
平成26年5月30日
北平田保育園

エネルギー

熱と力になる（黄） 血や肉や骨になる(赤) 体の調子を整える（緑） （以上児）
ジュース

ハッシュドポーク・パインサラダ バター・生クリーム 豚もも肉・牛乳 玉ねぎ・人参・マッシュルーム 　おこし（ぽんがし） E437　F21.7

牛乳・みかんゼリー きゃべつ・きゅうり・ゼリー 　麦茶 P16.6食塩20

鮭の照り焼き・みずのけんちん 砂糖・油 鮭・さつま揚げ・味噌 みず・つきこん・椎茸・人参 ★メープルマフィン E270　F9.8

みそ汁・いちご 煮干・昆布 こまつ菜・かぼちゃ・いちご 　牛乳 P18.1食塩2.2

砂糖・ごま油 豚ひき肉・ウインナー アスパラ・人参・ジュース

卵・味噌

ちゅうりっぷ組酢豚・胡麻きゅうり・中華スープ 油・砂糖・すりごま 豚肩もも肉・豆腐・卵 玉ねぎ・ピーマン・椎茸・人参 　お菓子 E304　F15.2

懇談会 いちご 片栗粉 チンゲン菜・きゅうり・いちご 　ヨーク P13.8食塩1.9

じゃが芋・バター 鶏もも肉・牛乳 玉ねぎ・人参・バナナ E327　F10.8

油 野菜ジュース P9.8食塩1.4

鶏肉のピカタ・スパゲティソテー 油・スパゲティ 鶏もも肉・ハム・チーズ ピーマン・玉ねぎ・きゃべつ 　笹巻き E398　F12.7

野菜スープ・ふりかけ・いちご 卵 コーン・人参・・にんにく・いちご 　麦茶 P19.2食塩2.2

赤魚の甘辛揚げ・胡麻酢和え 油・砂糖・・片栗粉 赤魚・厚揚げ節・昆布 人参・しいたけ・ねぎ・もやし ★黒糖蒸しパン E407　F10.8

うどん汁・ゆかり・オレンジ ごま・うどん さば節 ほうれん草・きゅうり・オレンジ 　牛乳 P16.7食塩3.4

油 豚もも肉・厚揚げ・味噌大根・人参・つきこん・ねぎ E285　Ｆ11.0.

煮干・牛乳 しめじ・バナナ P17.8食塩1.6

パン・唐揚げ・ブロッコリー・プチトマト油・砂糖・春雨・片栗粉鶏もも肉・ハム・卵 もやし・きゅうり・人参・玉ねぎ ★ホットケーキ

春雨サラダ・わかめスープ・ゼリー ごま・パン わかめ ブロッコりー・トマト・ゼリー 　牛乳
焼き麩・砂糖 鶏もも肉・卵・かまぼこ 玉ねぎ・人参・椎茸・ほうれん草　お菓子 E425　F13.8

わかめ・味噌・煮干 きゃべつ・バナナ 　スポロン P14.2食塩2.5

砂糖 豚肩ロース・牛乳 玉ねぎ・しらたき・人参 E239　F11.6

しいたけ・生姜 P11.6食塩0.6

鶏照り焼き・マカロニサラダ・みそ汁 マカロニ・マヨネーズ 鶏もも肉・厚揚げ・味噌きゅうり・人参・コーン・きゃべつ 　お菓子 E228　F8.4.

