
日 曜 ごはん おやつ 　血や肉になる 　熱や力になる 　調子を整える

1 水
ごはん　みそ汁(もやし・人参)
鶏の治部煮
塩もみレモン風味　こふきいも

麦茶　いりこ
五平餅

みそ　鶏肉　煮干し
米　じゃがいも
すりごま　砂糖

もやし　人参　大根　いんげん
きゃべつ　きゅうり　レモン汁

2 木
玄米ごはん　ひじきスープ
タンドリーフィッシュ
野菜の三杯酢和え　バターコーン

麦茶　牛乳
和風チヂミ

ベーコン　豆腐　かれい
ヨーグルト　鶏ひき肉
牛乳

米　玄米　薄力粉
じゃがいも　砂糖　片栗粉
バター　ごま油

人参　ひじき　チンゲン菜　レモン汁
にんにく　きゃべつ　レタス
コーン缶　玉ねぎ　にら　きゅうり

3 金
ごはん　みそ汁(きゃべつ・しめじ)
焼きコロッケ　厚揚げとツナの炒め物
豚しゃぶの酢味噌サラダ

麦茶　牛乳
シュガシュガラスク

みそ　豚ひき肉　厚揚げ
ツナ缶　豚肉　牛乳

米　サラダ油　じゃがいも
片栗粉　パン粉　ごま油
砂糖　いりごま　食パン
グラニュー糖　バター

きゃべつ　しめじ　玉ねぎ　長ねぎ
わかめ　レタス　水菜　トマト
きゅうり

4 土
二色どんぶり　みそ汁(大根・長ねぎ)
豆腐の梅だれ
しめじとピーマンのソテー

麦茶　いりこ
生姜焼きおにぎり

鶏ひき肉　かつお節　みそ
豆腐　煮干し　豚ひき肉

米　砂糖　片栗粉
ごま油　サラダ油
ケーキミックス

いんげん　大根　長ねぎ　きゅうり
わかめ　梅干し　しめじ　ピーマン
人参　生姜

6 月
麦ごはん　みそ汁(玉ねぎ・油揚げ)
鶏のチーズ焼き
チリコンカン　レタスの生姜酢和え

麦茶　牛乳
しらす炒飯

油揚げ　みそ　鶏肉
金時豆　豚ひき肉　ささみ
しらす　チーズ　牛乳

米　押麦　砂糖
サラダ油　ごま油

玉ねぎ　生姜　トマト缶　にんにく
レタス　人参　わかめ　長ねぎ
コーン缶

7 火
ごはん　みそ汁(おくら・白玉麩)
なすと豚肉の炒め煮
コーン入り春雨サラダ　にらのおひたし

麦茶　牛乳
みかんのカトルカール

みそ　豚肉　ハム
かつお節　牛乳　卵

米　砂糖　サラダ油
片栗粉　春雨　ごま油
薄力粉　白玉麩　バター

おくら　なす　しょうが　ピーマン
きゅうり　人参　コーン缶　にら
みかん缶

8 水
ごはん　みそ汁(じゃがいも・万能ねぎ)
大豆とじゃこの天ぷら
いんげんともやしのナムル　カラフルマリネ

麦茶　牛乳
ハムトースト

みそ　ハム　牛乳
大豆水煮　しらす

米　じゃがいも　薄力粉
パン粉　サラダ油　砂糖
ごま油　すりごま　食パン
バター

万能ねぎ　いんげん　人参　もやし
赤ピーマン　黄ピーマン　玉ねぎ
きゅうり　刻み昆布

9 木
玄米ごはん　みそ汁(人参・いんげん)
松風焼き　カポナータ
しゃっきりレタスのレモンサラダ

麦茶　牛乳
きなこ蒸しパン

みそ　鶏ひき肉　ベーコン
きなこ　牛乳

米　玄米　上新粉
片栗粉　オリーブ油　ごま油
砂糖　ケーキミックス

人参　いんげん　玉ねぎ　刻み昆布
生姜　大根　なす　黄ピーマン
ズッキーニ　セロリ　トマト缶
きゅうり　レモン汁　レタス

10 金
ポークカレーライス
シブイのおつゆ
海藻サラダ

麦茶　牛乳　果物
じゃがまるくん

鶏肉　豚肉　豆腐
しらす　牛乳

米　じゃがいも　サラダ油
上新粉　ごま油　片栗粉
オリーブ油

人参　玉ねぎ　コーン缶　にら
かぼちゃ　りんご　冬瓜　ズッキーニ
刻み昆布　わかめ　レタス　きゅうり
果物

11 土
ごはん　みそ汁(豆腐・しめじ)
豚肉の香味炒め
いんげんと人参のごま和え　ビネガークリクター

