
エネルギー 午前おやつ エネルギー 午前おやつ
たんぱく質 たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は３歳未満

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料 　脂質／塩分
 (  )は３歳未満

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料

548(499) 579(446)

01 21.9(20.4) 19 17.4(14.4)

月 16.1(15.9) 金 17.1(12.2)

2.0(1.7) 1.6(1.2)

673(593) 518(486)

02 21.5(19.1) 20 19.1(18.3)

火 25.0(22.1) 土 12.6(13.4)

1.2(1.1) 1.7(1.5)

597(538) 540(489)

03 18.9(18.1) 22 23.3(21.4)

水 23.3(22.3) 月 15.1(15.3)

1.4(1.2) 1.6(1.5)

559(511) 561(461)

04 22.8(20.8) 23 16.3(14.6)

木 18.7(18.6) 火 17.1(15.0)

1.8(1.6) 1.1(0.9)

579(446) 611(567)

05 17.4(14.4) 24 26.2(23.7)

金 17.1(12.2) 水 23.4(22.7)

1.6(1.2) 2.1(1.8)

512(463) 468(431)

06 15.0(14.6) 25 16.7(16.1)

土 17.7(16.7) 木 10.6(12.1)

1.5(1.3) 1.2(1.1)

566(506) 611(456)

08 20.8(19.6) 26 21.6(16.3)

月 19.2(18.1) 金 16.7(13.1)

1.7(1.5) 3.3(2.6)

527(423) 530(468)

09 23.6(19.0) 27 17.7(16.4)

火 13.0(11.1) 土 11.0(11.7)

1.2(1.0) 1.6(1.3)

566(507) 667(579)

10 20.2(18.9) 29 21.0(19.2)

水 15.9(16.1) 月 22.6(20.6)

2.0(1.7) 1.9(1.6)

662(580) 634(573)

11 21.0(19.3) 30 26.4(23.2)

木 22.9(21.8) 火 23.0(20.3)

1.5(1.3) 2.0(1.6)

611(456)

12 21.6(16.3)

金 16.7(13.1)

3.3(2.6)

581(504)

13 20.2(18.1)

土 16.2(15.4)

1.6(1.3)

667(579)

15 21.0(19.2)

月 22.6(20.6)

1.9(1.6)

538(475)

16 21.4(18.8)

火 15.1(14.1)

1.5(1.3)

597(538)

17 18.9(18.1)

水 23.3(22.3)

1.4(1.2)

591(520)

18 21.8(19.5)

木 20.6(19.6)

2.3(1.8)

ロールパン
ミネストローネスープ
豚かつ（卵なし）
いちごゼリー

ロールパン、○小麦粉、
○強力粉、じゃがいも、
○三温糖、○アレルギー
用マーガリン、パン粉、
小麦粉、油、ABCマカロ
ニ、三温糖、◎三温糖

○牛乳、豚肉、○豆乳、
豆乳、ベーコン、◎牛
乳、◎ヨーグルト

○バナナ、いちご、ホー
ルトマト缶詰、にんじ
ん、たまねぎ、セロリ、
◎レモン果汁、◎ぶどう
濃縮果汁

ケチャップ、中濃ソー
ス、洋風だしの素、食
塩、パセリ粉、○食塩、
こしょう

飲むヨーグルト
（ぶどう）
たべっこBABY

牛乳
バナナケーキ

御飯
みそ汁（切干し・さつま芋）
厚揚げの中華煮
ちくわの梅マヨ和え

米、さつまいも、○米
粉、マヨドレ、○油、ご
ま油、片栗粉、三温糖

○牛乳、生揚げ、○豆
乳、豚肉、○ミロ、○つ
ぶしあん、白みそ、ちく
わ、かつお節、◎牛乳

たまねぎ、もやし、にん
じん、きゅうり、キャベ
ツ、ねぎ、ピーマン、う
め干し、切り干しだいこ
ん、干ししいたけ、にん
にく、しょうが

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒、酢、食
塩、○食塩、こしょう 牛乳

おせんべい

ミロ
米粉蒸しパン
（小豆）

日付 献立
材         料        名 (◎は午前おやつ ○は午後おやつ)

