
平成27年5月29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）

ミートボール・アスパラサラダ パン粉・油・マヨネーズ 豚挽き肉・豆腐・卵 玉葱・人参・椎茸・アスパラ 　お菓子 E４４４　F22.6

コーンスープ・いちご キャベツ・コーン・いちご 　オレンジジュース P16.1食塩2.0

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 玉葱・人参・マッシュルーム ★パンケーキ E467　F21.3

牛乳・みかんゼリー 油・ゼリー キャベツ・きゅうり・パイン 　麦茶 P17.9食塩2.2

砂糖・油 豚挽き肉・のり・卵 人参・アップルジュース

チーズ・ウインナー ブロッコリー

ちゅうりっぷ組 親子煮・三色和え・みそ汁 焼き麩・砂糖・じゃが芋 鶏もも肉・卵・かまぼこ 玉葱・人参・椎茸・ほうれん草 　笹巻 E249　F5.9

懇談会 オレンジ わかめ・味噌・煮干 キャベツ・オレンジ 　牛乳 P17.9食塩2.5

白身魚の梅焼き・すき昆布煮 砂糖・油 カレイ・味噌・昆布・豚もも肉 しらたき・人参・キャベツ・梅 　お菓子 E561　F15.2

チーズ納豆・みそ汁・メロン うずら卵・納豆・チーズ・厚揚げ メロン 　グレープジュース P30.2食塩3.0

じゃが芋 豚かた肉・厚揚げ 人参・ごぼう・しめじ・葱

味噌・煮干・牛乳 つきこん

鶏肉のピカタ・野菜スープ 薄力粉・油・スパゲティ 鶏もも肉・卵・チーズ 玉葱・ピーマン・キャベツ 　お菓子 E400　F15.6

スパゲティソテー・ふりかけ・バナナ ハム 人参・バナナ 　牛乳 P18.1食塩1.7

園外保育 砂糖・油 鮭・のり・ウインナー 人参・キャベツ・コーン E399　F12.2

(予備日） オレンジジュース P19.2食塩2.7

ポークカレー・福神漬け・牛乳 じゃが芋・バター・油 豚もも肉・牛乳 人参・玉葱・キャベツ・きゅうり ★ジャムサンド E456　F17.7

コーンサラダ・オレンジ コーン・オレンジ 　オレンジジュース P20.3食塩2.1

パン・ハンバーグ・アスパラサラダ パン・片栗粉・砂糖 鶏もも肉・豚もも肉 ピーマン・孟宗・人参・玉葱

チンジャオロース・野菜ジュース マカロニ・マヨネーズ 味噌 アスパラ・キャベツ・バナナ

麻婆豆腐・華風和え・わかめスープ 砂糖・片栗粉・ごま油 豆腐・豚ひき肉・味噌 葱・人参・椎茸・もやし 　お菓子 E415　F16.0

オレンジ ごま ハム・わかめ きゅうり・玉葱・オレンジ 　スポロン P21.7食塩2.3

砂糖 豚かた肉・牛乳 玉葱・しらたき・人参・椎茸

バナナ

鶏の唐揚げ・スパゲティサラダ 片栗粉・油・スパゲティ 鶏もも肉・味噌・煮干 生姜・きゅうり・キャベツ・人参 E403　F17.9

みそ汁・ふりかけ・オレンジ じゃが芋 コーン・ゆきわり・オレンジ P15.5食塩1.7

園外保育 パン粉・油・小麦粉 豚ひき肉・ウインナー キャベツ・人参・コーン ★ジャムサンドクラッカー

(予備日） のり・ハム 野菜ジュース 　牛乳

誕生会 中華麺・ごま油 焼豚・卵・ヨーグルト トマト・きゅうり・みかん缶 ★ケーキ E495　F12.2

保護者役員会 バナナ・白桃缶・メロン・いちご 　麦茶 P17.6食塩1.2

酢豚・胡麻きゅうり・中華スープ 片栗粉・油・砂糖・ごま 豆腐・卵 孟宗・人参・玉葱・椎茸 E412　F18.0

バナナ きゅうり・チンゲン菜・バナナ P15.5食塩2.0

アジフライ・ごぼうサラダ・みそ汁 薄力粉・パン粉・油 アジ・卵・ハム・豆腐 ごぼう・人参・コーン・もやし 　お菓子 E507　F23.4

オレンジ マヨネーズ・ごま 味噌・煮干 オレンジジュース 　牛乳 P26.8食塩2.8

アリゾナソテー・マカロニサラダ 油・マカロニ 豚もも肉・ハム にんにく・生姜・玉葱・人参

わかめスープ マヨネーズ わかめ きゅうり・コーン

プラネタリウム 肉じゃが・コールスロー・みそ汁 じゃが芋・油 豚もも肉・昆布 玉葱・人参・つきこん・しめじ 　お菓子 E318　F8.8