麦茶
にんじんジャムパン

豆腐　みそ　豚肉
米　サラダ油　すりごま
砂糖　パン　人参ジャム

しめじ　にら　玉ねぎ　生姜
にんにく　いんげん　人参　きゅうり

13 月
麦ごはん　みそ汁(大根・わかめ)
豚の生姜焼き　トマトとオクラのおかか醤油
きゃべつときゅうりのしゃきしゃき和え

麦茶　牛乳
フルーツヨーグルト

みそ　かつお節　豚肉
ヨーグルト　牛乳

米　押麦　サラダ油
ごま油　砂糖

大根　わかめ　生姜　トマト
おくら　きゃべつ　きゅうり
桃缶　パインアップル缶　みかん缶

14 火
ごはん　みそ汁(なす・長ねぎ)
かれいの野菜あんかけ　ベーコン入りサラダ
ズッキーニと豆腐の炒め物

麦茶　牛乳
豆乳ドーナツ

みそ　かれい　豆腐
ベーコン　豆乳　牛乳

米　砂糖　片栗粉
ごま油　サラダ油　薄力粉
グラニュー糖

なす　長ねぎ　玉ねぎ　干ししいたけ
いんげん　人参　ズッキーニ
きゃべつ　きゅうり

15 水
ごはん　みそ汁(もやし・人参)
鶏の治部煮
塩もみレモン風味　こふきいも

麦茶　いりこ
五平餅

みそ　鶏肉　煮干し
米　じゃがいも
すりごま　砂糖

もやし　人参　大根　いんげん
きゃべつ　きゅうり　レモン汁

16 木
玄米ごはん　ひじきスープ
タンドリーフィッシュ
野菜の三杯酢和え　バターコーン

麦茶　牛乳
和風チヂミ

ベーコン　豆腐　かれい
ヨーグルト　鶏ひき肉
牛乳

米　玄米　薄力粉
じゃがいも　砂糖　片栗粉
バター　ごま油

人参　ひじき　チンゲン菜　レモン汁
にんにく　きゃべつ　レタス
コーン缶　玉ねぎ　にら　きゅうり

17 金
ごはん　みそ汁(きゃべつ・しめじ)
焼きコロッケ　厚揚げとツナの炒め物
豚しゃぶの酢味噌サラダ

麦茶　牛乳
シュガシュガラスク

みそ　豚ひき肉　厚揚げ
ツナ缶　豚肉　牛乳

米　サラダ油　じゃがいも
片栗粉　パン粉　ごま油
砂糖　いりごま　食パン
グラニュー糖　バター

きゃべつ　しめじ　玉ねぎ　長ねぎ
わかめ　レタス　水菜　トマト
きゅうり

18 土
二色どんぶり　みそ汁(大根・長ねぎ)
豆腐の梅だれ
しめじとピーマンのソテー

麦茶　いりこ
生姜焼きおにぎり

鶏ひき肉　かつお節　みそ
豆腐　煮干し　豚ひき肉

米　砂糖　片栗粉
ごま油　サラダ油
ケーキミックス

いんげん　大根　長ねぎ　きゅうり
わかめ　梅干し　しめじ　ピーマン
人参　生姜

20 月
麦ごはん　みそ汁(玉ねぎ・油揚げ)
鶏のチーズ焼き
チリコンカン　レタスの生姜酢和え

麦茶　牛乳
しらす炒飯

油揚げ　みそ　鶏肉
金時豆　豚ひき肉　ささみ
しらす　チーズ　牛乳

米　押麦　砂糖
サラダ油　ごま油

玉ねぎ　生姜　トマト缶　にんにく
レタス　人参　わかめ　長ねぎ
コーン缶

21 火
ごはん　みそ汁(おくら・白玉麩)
なすと豚肉の炒め煮
コーン入り春雨サラダ　にらのおひたし

麦茶　牛乳
みかんのカトルカール

みそ　豚肉　ハム
かつお節　牛乳　卵

米　砂糖　サラダ油
片栗粉　春雨　ごま油
薄力粉　白玉麩　バター

おくら　なす　しょうが　ピーマン
きゅうり　人参　コーン缶　にら
みかん缶

22 水
ごはん　みそ汁(じゃがいも・万能ねぎ)
大豆とじゃこの天ぷら
いんげんともやしのナムル　カラフルマリネ

麦茶　牛乳
ハムトースト

みそ　ハム　牛乳
大豆水煮　しらす

米　じゃがいも　薄力粉
パン粉　サラダ油　砂糖
ごま油　すりごま　食パン
バター

万能ねぎ　いんげん　人参　もやし
赤ピーマン　黄ピーマン　玉ねぎ
きゅうり　刻み昆布

23 木
