
令和３年度６月の献立表　　　　　　認定こども園たちばな

主食 副　食　献　立 材　料　名 献立 材　料　名

1 火 バナナ・麦茶 ごはん
鶏肉の味噌焼き・春雨サラダ・煮
卵・コンソメスープ

米・鶏肉・春雨・胡瓜・ハム・人参・うずら卵・キャベツ・
玉葱

レーズン蒸しパ
ン・牛乳

蒸しパンミックス・牛乳・レー
ズン・牛乳

2 水 ヨーグルト・麦茶
食パン
（メープル）

ハムカツ・豆サラダ・トマト・コーン
スープ

食パン・メープル・ハムカツ・油・ソース・キャベツ・胡
瓜・大豆・チーズ・人参・マヨ・スキムミルク・トマト・玉
葱・コーン・牛乳・シチューミックス・クリームコーン缶

しらすおにぎり・
麦茶

米・しらす・麦茶
（梅干し）

3 木 ビスケット・麦茶 ごはん
　　　さわらの照り焼き・炒り豆腐
　　　スティックきゅうり・味噌汁

米・さわらみりん醬油・豆腐・玉葱・人参・鶏挽・椎茸・
小ねぎ・胡瓜・もやし・油揚

アメリカンドック・
牛乳

アメリカンドック・ケチャップ・
牛乳
※ケチャップなし

4 金 せんべい・麦茶 ごはん
肉団子の酢豚・いんげんのごま和
え・バナナ・春雨スープ

米・肉団子・玉葱・人参・ピーマン・筍水煮・椎茸・ケ
チャップ・いんげん・すりごま・バナナ・春雨・ほうれん
草・コーン

マカロニきなこ・
牛乳

マカロニ・きなこ・砂糖・牛乳

5 土

7 月 卵ボーロ・麦茶 ごはん
春巻き・切干大根サラダ・オレン
ジ・味噌汁

米・春巻き・油・切干大根・胡瓜・カニカマ・人参・マヨ・
スキムミルク・オレンジ・豆腐・わかめ

フルーチェ・せん
べい

フルーチェ（いちご）・牛乳・塩せ
んべい
※せんべい→野菜ハイハイせん

8 火
グレープゼリー・

麦茶
カレー
ライス

　　　コールスローサラダ
　　　福神漬け・野菜ジュース

米・豚肉・玉葱・じゃが芋・人参・カレールウ・キャベツ・
胡瓜・ハム・コーン・マヨ・スキムミルク・福神漬け・野
菜ジュース

きなこクッキー・
牛乳

ホットケーキミックス・牛乳・バ
ター・砂糖・きなこ・牛乳

9 水 バナナ・牛乳
クロワッサ
ン

鶏肉のトマトソースがけ・ツナサラ
ダ・チーズ・もやしのスープ

クロワッサン・鶏肉・玉葱・ケチャップ・キャベツ・胡瓜・
ツナ・人参・コーン・マヨ・スキムミルク・チーズ・もやし・
ニラ

チャーハン・麦茶
米・焼豚・玉葱・ピーマン・麦
茶

10 木 チーズ・麦茶 ごはん
豚肉のマーマレード焼き・和風パ
スタサラダ・バターコーン・味噌汁

米・豚肉・マーマレードジャム・パスタ・胡瓜・ハム・人
参・コーン・バター・玉葱・ナス

アップルパイ・牛
乳

アップルパイ・牛乳
※りんご・ハイハイせん

11 金
スティックきゅう
り・麦茶

ごはん
鮭の西京焼き・厚揚げの煮物・パ
イン・すまし汁

米・鮭の西京漬け・生揚・玉葱・人参・ナルト・パイン・
水菜・おふ

メロンパン・牛乳
メロンパン・牛乳
※食パン

12 土

14 月 クラッカー・麦茶 ごはん
豚肉の生姜焼き・ポテトサラダ・り
んご・味噌汁

米・豚肉・生姜・じゃが芋・胡瓜・ハム・人参・コーン・マ
ヨ・スキムミルク・りんご・玉葱・ニラ

クリームパン・牛
乳

クリームパン・牛乳
※米粉パン

15 火
コーンフレーク・

牛乳
ロールパン

メンチカツ・野菜のごま和え・チー
ズ・ミネストローネスープ

ロールパン・メンチカツ・油・ソース・もやし・いんげん・
人参・すりごま・チーズ・キャベツ・玉葱・じゃが芋・セロ
リ・ハム・カットトマト缶

わかめおにぎり・
麦茶

米・わかめごはんもと・麦茶
（梅干し）

16 水 せんべい・麦茶 ごはん
鶏肉の照り焼き・ブロッコリーサラ
ダ・煮豆・豆腐のスープ

米・鶏肉・生姜・にんにく・ブロッコリー・卵・ハム・コー
ン・マヨ・カレー粉・スキムミルク・金時豆・豆腐・玉葱・
小松菜

付け合せパン・
牛乳

食パン・チョコ・牛乳
※チョコなし

17 木 ヨーグルト・麦茶

18 金 りんご・麦茶 ごはん
タラのカレー風味焼き・ひじき煮・
中華きゅうり・すまし汁

米・タラのカレー風味・ひじき・豚肉・人参・竹輪・椎茸・
油揚・胡瓜・ほうれん草・半片

ツナサンド・牛乳
ロールパン・キャベツ・ツナ・
マヨ・スキムミルク・牛乳