午後おやつ 日付 献立
材         料        名

さくらんぼ、いちご、

みかん組のみです。

(◎は午前おやつ ○は午後おやつ)
午後おやつ

牛乳
ゆかり
おにぎり

麦茶
プチダノン

牛乳
ぶどうゼリー
カルシウムせん

米、じゃがいも、油、三
温糖、ごま油

○牛乳、豚肉、大豆、◎
ヨーグルト

バナナ、たまねぎ、レタ
ス、トマトピューレ、
コーン缶、○ぶどうゼ
リーの素、にんじん、
きゅうり、にんにく、
しょうが

洋風だしの素、酢、しょ
うゆ、カレー粉、食塩、
こしょう

さくらんぼ、いちご、

みかん組のみです。

御飯
みそ汁（玉ねぎ・ほうれん草）

かじきまぐろの和風ステーキ
ひじきと大豆の煮物

米、○小麦粉、○油、○
三温糖、小麦粉、ごま
油、三温糖、油、◎三温
糖

○牛乳、かじき、大豆、
白みそ、油揚げ、◎牛
乳、◎ヨーグルト

たまねぎ、ほうれんそ
う、にんじん、さやえん
どう、ひじき、◎レモン
果汁、◎りんご濃縮果汁

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、食塩

飲むヨーグルト

（りんご）
たべっこBABY

牛乳
ちんすこう

きつねうどん
さつま芋の甘煮
りんご

牛乳
麩のラスク

カレー風味のトマトライス
レタスのサラダ
バナナ

御飯
五目汁（鶏・里芋）
レバーのかりん揚げ
ごまみそソース
かぼちゃサラダ
（おから・コーン）

米、さといも、○アレル
ギー用マーガリン、片栗
粉、○グラニュー糖、○
小町麩、油、三温糖、す
りごま、ごま

○牛乳、豚レバー、木綿
豆腐、鶏もも肉、白み
そ、乾燥おから、◎牛乳

かぼちゃ、にんじん、だ
いこん、きゅうり、たま
ねぎ、ごぼう、ねぎ、
コーン缶

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、おろ
ししょうが、酢、食塩 牛乳

おせんべい

○牛乳、豚肉、○こしあ
ん、ベーコン、◎牛乳

たまねぎ、はくさい、
キャベツ、ねぎ、コーン
缶、えのきたけ、にんじ
ん、しょうが

しょうゆ、酢、酒、中華
だしの素、食塩、こしょ
う 牛乳

チーズ
ビスケット

ゆでうどん、○米、さつ
まいも、三温糖、○ごま

○牛乳、鶏もも肉、油揚
げ、なると、◎牛乳

りんご、ほうれんそう、
ねぎ、○焼きのり

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん

牛乳
おせんべい

米、○片栗粉、○黒砂
糖、小麦粉、片栗粉、
油、三温糖、◎三温糖

○牛乳、木綿豆腐、スパ
ム、ツナ油漬缶、白み
そ、○きな粉、◎ヨーグ
ルト、◎きな粉

すいか、にんじん、たま
ねぎ、にがうり・ゴー
ヤ、葉ねぎ、もずく

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、洋風だしの素

麦茶
きな粉
ヨーグルト

牛乳
沖縄くずもち

牛乳
おせんべい

牛乳
豆腐団子
（みたらし）

ロールパン
凍り豆腐のクリームシチュー
スパゲティサラダ（ツナ）
オレンジ

ロールパン、○米、じゃ
がいも、スパゲティ、フ
レンチドレッシング、
油、片栗粉、○ごま油

○牛乳、豆乳、鶏もも
肉、ツナ油漬缶、凍り豆
腐、○ちりめんじゃこ、
○かつお節、◎牛乳

オレンジ、にんじん、た
まねぎ、チンゲンサイ、
きゅうり、キャベツ、○
ねぎ、○焼きのり

洋風だしの素、○しょう
ゆ、食塩、こしょう

牛乳
バナナ
クッキー

牛乳
おにぎり
（しらす・ねぎ）

御飯
もずくのみそ汁
にがうりとスパムのかき揚げ
人参しりしり
すいか

牛乳
ごま団子

御飯
みそ汁（豆腐・わかめ）
鶏肉の香味焼き
ブロッコリーのおかか和え

米、○白玉粉、○上新
粉、○三温糖、三温糖、
○片栗粉、油

○牛乳、鶏もも肉、○木
綿豆腐、木綿豆腐、白み
そ、かつお節、◎牛乳

ブロッコリー、にんじ
ん、たまねぎ、セロリ、
ねぎ、しょうが、にんに
く、わかめ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒、みりん、
○しょうゆ

