
からだをだつくる 熱や力のもとになる からだの調子を整える 調味料など 午前（未満児） 午後

ご飯/オーロラチキン 鶏肉　みそ
こめ/かたくり粉　油　三
温糖

じゃが芋　玉ねぎ　人参　
ピーマン　しいたけ

こしょう　ケチャッ
プ　濃口醤油 牛乳 スキムミルク

コーンスープ たまご　いりこ 片栗粉
人参　玉ねぎ　クリーム・
コーン缶

淡口醤油 バナナ スコーン

みかんゼリー みかん缶　ゼリーの素

ご飯/豚ひき肉と春雨の炒め 豚ひき肉　たまご こめ/春雨　三温糖　油　
キャベツ　人参　ピーマン　
にんにく

濃口醤油 牛乳 スキムミルク

きのこの味噌汁 厚揚げ　みそ　いりこ じゃが芋 椎茸　玉ねぎ　人参　こねぎ ビスケット 揚げパン

リンゴ りんご

ご飯/アジフライ あじ　たまご
こめ/小麦粉　パン粉　マ
ヨネーズ

キャベツ　人参　コーン
こしょう　ケ
チャップ 牛乳 スキムミルク

ポトフ風スープ ウィンナー　鶏肉 じゃが芋
人参　大根　玉ねぎ　ブロッ
コリー

コンソメ せんべい ☆焼きおにぎり

バナナ バナナ

おにぎり/冷やしうどん 豚肉　たまご こめ/うどん コーン缶 めんつゆ 牛乳 スキムミルク

さつま芋のがね
さつま芋　小麦粉　油　三
温糖

人参　玉ねぎ　ピーマン だし　食塩 ゼリー フルーツパイ

オレンジ オレンジ

ご飯/きんぴらごぼう 鶏肉　
こめ/しらたき　ごま　三
温糖

ごぼう　人参 淡口醤油 牛乳 スキムミルク

鶏のつみれ汁 鶏ひき肉　たまご 片栗粉 えのき　玉ねぎ　白菜　人参 淡口醤油 お野菜ポテト ◎ムーンライト

キウイ キウイ

チキンピラフ 鶏ひき肉　たまご こめ　バター 玉ねぎ　人参　ピーマン コンソメ 牛乳 スキムミルク

ゴマネーズ ツナ缶 ごま　マヨネーズ 大根　きゅうり　人参 ウエハース トーフドーナツ

クリームスープ/バナナ じゃが芋
玉ねぎ　人参　クリーム・
コーン缶/バナナ

クリームシチュー

ご飯/ミートボール
豚ひき肉　牛ひき肉　
たまご

こめ/パン粉　油　スパゲ
ティ

玉ねぎ
ケチャップ　
ソース　みりん 牛乳 ◎ビスケット

野菜スープ じゃが芋
もやし　人参　キャベツ　玉
ねぎ　コーン缶

コンソメ ミニクッキー カルピスゼリー

パイナップル パイナップル

ご飯/魚のねぎ味噌焼き ぶり　みそ こめ/ごま油　三温糖 深ネギ　しょうが　にんにく 淡口醤油 牛乳 スキムミルク

ほうれん草のピーナッツ和え らっかせい　ごま　三温糖 ほうれん草　コーン缶 濃口醤油 バナナ メロンパントースト

そーめん汁/みかん かまぼこ そーめん　 人参　こねぎ/みかん 淡口醤油　

親子丼
鶏もも　たまご　かつ
おだし　かまぼこ

こめ　三温糖 玉ねぎ　こねぎ 淡口醤油　みりん 牛乳 スキムミルク

元気モリモリサラダ しらす干し　わかめ ごま　ごま油　三温糖
枝豆　人参　きゅうり　玉ね
ぎ　レタス

濃口醤油　酢 シュガートースト 焼きだんご

リンゴ りんご

かたつむりごはん/かに玉
豚ひき肉　のり　ウィ
ンナー/かにかま　卵

こめ　じゃが芋　小麦粉　
パン粉　油/マヨネーズ

玉ねぎ　人参　/にら　もやし
ケチャップ　こ
しょう/淡口醤油 牛乳

スパサラ/春雨スープ
ロースハム/たまご　い
りこ

スパゲティ　マヨネーズ/
はるさめ

きゅうり/人参　えのき　しめ
じ　白菜

淡口醤油 ビスケット ジャムサンド

あじさいゼリー/スイカ ゼリーの素 スイカ

ご飯/肉じゃが 牛肉
こめ/じゃが芋　しらたき　
厚揚げ　三温糖

人参　玉ねぎ
淡口醤油　濃口
醤油 牛乳 スキムミルク