（５歳児） ピーチゼリー ゼリー わかめ・豆腐・味噌・煮干 キャベツ・きゅうり 　グレープジュース P14.1食塩2.0

さばの味噌煮・和風サラダ 砂糖・油・焼麩 さば・味噌・ハム・昆布 キャベツ・きゅうり・えのき E320　F14.2

すまし汁・バナナ みかん缶・ほうれん草・バナナ P16.8食塩2.0

高野豆腐ハンバーグ・コーンスープ 油・片栗粉・ごま油 豚ひき肉・高野豆腐 玉葱・コーン・さくらんぼ ★ラスク E337　F15.6

チンゲン菜の和え物・さくらんぼ 味噌・卵・しらす・昆布 チンゲン菜・人参 　牛乳 P16.8食塩2.1

冷しゃぶごまだれ・トマト・みそ汁 砂糖・ごま 豚ロース肉・味噌 ほうれん草・もやし・コーン・人参 ★カップケーキ E423　F21.3

メロン のり・厚揚げ・煮干 きゅうり・トマト・えのき・メロン 　牛乳 P21.1食塩2.0

筑前煮・お浸し・味付けのり 油・砂糖 鶏もも肉・さば節・豆腐 大根・こんにゃく・椎茸・ごぼう 　お菓子 E393　F12.0

みそ汁・バナナ 煮干・味噌 いんげん・ほうれん草・しめじ・バナナ 　アップルジュース P20.1食塩2.1

じゃが芋・バター 鶏もも肉・牛乳 人参・玉葱・野菜ジュース

バナナ

ポークシュウマイ・三色和え・みそ汁シュウマイの皮 豚ひき肉・味噌・煮干 小松菜・南瓜・キャベツ E385　F13.6

オレンジ 焼き麩 もやし・人参・玉葱・オレンジ P19.6食塩2.6

魚のチーズフライ・ポテトサラダ 薄力粉・パン粉・油 カレイ・卵・チーズ きゅうり・人参・みかん缶 ★フルーツビスケット E392　F16.3

みそ汁・さくらんぼ じゃが芋・マヨネーズ 豆腐・味噌・煮干 チンゲン菜・さくらんぼ 　牛乳 P20.6食塩2.0

※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。 ★手作りおやつの日

　本格的な梅雨の季節がやってきます。この時期は、じめじめとうっとうしい天気が続くこともあり

気温、湿度とも高くなるので、体調を崩しやすくなります。さらに食中毒には、特に気をつけましょう。 　今年度も、にこにこ広場がはじまります。５歳児の子
　ども達からメニューを考えてもらい、その中から何品

　か選び献立にしていきます。当日はバイキング形式

　で好きな場所で会食します。

　　６月のメニューを考えてくれたのは、しゅうえい君・

き嫌いや、朝食抜きなど、栄養バランスが壊れていたり、体調が悪くなっている時には要注意です。   かなと君・なつきさん・ゆうご君です。
　また、子ども達が家から持ってくるごはんは、昼食まで数時間あるので、当日の朝炊いたごはんで

洗い清潔なものを持たせましょう。 　　献立の一つの「詰め合わせ」とは、外でも食べれ

＊１日３食きちんと食べる　＊早寝早起き　　＊元気に遊び、体を動かす 　るようにごはんの上にごちそうを盛り合わせたお弁

　当のことで、子ども達にも好評なメニューです。

　詰め合わせ日…６月３日・９日・１６日
以上児→お弁当に白いごはん　未満児→空のお弁当箱

　６月は虫歯予防月間です。保育園でも１２日に歯科検診を行います。きれいで丈夫な永久歯である

ためには、乳幼児期の歯が健康である事がとても大切です。 　６月20日は、親子での会食になります。お家の方も、

「食べたら磨く」習慣と「ダラダラ食べをやめる」事を心がけ、大事な乳歯を虫歯から守りましょう。 忘れずに白いご飯と箸を持ってきてください。

詰め合わせって？

わんわん広場

６月４日は虫歯予防デー

元気な体で食中毒を予防しよう

荒熱をとってからふたをしたものを持たせてください。それと同時におしぼり・箸・箸ケース等も毎日

体の抵抗力が衰えている時が危ないといわれています。寝不足で疲れがたまっていたり、食事の好

　食中毒は、細菌や有害な物質のついてる食品を食べて起こる病気です。しかも健康な時に比べて
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