ふりかけ・キウイ 砂糖・片栗粉・じゃが芋卵 ゆきわり・キウイ 　牛乳 P12.8食塩1.6

麻婆豆腐・中華和え・わかめスープ 砂糖・油・片栗粉 豆腐・豚ひき肉・味噌 ねぎ・人参・もやし・きゅうり ★ジャムサンド E301　F10.1

メロン ごま油・ごま ハム・わかめ 椎茸・玉ねぎ・メロン 　牛乳 P13.7食塩1.7

中華めん・ごま油 焼き豚・さば節・昆布 トマト・きゅうり・みかん・バナナ 　ケーキ　 E495　F4.2

卵・ヨーグルト メロン・いちご 　麦茶 P2.2　食塩1.2

春雨 鮭・ハム・ きゃべつ・もやし・玉ねぎ・人参 ★ピザトースト E237　F3.1

チンゲン菜 　牛乳 P13.5食塩1.3

園外保育 油 鮭・卵・ウインナー 人参・ほうれん草・ジュース 　お菓子
（予備日） 焼きのり 　ヨーク

高野豆腐のハンバーグ・和え物 油・ごま油・片栗粉 豚引き肉・高野豆腐 玉ねぎ・チンゲン菜・コーン E321　F10.2

コーンスープ 味噌・卵・しらす干し P12.7食塩1.4

さばの味噌煮・和風サラダ・すまし汁 砂糖・油・焼き麩 さば・味噌・ハム・昆布 きゃべつ・きゅうり・ほうれん草 　お菓子 E323　F8.8

バナナ なると・わかめ・さば節 えのき・みかん・バナナ 　牛乳 P15.1食塩2.2

冷しゃぶのゴマダレ・味付けのり 砂糖・ごま 豚もも肉・味噌・のり ほうれん草・きゅうり・人参 ★カップケーキ E327　F10.1

トマト・メロン 厚揚げ・煮干 えのき・もやし・コーン・メロン 　牛乳 P15.1食塩2.0

スイミング ポークカレー・コーンサラダ バター・油・砂糖 豚もも肉・牛乳 玉ねぎ・きゃべつ・きゅうり ★ジャムサンドクラッカー E389　F16.3

バス代振替日福神漬け・ゴールデンキウイ・牛乳 じゃが芋 人参・コーン・ゴールデンキウイ　麦茶 P3.0食塩2.2

肉じゃが・コールスロー・みそ汁 じゃが芋・油・焼き麩 豚もも肉・豆腐・わかめ玉ねぎ・人参・しめじ・つきこん E321　F8.8

ピーチゼリー 味噌・煮干 きゃべつ・きゅうり・ゼリー Ｐ14.6食塩2.0

ニッキーさん 魚のチーズフライ・ポテトサラダ 油・じゃが芋・薄力粉 カレイ・卵・チーズ・豆腐 きゅうり・人参・きゃべつ 　お菓子 E372　F16.2

と一緒 みそ汁・メロン マヨネーズ・パン粉 味噌・煮干 みかん・こまつ菜・メロン 　グレープジュース P206食塩1.9

じゃが芋・バター 鶏もも肉・牛乳 玉ねぎ・人参・コーン・バナナ E349　F7.2

野菜ジュース P11.6食塩1.7

油・砂糖 鶏もも肉・牛乳・豆腐 大根・人参・板こん・椎茸・ごぼう・コーン 　お菓子　 E405　F14.3

さば節・煮干・味噌 筍・いんげん・ほうれん草・えのき・バナナ 　牛乳 P25.1食塩2.7

○お弁当のいらない日　　 ★手作りおやつの日

※発注材料の関係で、一部献立を変更させていただく場合があります。ご了承ください。

　６月4日は、虫歯予防デーです。保育園でも４日に歯科検診を行います。 　　　　　今年もいよいよ、にこにこ広場が始まります。
　幼児期からの歯みがきの習慣が、虫歯予防の第一歩です。乳歯の虫歯 　　　　　ばら組の子ども達から順番に自分の好きなメニューを考え
は永久歯にも影響します。園でも食後の歯磨き指導をしていますので、ご 　　　　てもらいました。今回、１２日のにこにこ広場のメニューは

家庭でも朝晩の歯みがきの習慣をつけましょう。 　　　　ゆうせいくん・たいがくん・あんちゃん・はるかちゃんの４人。

　　　　当日のパンは、クリーム・チョコ・ジャムの３つの味の中から

虫歯になりやすいおやつは控えめに 　　　　２つの味を選らんだり、プチゼリーの味も選らんでもらうバイ
　甘くて歯にくっつきやすい、アメ・ガム・キャラメルなどはもっと 　　　　キング給食です。どんなにこにこ広場になるか楽しみです。
　も虫歯になりやすいおやつです。
噛みごたえのある食材を選んで

　噛む力をつける事は、とても大切な事です。 　６月５日と２０日は、以上児…お弁当に白米。

　噛む事によって、唾液がたくさん出て虫歯予防にもなります。 　　未満児…空のお弁当箱で、お願いします。
カルシウムを豊富に含んでる食材をプラスして
　牛乳・チーズ・ヨーグルトなどの乳製品に多く含まれていますが 　６月２１日のわんわん広場では、親子での会食です。

　ほうれん草・こまつ菜の野菜と組み合わせる事でより丈夫な歯 　未満児のご飯は園で準備します。

　の成長につながります。 　保護者・以上児は、白いご飯を持参してください。

4

火

水

6

月

13 金

24 火

水

30

★フルーチェ

★フルーツヨーグルト

金

21

月

19 木

　　　　　（わんわん広場）

（詰め合わせ）
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6月の給食献立表
材料とその働き

こんだて名行事

ジュース

詰め合わせ・アップルジュース

かもしかクラブ

金

土

耳鼻科検診

土

23

おやつ

チキンカレー・野菜ジュース・バナナ

歯科検診

園外保育

地区体育祭

　

18

火17

冷やし中華・フルーツヨーグルト誕生会水

豚丼風煮・牛乳・バナナ

27

14 土

○

16 月

25

★フルーツポンチ

観劇

わんわん広場

サッカー

月

土

避難訓練

眼科検診

にこにこ広場

26 木

　歯を大切に にこにこ広場

肉汁・ふりかけ・牛乳・バナナ

親子煮・二色和え・みそ汁・バナナ

煮魚・お浸し・春雨スープ・いちご

詰め合わせ・グレープジュース

コーンシチュー・野菜ジュース・バナナ

筑前煮・お浸し・みそ汁・バナナ

サッカー