豆腐の味噌汁 いりこ　みそ 豆腐 えのきたけ　白菜　こねぎ たべっこベビー ◎バームクーヘン

バナナ バナナ

1 (火) 炒

2 （水） 炒

令和３年度　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新城こども園

日 行事 献　立　名 おもな　
調理法

食　品　名 おやつ

5 （土） 煮

7 （月） 炒

3 （木） 揚

4 （金） 揚

10 （木） 煮

11 （金）誕生会 揚/焼

8 （火） 揚

9 （水） 焼

12 （土） 煮

※３時のおやつの◎マークは市販のお菓子です。

※０才児の給食・おやつは離乳食の進み具合や月齢に応じて提供し

ています。

※☆マークはカミカミメニューです。

※🍙マークは食育活動です。

※予定献立表は裏面に１４日から３０日までを記載してあります。

※都合により献立が変更になる場合がありますのでご了承ください。

（お知らせとお願い）

☆１１日は誕生会です。

☆１８日はピクニック保育です。愛情弁当日になっていま

すので、お弁当とおやつの準備をお願いします。

食育活動のお知らせ（予定献立表の🍙マーク）

＊6月はさくらぐみ・ひまわりぐみです＊

〇１７日ひまわりぐみ（ぎょうざを作ろう！）

〇２４日さくらぐみ（ポテトサラダを作ろう！）

梅雨の季節になりました。気温と湿度が上がり、食欲もダ

ウンしやすくなります。こまめに水分補給をし、バランス

のよい食事で体力を維持しましょう。運動会の練習も始

まっていますので、朝食をとって登園しましょう！

6 月 予 定 献 立 表

たんぽぽ組は

ごま和えです

”まごわやさしい”が入ったサラダです
ご飯とコロッケ

で作ります



からだをだつくる 熱や力のもとになる からだの調子を整える 調味料など 午前（未満児） 午後

パン/なすとひき肉のスパゲッティ 牛ひき肉　豚ひき肉 コッペパン/スパゲティ
なす　玉ねぎ　人参　ピーマ
ン　トマト缶

こしょう　　　　
ケチャップ 牛乳 スキムミルク

コンソメスープ たまご じゃが芋 キャベツ　人参　玉ねぎ コンソメ　 カステラボーロ 炊き込みおにぎり

オレンジ オレンジ

ご飯/☆カジキと大豆の甘辛煮 かじき　大豆 こめ/かたくり粉　油 レタス　トマト
淡口醤油　濃口
醤油　みりん 牛乳 スキムミルク

きのこのスープ いりこ
えのき　しいたけ　玉ねぎ　
しめじ　人参　こねぎ

淡口醤油　濃口
醤油　みりん 野菜バー フレンチトースト

キウイ キウイ

おにぎり/新城春巻き
こめ/春雨　春巻きの皮　
三温糖

玉ねぎ　人参　もやし　白菜　
筍　しいたけ　コーン缶

淡口醤油　鶏ガ
ラだし 牛乳 スキムミルク

きつねうどん 油揚げ うどん 玉ねぎ　人参　こねぎ 淡口醤油　みりん ビスコ マカロニきなこ

バナナ バナナ

ご飯/🍙手作りぎょうざ 豚ひき肉
こめ/ごま油　片栗粉　餃
子の皮　三温糖

キャベツ　人参　椎茸　にら　
レタス

濃口醤油　酢 牛乳 スキムミルク

キャベツの味噌汁 いりこ　みそ
えのき　キャベツ　玉ねぎ　
こねぎ バナナ ココア蒸しパン

パイナップル パイナップル

ご飯/ミートオムレツ 合いびき肉　たまご こめ/油 玉ねぎ　人参　　ピーマン
こしょう　ケ
チャップ 牛乳 スキムミルク

キャベツのサラダ/さつま汁 ツナ缶/鶏肉　みそ
マヨネーズ/里芋　こん
にゃく

キャベツ　コーン缶/大根　人
参　ごぼう　こねぎ

淡口醤油 スティックゼリー ◎ベジたべる

バナナ バナナ

ご飯/マーボー豆腐 豚ひき肉　豆腐 こめ/三温糖