玄米ごはん　みそ汁(人参・いんげん)
松風焼き　カポナータ
しゃっきりレタスのレモンサラダ

麦茶　牛乳
ジャムスコーン

みそ　鶏ひき肉
ベーコン　牛乳

米　玄米　上新粉
片栗粉　オリーブ油　ごま油
薄力粉　砂糖　バター
ジャム

人参　いんげん　玉ねぎ　刻み昆布
生姜　大根　なす　黄ピーマン
ズッキーニ　セロリ　トマト缶
レタス　きゅうり　レモン汁

24 金
ポークカレーライス
シブイのおつゆ
海藻サラダ

麦茶　牛乳　果物
じゃがまるくん

鶏肉　豚肉　豆腐
しらす　牛乳

米　じゃがいも　サラダ油
上新粉　ごま油　片栗粉
オリーブ油

人参　玉ねぎ　コーン缶　ズッキーニ
かぼちゃ　りんご　冬瓜　にら
刻み昆布　わかめ　レタス　きゅうり
果物

25 土
ごはん　みそ汁(豆腐・しめじ)
豚肉の香味炒め
いんげんと人参のごま和え　ビネガークリクター

麦茶
にんじんジャムパン

豆腐　みそ　豚肉
米　サラダ油　すりごま
砂糖　パン　人参ジャム

しめじ　にら　玉ねぎ　生姜
にんにく　いんげん　人参　きゅうり

27 月
麦ごはん　みそ汁(大根・わかめ)
豚の生姜焼き　トマトとオクラのおかか醤油
きゃべつときゅうりのしゃきしゃき和え

麦茶　牛乳
フルーツヨーグルト

みそ　かつお節　豚肉
ヨーグルト　牛乳

米　押麦　サラダ油
ごま油　砂糖

大根　わかめ　生姜　トマト
おくら　きゃべつ　きゅうり
桃缶　パインアップル缶　みかん缶

28 火
ごはん　みそ汁(なす・長ねぎ)
かれいの野菜あんかけ　ベーコン入りサラダ
ズッキーニと豆腐の炒め物

麦茶　牛乳
きなこ蒸しパン

みそ　かれい　豆腐
ベーコン　きなこ　牛乳

米　砂糖　片栗粉
ごま油　サラダ油
ケーキミックス

なす　長ねぎ　玉ねぎ　干ししいたけ
いんげん　人参　ズッキーニ
きゃべつ　きゅうり

29 水
ごはん　みそ汁(豆腐・人参)
から揚げ
とうもろこし　夏野菜サラダ

麦茶　牛乳
ジャージャー麺

豆腐　みそ　鶏肉
豚ひき肉　赤みそ　牛乳

米　片栗粉　薄力粉
サラダ油　じゃがいも　砂糖
中華麺　ごま油

人参　生姜　とうもろこし　トマト
きゅうり　玉ねぎ　長ねぎ

30 木
玄米ごはん　みそ汁(えのき・いんげん)
厚揚げと野菜の黒酢あんかけ
和風サラダ

麦茶　牛乳
チーズケークサレ

みそ　厚揚げ　豚肉
牛乳　卵　チーズ

米　玄米　砂糖
片栗粉　サラダ油　ごま油
薄力粉

えのき　いんげん　干ししいたけ
玉ねぎ　きゃべつ　ピーマン　生姜
きゅうり　わかめ　人参

6月のこんだて のしお一丁目保育園

※献立は都合により変更する場合があります。
6月は食育月間です。
多摩小平保健所では生涯にわたる食を通した健康づくりの充実を図るために、地域の栄養改善目標である「栄養バランスのとれた食事」につ
いて取組を推進しています。さらに食育月間である6月は、栄養バランスも考えつつ、地場野菜(地元で収穫された野菜)も活用していき、
ちょっと減塩についても考えてみましょう！　という取り組みを行っていきます。保育園でも、主食・主菜・副菜が揃った食事を提供した
り、園庭でとれた野菜を給食で提供したり、素材の味や食感を活かした減塩に取り組んでいます。6/24は、地元や園でとれた野菜を使用し
たカレーにし、子どもたちにたくさん美味しい野菜を食べてもらいたいと思っています！
栄養バランスのとれた食事については、玄関の掲示板に『元気な毎日は朝ごはんから』と『東京都幼児向け食事バランスガイド』のポスター
も掲示してありますのでそちらもぜひご覧ください。

2022年度