御飯
はるさめスープ（白菜）
スペアリブ
じゃが芋サラダ

米、じゃがいも、○白玉
粉、マヨドレ、三温糖、
○小麦粉、○三温糖、は
るさめ、○ごま、アレル
ギー用マーガリン、○
油、油、ごま

牛乳
ゆで
とうもろこし

牛乳
小松菜
ビスケット

ミロ
アーモンド
シュガートースト

とん汁うどん
じゃがベーコン
りんご

ゆでうどん、じゃがい
も、○米、さといも、
油、ごま油

○牛乳、豚肉、白みそ、
ベーコン、◎牛乳

りんご、だいこん、にん
じん、たまねぎ、ごぼ
う、ねぎ、○塩こんぶ、
○焼きのり

かつお・昆布だし汁、み
りん、食塩、パセリ粉、
こしょう 牛乳

おせんべい

牛乳
おにぎり
（塩こんぶ）

御飯
みそ汁（車麩・わかめ）
じゃが芋とこんにゃくの煮物
マグロフレークの和え物

牛乳
青りんごゼリー
カルシウムせん

ひじきご飯
豚汁
鮭のごま焼き
アスパラカレーソテー

米、○食パン、○アレル
ギー用マーガリン、つき
こん、○三温糖、○アー
モンド、油、ごま、三温
糖、ごま油、片栗粉

○牛乳、さけ、木綿豆
腐、○ミロ、豚肉、鶏ひ
き肉、白みそ、ベーコ
ン、油揚げ、◎牛乳

グリーンアスパラガス、
だいこん、にんじん、ご
ぼう、ねぎ、ひじき

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、酒、
食塩、カレー粉カレー風味のトマトライス

レタスのサラダ
バナナ

米、じゃがいも、油、三
温糖、ごま油

○牛乳、豚肉、大豆、◎
ヨーグルト

バナナ、たまねぎ、レタ
ス、トマトピューレ、
コーン缶、○青りんごゼ
リーの素、にんじん、
きゅうり、にんにく、
しょうが

洋風だしの素、酢、しょ
うゆ、カレー粉、食塩、
こしょう 麦茶

プチダノン

○牛乳、鶏もも肉、木綿
豆腐、白みそ、かつお
節、◎牛乳

ブロッコリー、にんじ
ん、たまねぎ、セロリ、
ねぎ、しょうが、にんに
く、わかめ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒、みりん、
○食塩 牛乳

おせんべい

米、じゃがいも、板こん
にゃく、車麩、三温糖、
マヨドレ、油、片栗粉

○牛乳、鶏ひき肉、マグ
ロフレーク、白みそ、◎
牛乳

○とうもろこし、かぶ、
たまねぎ、にんじん、
キャベツ、コーン缶、グ
リンピース、わかめ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、○食塩

牛乳
マンナ

米、○食パン、三温糖、
油、ごま油

○牛乳、鶏ひき肉、白み
そ、凍り豆腐、◎牛乳

バナナ、ほうれんそう、
たまねぎ、こまつな、
コーン缶、○いちごジャ
ム、にんじん、しょうが

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒

牛乳
おせんべい

牛乳
ジャムサンド
（いちご）

麦茶
チーズ

牛乳
おにぎり
（鮭）

御飯
豚汁
鮭のごま焼き
アスパラカレーソテー
バナナ

米、○三温糖、つきこ
ん、油、ごま、ごま油、
片栗粉

○牛乳、さけ、○こしあ
ん、豚肉、白みそ、ベー
コン、油揚げ、◎ヨーグ
ルト

バナナ、グリーンアスパ
ラガス、だいこん、にん
じん、ごぼう、ねぎ、○
粉かんてん、◎ブルーベ
リージャム

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、酒、
食塩、カレー粉 麦茶

ヨーグルト
（ブルーベリー）

牛乳
水ようかん

三色そぼろ丼（凍り豆腐）
みそ汁（玉ねぎ・小松菜）
バナナ

牛乳
フライドポテト
（さつま芋）

デミスパゲティー
クラムチャウダー（コーン）
フルーツゼリー(桃・みかん)