人参　椎茸　筍　しょうが　
ニンニク　ねぎ　玉ねぎ

中華だし　濃口
醤油 牛乳 スキムミルク

ほうれん草スープ たまご　いりこ じゃが芋 ほうれん草　えのき　人参 淡口醤油 マリービスケット ホットサンド

オレンジ オレンジ

ご飯/チキン南蛮（タルタル） 鶏肉　たまご
こめ/小麦粉　三温糖　マ
ヨネーズ

きゅうり　玉ねぎ　レモン　
レタス　トマト

淡口醤油　酢 牛乳 ◎野菜バー

わかめの味噌汁
豆腐　わかめ　いりこ　
みそ

じゃが芋 しめじ　えのき　人参 ソフトせんべい 　フルーツ

パイナップル パイナップル 　　ヨーグルト

ご飯/ゴーヤチャンプル 豚肉　豆腐　卵　みそ こめ/　油　三温糖 にがうり　人参 牛乳 スキムミルク

中華スープ かにかま
人参　もやし　しめじ　コー
ン缶　えのき

中華だし ミニクッキー アメリカンドッグ

バナナ バナナ

ご飯/照り焼きチキン 鶏肉 こめ/三温糖 にんにく
淡口醤油　濃口
醤油　みりん 牛乳 スキムミルク

🍙ポテトサラダ じゃが芋　マヨネーズ
きゅうり　人参　コーン缶　
レタス たまごせんべい ふくれ菓子

キャベツの味噌汁/リンゴジュース 油揚げ　いりこ　みそ リンゴジュース
えのきたけ　キャベツ　玉ね
ぎ　こねぎ

ご飯/サバとポテトの甘酢 さば
こめ/じゃが芋　片栗粉　
油　三温糖

ケチャップ　酢　
濃口醤油 牛乳 スキムミルク

小松菜和え ロースハム ごま油　三温糖　ごま 小松菜　もやし　人参 淡口醤油 スティックゼリー ☆ごまきなこクッキー

スープ/オレンジ たまご
えのき　人参　大根　コーン
缶/オレンジ

コンソメ　

やきにく丼 豚肉　ウィンナー
こめ　むぎ　ごま油　油　
ごま　三温糖

キャベツ　人参　玉ねぎ　生
姜　にんにく

濃口醤油

わかめスープ わかめ　たまご　いりこ えのき　しめじ　人参　玉ねぎ淡口醤油

バナナ バナナ

鶏ガラチキンカレー 鶏もも　鶏がら こめ　じゃが芋　油 人参　玉ねぎ　コーン缶　ねぎカレールウ 牛乳 スキムミルク

果菜サラダ ロースハム マヨネーズ
キャベツ　きゅうり　人参　
りんご　パイナップル ウエハース あんドーナツ

バナナ バナナ

ご飯/シュウマイ 豚ひき肉　えび
こめ/かたくり粉　シュウ
マイの皮　三温糖

椎茸　玉ねぎ　枝豆
濃口醤油　こ
しょう　さけ 牛乳

なすの味噌汁
いりこ　みそ　豆腐　　
わかめ

なす　玉ねぎ　しめじ アスパラガス フルーツパフェ

オレンジ オレンジ

ビビンバ丼 豚ひき肉　たまご　のり
こめ　ごま　ごま油　三温
糖

ほうれん草　にんにく　大根　
きゅうり　もやし

濃口醤油　淡口
醤油 牛乳 スキムミルク

青のりのすまし汁
豆腐　青さのり　かま
ぼこ　いりこ

淡口醤油 ビスコ クレープ

パイナップル パイナップル

食　品　名 おやつ

14 （月） 炒

日 行事 献　立　名
おもな　
調理法

17 （木）
ひまわ
り（ｸｯ
ｷﾝｸﾞ）

焼

18 （金）
ピク
ニック
保育

愛情弁当の日

15 （火） 揚煮

16 （水）
報恩
の日

揚

22 （火） 揚

23 （水） 炒

＊お弁当とおやつの準備をお願いします

19 （土） 焼

21 （月） 煮

26 （土）
半日
保育

炒 半日保育

24 （木）
さくら
（ｸｯｷﾝ
ｸﾞ）

焼

25 （金） 揚

30 （水） 和

28 （月）
運動会
リハー
サル

煮

29 （火） 蒸

※報恩の日は肉・魚・卵等使わないメニューです

鶏ガラを

煮込んだ

スープを

使います

肉の入っていない新城こ

ども園特製春巻きです


