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1 水

鶏ごぼううどん
さつまいもの甘辛煮
メロン

パウンドケーキ　牛
乳

鶏もも　卵　牛乳 冷）うどん　さつまいも　三
温糖　ホットケーキミックス
無塩バター

ごぼう　こまつな　メロン 和風だし みりん めんつゆ
しょうゆ

21 火

ごはん
鶏肉のマーマレード焼き
小松菜とツナの和え物
ズッキーニのクリームスープ

手作りぶどうゼリー
牛乳

若鶏もも　ツナ缶　ベーコ
ン　牛乳　ゼラチン

米　マーマレードジャム
三温糖　サラダ油

こまつな　ホールコーン缶
しょうが　クリームコーン缶
ズッキーニ　たまねぎ　ぶ
どうジュース

しょうゆ 料理酒 コンソメ
食塩 こしょう クリームシ
チューの素

2 木

ごはん
豚肉の生姜焼き
ゆかり和え
味噌汁

おせんべい　牛乳 豚ロース　木綿豆腐　白
みそ　牛乳

米　三温糖　サラダ油　ソ
フトサラダ

たまねぎ　しょうが　キャベ
ツ　にんじん　きゅうり　え
のきたけ　乾燥わかめ

みりん しょうゆ 料理酒 ゆ
かり かつおだし汁

22 水

ロールパン
トマトのチーズオムレツ
ポトフ
スイカ
牛乳

おかかおにぎり　麦
茶

卵　プロセスチーズ　ウイ
ンナー　削り節　牛乳

ロールパン　サラダ油　マ
ヨネーズ　じゃがいも　米
白ごま（炒り）

トマト　たまねぎ　ピーマン
にんじん　さやいんげん
スイカ

食塩 トマトケチャップ コン
ソメ こしょう　麦茶

3 金

ごはん
赤魚の野菜あんかけ
かぼちゃのサラダ
バナナ
味噌汁

あじさいゼリー　牛
乳

赤魚(冷)　プロセスチーズ
油揚げ　白みそ　ゼラチン
牛乳

米　片栗粉　大豆油　三温
糖　マヨネーズ

赤ピーマン　黄ピーマン
たまねぎ　かぼちゃ（冷）
レーズン　バナナ　なす
チンゲンサイ　ぶどう
ジュース　りんごジュース

こしょう 食塩 料理酒 酢
しょうゆ かつおだし汁

23 木

麻婆ナス丼
もやしとチンゲン菜のナムル
中華スープ

ココアケーキ　牛乳 木綿豆腐　ぶたひき肉
赤みそ　ロースハム　卵
牛乳

米　ごま油　三温糖　片栗
粉　白ごま（すり）　白ごま
（炒り）　ホットケーキミック
ス

干ししいたけ　にんじん
にら　根深ねぎ　なす　も
やし　チンゲンサイ　キャ
ベツ　乾燥わかめ

 しょうゆ おろしにんにく だ
し 鶏ガラスープ素 食塩
ココア

4 土

焼きうどん
バナナ
牛乳

あんぱん　麦茶 豚もも　魚肉ソーセージ
削り節　牛乳

冷）うどん　サラダ油　あん
パン

キャベツ　にんじん　こま
つな　バナナ

めんつゆ

24 金

ﾐｰﾄｿｰｽｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ
コールスローサラダ
牛乳
オレンジ

フルーツヨーグルト
ウエハース　ココア

ぶたひき肉　パルメザン
チーズ　プロセスチーズ
牛乳　無糖ヨーグルト

スパゲッティ　オリーブ油
薄力粉　三温糖　マヨネー
ズ

たまねぎ　にんじん　にんに
く　ホールトマト缶　キャベツ
赤ピーマン　黄ピーマン
ホールコーン缶　バレンシア
オレンジ　黄桃缶　パイン
アップル缶

ナツメグ コンソメ 食塩 こ
しょう パセリ粉 トマトケ
チャップ 酢

6 月

三色丼
塩昆布和え
味噌汁

チーズ蒸しパン　牛
乳

鶏ひき肉　卵　木綿豆腐
白みそ　牛乳　プロセス
チーズ

米　三温糖　サラダ油
ホットケーキミックス

さやいんげん　キャベツ
きゅうり　塩昆布　乾燥わ
かめ　たまねぎ

しょうゆ みりん 和風だし
料理酒 食塩 かつおだし
汁

25 土

チャーハン
オレンジ
中華スープ

芋けんぴ　牛乳 卵　ぶたひき肉　かに風味
かまぼこ　牛乳

米　サラダ油　ごま油　芋
けんぴ

レタス　根深ねぎ　バレン
シアオレンジ　キャベツ
きくらげ（乾）

食塩 しょうゆ こしょう オイ
スターソース 鶏ガラスー
プ素

7 火

ごはん
タラのコーンマヨネーズ焼き
人参しりしり
オレンジ
コンソメスープ

大学芋　牛乳 パルメザンチーズ　まぐろ
水煮缶　ベーコン　牛乳
タラ(冷)