スパゲッティ、○米、
じゃがいも、アレルギー
用マーガリン、小麦粉、
○ごま、油、三温糖

○牛乳、豆乳、○さけフ
レーク、豚ひき肉、牛ひ
き肉、あさり水煮缶、◎
チーズ

ホールトマト缶詰、玉
葱、黄桃缶、みかん缶、
クリームコーン缶、寒
天、人参、マッシュルー
ム、セロリ、しめじ、○
焼きのり、にんにく

デミグラスソース、ワイ
ン（赤）、ケチャップ、
洋風だしの素、しょう
ゆ、食塩、ワイン
（白）、こしょう

御飯
みそ汁（豆腐・わかめ）
鶏肉の香味焼き
ブロッコリーのおかか和え

○さつまいも、米、○
油、三温糖、油

牛乳
カレー
焼きビーフン

御飯
みそ汁（車麩・わかめ）
ピーマンの細切り炒め
ツナポテト

米、じゃがいも、○小麦
粉、○三温糖、○油、○
アーモンド、油、車麩、
片栗粉、三温糖

○牛乳、豚肉、○ミロ、
○豆乳、ツナ油漬缶、白
みそ、○乾燥おから、◎
牛乳

かぶ、ピーマン、にんじ
ん、赤ピーマン、たけの
こ、わかめ

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒、洋風だし
の素、中華だしの素、食
塩、パセリ粉

牛乳
マンナ

ミロ
おから
クッキー

御飯＆しらすふりかけ
みそ汁（大根・えのき）
そら豆とウィンナーの磯辺揚げ

酢味噌和え

米、○ビーフン、小麦
粉、片栗粉、油、三温
糖、○油、○ごま油

○牛乳、ウインナーソー
セージ、○豚肉、白み
そ、ちくわ、しらす干
し、かつお節、◎牛乳

そらまめ、もやし、玉
葱、○玉葱、大根、きゅ
うり、○にんじん、にん
じん、えのきたけ、○
ピーマン、○干ししいた
け、わかめ、青のり

かつお・昆布だし汁、○
酒、○しょうゆ、酢、
しょうゆ、○中華だしの
素、洋風だしの素、○カ
レー粉

牛乳
小松菜
ビスケット

牛乳
おにぎり
（鮭）

豚丼
みそ汁（豆腐・わかめ）
バナナ

米、○食パン、油、片栗
粉

○牛乳、豚肉、木綿豆
腐、白みそ、◎牛乳

バナナ、たまねぎ、こま
つな、えのきたけ、ね
ぎ、にんじん、○ブルー
ベリージャム、わかめ、
にんにく、しょうが

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒

牛乳
おせんべい

牛乳
ジャムサンド
（ブルーベリー）

デミスパゲティー
クラムチャウダー（コーン）
フルーツゼリー(桃・みかん)

