めし・鶏肉・豆腐・ちりめん・わ
かめ・昆布・削り節・味噌

22 火 田舎うどん

24 木 コッペパン

豆乳シチュー・ｺｰﾝｻﾗ
ﾀﾞ・ゼリー

こっぺぱん・じゃがい
も・シチューフレーク・
純米酢・黒砂糖・ぶどう
ｾﾞﾘｰ

大豆ミンチ・豆乳・ツナ

金 春野菜カレー

ﾆﾝｼﾞﾝｼﾘｼﾘ・黒蜜ﾌﾙｰﾂ
ﾎﾟﾝﾁ

発芽玄米・じゃが芋・ｶ
ﾚｰﾌﾚｰｸ・純米酢・黒砂糖

いりこ・大豆ミンチ・ﾂﾅﾌﾚｰｸ

おにぎり

米粉ｶｯﾌﾟｹｰｷ

ｶﾎﾞﾁｬｽｺｰﾝ

玉葱・人参・ｺｰﾝ・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

発芽玄米・ｵﾘｰﾌﾞ油・片
栗粉・小麦粉・油・純米
酢・黒砂糖・お米りんぐ

いりこ・大豆ミンチ・鶏肉・大豆
スナックア
ラカルト

26 土 焼きそばパン

野菜スープ・果物
（ﾊﾞﾅﾅ）

こっぺぱん・そば麺・こ
め油・お好みソース・
じゃがいも・ごま油

大豆ミンチ・青のり粉・わかめ・昆
布・削り節

キャベツ・人参・玉葱・ｺｰﾝ・太も
やし・青ねぎ・ﾊﾞﾅﾅ

もち麦ご飯

五宝菜・かぼちゃｻﾗ
ﾀﾞ・味噌汁

もち麦・精白米・ごま
油・片栗粉・ｵﾘｰﾌﾞ油・
黒砂糖・じゃがいも

豚肉・ﾂﾅﾌﾚｰｸ・豆乳・昆布・削り
節・味噌

25

お米でいち
ごｽﾃｨｯｸ

28 月 彩りピラフ

お誕生日おめでとう
＊鶏唐揚げ・まめ豆ｻ
ﾗﾀﾞ・お米リング・果
物

きなこﾗｽｸ

おにぎり30 水
味噌煮込みう
どん

ｷｬﾍﾞﾂとｺｰﾝｻﾗﾀﾞ・さ
つまいも小豆煮・食
べる煮干し

うどん・純米酢・黒砂
糖・ｵﾘｰﾌﾞ油・さつまい
も

もめん厚揚げ・味噌・出し昆布・し
らす干し・あずき・たべるにぼし

29 火