米　薄力粉　サラダ油　マ
ヨネーズ　ごま油　三温糖
さつまいも　大豆油　黒ご
ま（炒り）

クリームコーン缶　にんじ
ん　もやし　黄ピーマン
バレンシアオレンジ　ズッ
キーニ　こまつな

食塩  パセリ粉 料理酒
しょうゆ こしょう コンソメ

27 月

ごはん
さわらの西京焼き
切干大根の煮物
オレンジ
すまし汁

さつま芋蒸しパン
牛乳

さわら(冷)　白みそ　油揚
げ　竹輪　木綿豆腐　卵
牛乳

米　三温糖　サラダ油　焼
きふ　ホットケーキミックス
さつまいも

切干大根　にんじん　バレ
ンシアオレンジ　乾燥わか
め

酒 みりん しょうゆ 食塩
かつお・昆布だし汁

8 水

ごはん
鶏肉のからあげ
もやしののり和え
メロン
すまし汁

フルーツサンド
りんごジュース

若鶏もも　竹輪　木綿豆腐
ホイップクリーム

米　片栗粉　薄力粉　大豆
油　食パン

もやし　にんじん　きざみ
海苔　メロン　乾燥わかめ
キャベツ　黄桃缶　バナナ
りんごジュース

おろしにんにく おろししょ
うが しょうゆ 料理酒 食塩
かつお・昆布だし汁

28 火

親子丼
大根とオクラのなめたけ和え
メロン
味噌汁

ビスケット　牛乳 鶏もも　卵　油揚げ　白み
そ　牛乳

米　サラダ油　三温糖　ビ
スケット

たまねぎ　干ししいたけ
糸みつば　だいこん　オク
ラ　なめたけ(瓶)　メロン
チンゲンサイ　にんじん

みりん しょうゆ かつお・昆
布だし汁

9 木

ごはん
肉豆腐
ささみときゅうりの中華風酢の物
バナナ
味噌汁

バームクーヘン　牛
乳

木綿豆腐　豚もも　ささみ
油揚げ　白みそ　牛乳

米　サラダ油　三温糖　片
栗粉　ごま油　厚切りバー
ムクーヘン

たまねぎ　にんじん　干し
しいたけ　もやし　きゅうり
バナナ　キャベツ　しめじ

料理酒 しょうゆ 食塩 酢
かつおだし汁

29 水

食パン
カレイフライ
みそマヨネーズ和え
コンソメスープ

ごまおにぎり　牛乳 卵　かに風味かまぼこ　白
みそ　牛乳　カレイ(冷)