スパゲッティ、○米、
じゃがいも、アレルギー
用マーガリン、小麦粉、
○ごま、油、三温糖

○牛乳、豆乳、○さけフ
レーク、豚ひき肉、牛ひ
き肉、あさり水煮缶、◎
チーズ

ホールトマト缶詰、玉
葱、黄桃缶、みかん缶、
クリームコーン缶、寒
天、人参、マッシュルー
ム、セロリ、しめじ、○
焼きのり、にんにく

デミグラスソース、ワイ
ン（赤）、ケチャップ、
洋風だしの素、しょう
ゆ、食塩、ワイン
（白）、こしょう

麦茶
チーズ

御飯
わかめスープ
八宝菜
かぼちゃの甘煮

米、○ロールパン、ごま
油、片栗粉、三温糖、ご
ま、○油

○牛乳、豚肉、○ウイン
ナーソーセージ、◎牛乳

はくさい、かぼちゃ、た
まねぎ、ねぎ、にんじ
ん、たけのこ、しいた
け、黒きくらげ、わか
め、しょうが、にんにく

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、○ケチャッ
プ、中華だしの素、食
塩、こしょう

牛乳
バナナ
クッキー

牛乳
ロールパンサンド

（ウィンナー）

御飯
はるさめスープ（白菜）
スペアリブ
じゃが芋サラダ

米、じゃがいも、○白玉
粉、マヨドレ、三温糖、
○小麦粉、○三温糖、は
るさめ、○ごま、アレル
ギー用マーガリン、○
油、油、ごま

○牛乳、豚肉、○こしあ
ん、ベーコン、◎牛乳

たまねぎ、はくさい、
キャベツ、ねぎ、コーン
缶、えのきたけ、にんじ
ん、しょうが

しょうゆ、酢、酒、中華
だしの素、食塩、こしょ
う 牛乳

チーズ
ビスケット

御飯
みそ汁（玉ねぎ・ほうれん草）

かじきまぐろの和風ステーキ
ひじきと大豆の煮物
オレンジ

米、小麦粉、ごま油、三
温糖、油、◎三温糖

○牛乳、かじき、大豆、
白みそ、油揚げ、◎牛
乳、◎ヨーグルト

オレンジ、たまねぎ、ほ
うれんそう、にんじん、
○いちごジャム、さやえ
んどう、ひじき、◎レモ
ン果汁、◎りんご濃縮果
汁

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、みりん、食塩

飲むヨーグルト
（りんご）
たべっこBABY

牛乳
クラッカーサンド
（いちごジャム）

御飯
みそ汁（切干し・さつま芋）
厚揚げの中華煮
ちくわの梅マヨ和え

牛乳
ごま団子

米、さつまいも、○米
粉、マヨドレ、○油、ご
ま油、片栗粉、三温糖

○牛乳、生揚げ、○豆
乳、豚肉、○ミロ、○つ
ぶしあん、白みそ、ちく
わ、かつお節、◎牛乳

たまねぎ、もやし、にん
じん、きゅうり、キャベ
ツ、ねぎ、ピーマン、う
め干し、切り干しだいこ
ん、干ししいたけ、にん
にく、しょうが

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒、酢、食
塩、○食塩、こしょう 牛乳

おせんべい

ミロ
米粉蒸しパン
（小豆）

※献立は納品の都合などにより、変更となることがあります。 今月の旬の食材
じゃが芋、アスパラガス、そら豆、トマト、とうもろこし

作り方
① ちくわ、きゅうりは半月切り、キャベツは色紙

切り、もやしは食べやすい長さに切る。
② お湯を沸かし、もやし、キャベツをゆで、

最後にきゅうり、ちくわを加え、短時間ゆでる。
③ ゆでた野菜は流水やうちわで冷まし、

水分を軽く絞る。
④ 梅干しの果肉を細かくし、調味料を合わせ、

③と合わせる。

【ちくわの梅マヨ和え】
幼児５人分

材料
きゅうり・・・・・・75ｇ
キャベツ・・・・・・75ｇ
もやし・・・・・・・75ｇ
ちくわ・・・・・・・20ｇ
かつお節・・・・・・ 3ｇ

マヨドレ（マヨネーズ）20ｇ
梅干し・・・・・・・・10ｇ
しょうゆ・・・・・・・・2ｇ
酢・・・・・・・・・・ 2ｇ
砂糖・・・・・・・・・・3ｇ

献立紹介

ド
レ
ッ
シ
ン
グ

【おやつ：水ようかん】
幼児10人分

材料
粉末寒天・・・ 2ｇ

水・・・・・380cc

砂糖・ ・・・ 60ｇ

こしあん・・240ｇ

甘めの梅干を使うと子ども
にも食べやすい！
人気のサラダです♫

令和2年6月献立表 湘南こども園

６/23は沖縄慰霊の日
湘南こども園の提携園の中には、沖縄の保育園がある

ということで、慰霊の日に合わせ、６/23（火）に

沖縄メニューを取り入れました。

慰霊の日とは？
太平洋戦争終戦の少し前、1945年6月23日は、一般市

民を含む20万人あまりの尊い命が奪われた沖縄戦の終結

にちなみ、沖縄の記念日となりました。

♪提携園 紹介♫

①寒川湘南保育園 （すぐ近くです。90名定員）
②大和湘南保育園 （小規模保育園）
③首里湘南保育園 （90名定員）

④つきみ野湘南保育園（90名定員）

お誕生会

※材料名は分量の多い順番になっています。

沖縄慰霊の日

作り方
① 鍋に水を入れ、粉末寒天を加えて混ぜながら

火にかけ沸騰したら火を弱めて、2分加熱する。
② いったん火を止めた①に砂糖とこしあんを加えて

よく混ぜて、再び火にかけ、2分混ぜる。
③ 鍋底を水で冷やし、混ぜながら粗熱をとる。
④ バットやカップに入れて冷やし固める。

粗熱をとると分離しません♪

市販の水ようかんに負けない

出来上がりです❣

にがうり（ゴーヤ）の栄養素…モモルジシン

ビタミンC・食物繊維が豊富。ビタミンCはきゅうり・ト

マトの約5倍あり、加熱しても壊れにくい。苦み成分モモ

ルジシンは消化液の分泌を促し、食欲増進させて夏バテを

防ぐ。揚げるとやや苦みを感じにくくなる。