19 土

21 月 ビスケット・麦茶 ごはん
豚肉の味噌焼き・ほうれん草サラ
ダ・チーズ・わかめスープ

米・豚肉・ほうれん草・卵・ハム・りんご・コーン・マヨ・
スキムミルク・チーズ・長葱・わかめ

かりんとうドーナ
ツ・牛乳

かりんとうドーナツ・牛乳
※ロールパン

22 火
りんごゼリー・麦

茶
ごはん

ミートローフ・キャベツの昆布和
え・オレンジ・味噌汁

米・豚挽・鶏挽・玉葱・ミックスベジタブル・チーズ・パン
粉・卵・ケチャップ・キャベツ・胡瓜・人参・塩昆布・オレ
ンジ・豆腐・なめこ

バナナケーキ・
牛乳

ホットケーキミックス・牛乳・バ
ナナ・バター・卵・牛乳

23 水 バナナ・牛乳
食パン
（いちご）

はんぺんフライ・マカロニサラダ・
トマト・クリームシチュー

食パン・いちごジャム・はんぺんフライ・油・ソース・マ
カロニ・胡瓜・ハム・人参・マヨ・スキムミルク・トマト・玉
葱・じゃが芋・ハム・コーン・牛乳・シチューミックス

いなり寿司・麦
茶

米・味付け油揚げ・麦茶

24 木 せんべい・麦茶
ハヤシ
ライス

　　　ツナの和え物
　　　オレンジジュース

米・牛肉・玉葱・マッシュルーム・ハヤシルウ・キャベ
ツ・胡瓜・もやし・ツナ・人参・オレンジジュース

コーンフレーク
クッキー・牛乳

ホットケーキミックス・牛乳・バ
ター・砂糖・コーンフレーク・牛
乳

25 金 卵ボーロ・牛乳 ごはん
サバの文化干し・ジャーマンポテ
ト・枝豆・かき玉汁

米・サバ文化干し・じゃが芋・玉葱・ハム・パセリ・枝
豆・玉葱・ナルト・水菜・椎茸・卵

フルーツヨーグ
ルト・せんべい

りんご・バナナ・みかん缶・パイン
缶・ヨーグルト・星せんべい
※せんべい→ひじきせん

26 土

28 月
スティックきゅう
り・麦茶

ごはん
松風焼き・ブロッコリーのおかか
和え・煮卵・すまし汁

米・鶏肉・人参・小ねぎ・卵・パン粉・いりごま・ブロッコ
リー・おかか・うずら卵・玉葱・オクラ・おふ

フルーツカナッ
ペ・牛乳

クラッカー・みかん缶・パイン
缶・ホイップ・牛乳
※ホイップなし

29 火 クラッカー・牛乳 ごはん
　　　マーボー豆腐
　　　いんげんのごま和え
　　　バナナ・コンソメスープ

米・豆腐・豚肉・エビ・長葱・ニラ・にんにく・生姜・いん
げん・人参・すりごま・バナナ・キャベツ・玉葱

たこ焼き・麦茶
たこ焼き・ソース・マヨ・青の
り・麦茶
※ベイクドポテト

30 水 りんご・牛乳 ロールパン
ヒレカツ・和風サラダ・トマト・中華
コーンスープ

ロールパン・ヒレカツ・油・ソース・キャベツ・胡瓜・もや
し・人参・竹輪・わかめ・トマト・玉葱・コーン・卵

さくらおにぎり・
麦茶

米・醤油・酒・塩・麦茶
（梅干し）

＊　材料の都合により、献立を変更する場合があります。

１０時：クラッカー、麦茶　　　お昼：うどん、ブロッコリーのおかか和え、グレープジュース　　　３時：バナナ、せんべい、麦茶

１０時：クラッカー、麦茶　　　お昼：　　スパゲティーミートソース、ほうれん草の磯和え、りんごジュース　　　３時：オレンジゼリー、せんべい、麦茶

１０時：ビスケット、麦茶　　　お昼：ラーメン、中華きゅうり、オレンジジュース　　　３時：バナナ、せんべい、麦茶

１０時：ビスケット、麦茶　　　お昼：焼きそば、ほうれん草の磯和え、野菜ジュース　　　３時：グレープゼリー、せんべい、麦茶

誕生日会

スパゲ
ティー

　　　チーズサラダ
　　　バナナ・りんごジュース

パスタ・豚挽・玉葱・人参・ケチャップ・トマト缶・キャベ
ツ・胡瓜・ハム・人参・チーズ・コーン・マヨ・スキムミル
ク・バナナ・りんごジュース

ケーキ・牛乳
ケーキ・牛乳
※オレンジゼリー・小魚せん

※印はりす組、ひよこ組は献立カードをご覧ください。

日
付

曜
日

未満児
10時おやつ

昼　　　　　　　　　　食 ３時おやつ

３歳未満児
６月平均栄養価

エネルギー 545kcal たんぱく質 18.1g 脂質 16.3g
カルシウム 212mg          食塩 2.0g

３歳以上児
エネルギー 568kcal たんぱく質 19.2g 脂質 17.3g
カルシウム 223mg           食塩 2.2g