食パン　薄力粉　パン粉
大豆油　マヨネーズ　米
ごましお

キャベツ　乾燥わかめ　ブ
ロッコリー　こまつな

食塩 こしょう 中濃ソース
コンソメ

10 金

ごはん
豚肉となすのみそ炒め
マカロニサラダ
味噌汁

ポップコーン　牛乳 豚ばら　白みそ　ロースハ
ム　木綿豆腐　牛乳

米　オリーブ油　三温糖
マカロニ　マヨネーズ
コーングリッツ　サラダ油
有塩バター

なす　ピーマン　にんじん
きゅうり　たまねぎ　えのき
たけ

しょうゆ 料理酒 こしょう
食塩 かつおだし汁

30 木

肉みそうどん
ブロッコリーと卵のサラダ
牛乳

マーマレードケーキ
麦茶

ぶたひき肉　赤みそ　卵
牛乳　無糖ヨーグルト

冷）うどん　三温糖　片栗
粉　マヨネーズ　ホットケー
キミックス　マーマレード
ジャム

たまねぎ　きゅうり　トマト
ブロッコリー　ホールコー
ン缶

おろしにんにく  料理酒
しょうゆ こしょう 食塩

11 土

焼きそば
バナナヨーグルト
麦茶

カステラ　牛乳 豚もも　無糖ヨーグルト
牛乳

中華めん（蒸）　サラダ油
ごま油　カステラ

キャベツ　にんじん　たま
ねぎ　ピーマン　もやし　あ
おのり　バナナ

焼きそば粉末ソース こしょ
う 食塩 麦茶

13 月

麦ごはん
ししゃものから揚げ
ひじきの煮物
味噌汁

英字ビスケット　牛
乳

ししゃも　油揚げ　木綿豆
腐　白みそ　牛乳

米　おおむぎ（押麦）　片
栗粉　大豆油　糸こんにゃ
く　サラダ油　三温糖　ご
まビスケット

ほしひじき　にんじん　え
だまめ　にら　たまねぎ

こしょう しょうゆ みりん め
んつゆ 和風だし かつおだ
し汁

14 火

ごはん
マヨ照りチキン
パプリカのマリネ
オレンジ
コンソメスープ

ぽりぽり小魚　牛乳 若鶏もも　プロセスチーズ
ベーコン　ぽりぽり小魚
牛乳

米　薄力粉　サラダ油　マ
ヨネーズ　オリーブ油　三
温糖

万能ねぎ　赤ピーマン　黄
ピーマン　きゅうり　えだま
め　バレンシアオレンジ
ブロッコリー　キャベツ
ホールコーン缶

しょうゆ 食塩 みりん 料理
酒 こしょう 酢 コンソメ

15 水

ごはん
さばの照り焼き
じゃがいもとコーンのソテー
バナナ
味噌汁

麩のラスク　牛乳 さば(冷)　油揚げ　白みそ
牛乳

米　じゃがいも　有塩バ
ター　焼きふ　グラニュー
糖

たまねぎ　ホールコーン缶
バナナ　キャベツ　にんじ
ん

みりん 料理酒 しょうゆ こ
しょう コンソメ かつおだし
汁

16 木

ごはん
チーズミートローフ
豆腐サラダ
コンソメスープ

ウエハース　牛乳 ぶたひき肉　卵　牛乳　プ
ロセスチーズ　木綿豆腐

米　パン粉　有塩バター
ごま油　三温糖　ウエハー
ス（ブルーベリー）

たまねぎ　きゅうり　トマト
にんじん　キャベツ　こま
つな

食塩 こしょう 料理酒 ソー
ス トマトケチャップ しょう
ゆ 酢 コンソメ

17 金

カレーライス
トマト・スナップえんどう
牛乳

豆乳ゼリー　麦茶 ぶたひき肉　鶏ひき肉　牛
乳　卵　ゼラチン

米　じゃがいも　サラダ油
マヨネーズ　調整豆乳　上
白糖　ブルーベリージャム

たまねぎ　にんじん　トマト
スナップえんどう

おろししょうが おろしにん
にく カレールウ

18 土

ナポリタン
オレンジ
コンソメスープ

アスパラビスケット
牛乳

ベーコン　牛乳 スパゲッティ　オリーブ油
じゃがいも　アスパラガス
ビスケット

たまねぎ　ピーマン　ホー
ルトマト缶　バレンシアオ
レンジ　キャベツ

トマトケチャップ 食塩 こ
しょう パセリ粉 コンソメ

20 月

ごはん
赤魚の煮つけ
酢の物
バナナ
オクラのすまし汁

クリームパン　牛乳 赤魚(冷)　木綿豆腐　牛乳 米　三温糖　ミニクリーム
パン

乾燥わかめ　きゅうり　トマ
ト　みかん缶　バナナ　オ
クラ

料理酒 しょうゆ みりん 酢
食塩 かつお・昆布だし汁

 6月は食育月間です。

　「食育とは？」と難しく考えず、「日々の食生
活の楽しさ、おいしさを、子供と一緒に発見
し、楽しく食べる。これが我が家の食育」と考
えてはいかがでしょうか。
　6月は食育月間、毎月19日は食育の日、健
康で心豊かな生活を送るために、ご家庭でも
食生活について考えたり、実践したりする月
にしたいものです。

〇食卓からコミュニケーションをとろう
　家族が食卓を囲んで共に食事をとりながらコミュニケーションを図るこ
　とは食育の原点です。共食を通じて、食の楽しさを実感するだけで
　なく、食や生活に関する基礎を習得する機会にもなっていきます。

〇食事から望ましい生活リズムつくろう
　毎日、3食決まった時間に食事をとることで規則正しい生活習慣が身
　につき、子供の健やかな成長と生活リズムが確立します。また、家族
　も一緒に規則正しい生活を送ると、子供たちにも自然に生活リズムが
　身に付きます。
〇栄養バランスのとれた食事をしよう
　食事を作ったり、選んだりするときに、主食、主菜、副菜を組み合わ
　せ、栄養バランスのとれた食事を意識しましょう。日本型食生活は、
　栄養バランスに優れているので、積極的に取り入れましょう。

　もうすぐ梅雨がやってきますね。湿度の上昇するこの季節は、細菌類の繁殖期でもあります。特に食中毒には注意が
必要です。まずはその防衛策として、しっかり手洗い、しっかり加熱を心掛け、安全で楽しい食生活にしましょう。

　　　　　食中毒を予防しよう。
・細菌をつけない
　必ず手洗い。調理前だけでなく、生肉を
　触った後などもこまめに！生の肉や魚
　が、生で食べる野菜などに付着しない
　ようにする。
・生鮮食品や残った食品はすぐに冷蔵庫へ
　日の当たる場所や常温などでの保存
　はNG。清潔な容器やラップを使って冷
　蔵保存。
・加熱、消毒、殺菌
　ほとんどの菌が加熱すると死滅するた
　め、必ず加熱して食べる。特に肉や魚
　は十分に。残った食品も再加熱する。
　ふきんや調理器具は、熱湯や漂白剤を
　使用して消毒、殺菌をする。

6月　献　立　表

日 曜 昼食 15時おやつ
3色分類

調味料他 日 曜 昼食 15時おやつ
3色分類

調味料他

※0.1歳児のクラスのお子様は午前のおやつにおせんべい、またはビスケット等を食べています。詳しくは連絡帳をご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～食育だより～


