
10時のおやつ 10時のおやつ

（3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児

ご飯 精白米 あじ キャベツ ヨーグルト エネルギー 486 Kcal 543 Kcal ロールパン ロールパン まぐろ油漬缶詰 ほうれんそう 豆腐 エネルギー 507 Kcal 560 Kcal

アジフライ 薄力粉 鶏卵 ミニトマト ケーキ たんぱく質 19.9ｇ 21.7ｇ ほうれん草のチーズオムレツ じゃがいも ピザ用チーズ たまねぎ ドーナツ たんぱく質 18.1ｇ 19.3ｇ

せんキャベツ パン粉 木綿豆腐 だいこん 脂  質 18.3 ｇ 19.3 ｇ ローストポテト 調合油 鶏卵 ぶなしめじ 脂  質 20.0 ｇ 21.3 ｇ

ミニトマト 調合油 削り節 にんじん 牛乳 ミニトマト 薄力粉 絹ごし豆腐 ミニトマト 牛乳

けんちん汁 さといも プレーンヨーグルト ごぼう キャベツとしめじのスープ 砂糖 調整豆乳 キャベツ

ごま油 長ねぎ 果物 有塩バター くだもの

かぼちゃのロールパン ロールパン ぶたひき肉 青ピーマン カリカリチーズ エネルギー 453 Kcal 537 Kcal 親子丼 精白米 若鶏もも たまねぎ マカロニ エネルギー 532 Kcal 589 Kcal

ピーマンの肉詰め パン粉 鶏卵 たまねぎ カリカリウインナー たんぱく質 18.9ｇ 22.3ｇ 春雨サラダ 三温糖 鶏卵 にんじん あべかわ たんぱく質 20.9ｇ 22.7ｇ

フレンチサラダサラダ 有塩バター ロースハム にんじん ゆでそら豆 脂  質 24.0 ｇ 28.6ｇ 豆腐とわかめの味噌汁 はるさめ ロースハム 生しいたけ 脂  質 17.1 ｇ 17.6 ｇ

かぶとしめじのスープ 調合油 切れてるチーズ 乾しいたけ 果物 マヨネーズ 木綿豆腐 きざみのり 牛乳
三温糖 ウインナーソーセージ トマトケチャプ 牛乳 マカロニ 淡色辛みそ グリーンピース

しゅうまいの皮 キャベツ 砂糖 きな粉 くだもの

麦ご飯 精白米 めかじき あおのり スイート エネルギー 481 Kcal 533 Kcal ハヤシライス 精白米 ぶたもも たまねぎ みかん エネルギー 487 Kcal 532 Kcal

かじきのお好み焼き 押麦 削り節 ブロッコリー ポテト たんぱく質 19.8ｇ 21.5ｇ ごまドレッシングサラダ 調合油 鶏卵 にんじん ヨーグルト たんぱく質 17.1ｇ 17.8ｇ

ブロッコリーのごま和え 薄力粉 木綿豆腐 にんじん 脂  質 17.7 ｇ 18.5 ｇ たまごとコーンのスープ いりごま ヨーグルト マッシュルーム 脂  質 15.8 ｇ 15.9 ｇ

豆腐となめこの味噌汁 調合油 淡色辛みそ なめこ 牛乳 三温糖 キャベツ おせんべい

果物 いりごま 生クリーム 長ねぎ しょうゆせんべい きゅうり

マヨネーズ 卵黄 くだもの 赤ピーマン

しらすとキャベツのペペロンチーノ スパゲティ しらす干し たまねぎ いなりずし エネルギー 473 Kcal 571 Kcal 麦ごはん 精白米 きす あおのり ロック エネルギー 516 Kcal 581 Kcal

ポテトサラダ オリーブ油 ロースハム キャベツ たんぱく質 16.7ｇ 20.4ｇ きすの磯部揚げ 押麦 鶏卵 くりかぼちゃ ビスケット たんぱく質 20.4ｇ 22.2 ｇ

ほうれん草とベーコンのスープ 有塩バター ベーコン きゅうり 麦茶 脂  質 15.7 ｇ 20.2 ｇ かぼちゃの煮物 薄力粉 木綿豆腐 ブロッコリー 脂  質 16.0 ｇ 16.4 ｇ

果物 じゃがいも 油揚げ パセリ 茹でブロッコリー 調合油 淡色辛みそ オクラ 牛乳
マヨネーズ にんじん 豆腐とオクラの味噌汁 三温糖

調合油 くだもの 無塩バター

チキンピラフ 精白米 鶏ひき肉 たまねぎ 肉まん エネルギー 498 Kcal 524 Kcal コッペパン コッペパン 若鶏もも にんにく かっぱ巻き エネルギー 485 Kcal 535 Kcal

スパゲティーサラダ 有塩バター ロースハム にんじん たんぱく質 16.6ｇ 15.7ｇ タンドリーチキン 調合油 プレーンヨーグルト たまねぎ たんぱく質 18.3ｇ 19.5 ｇ

キャベツとしいたけのスープ 調合油 コーン缶詰粒 牛乳 脂  質 14.7 ｇ 14.3 ｇ マメマメサラダ 三温糖 ミックスビーンズ キャベツ 麦茶 脂  質 17.4 ｇ 18.0 ｇ

果物 スパゲティ キャベツ じゃがいものポタージュ じゃがいも 生クリーム きゅうり

マヨネーズ きゅうり 果物 有塩バター トマト

くだもの 精白米 くだもの

チャーハン 精白米 鶏卵 長ねぎ ホットドック エネルギー 480 Kcal 536 Kcal

中華もやしサラダ 調合油 焼き豚 グリーンピース たんぱく質 19.4ｇ 21.0ｇ

チンゲン菜とコーンのスープ ごま油 なると りょくとうもやし 牛乳 脂  質 20.0 ｇ 21.3 ｇ

果物 三温糖 若鶏ささ身 きゅうり

ロールパン ウインナーソーセージ にんじん

ソフトマーガリン くだもの

ご飯 精白米 若鶏もも しょうが おから入り エネルギー 516 Kcal 578 Kcal

鶏肉のから揚げ 片栗粉 しらす干し にんにく スコーン たんぱく質 18.4ｇ 19.6ｇ

きゅうりとわかめの酢の物 調合油 油揚げ きゅうり 脂  質 19.9 ｇ 21.1 ｇ

ミニトマト 三温糖 淡色辛みそ 塩わかめ 牛乳

なすと油揚げの味噌汁 薄力粉 おから ミニトマト

砂糖 鶏卵 なす

タンメン 中華めん ぶたもも はくさい 五平餅 エネルギー 530 Kcal 594 Kcal

豆腐入りいが蒸し 調合油 ぶたひき肉 たまねぎ たんぱく質 19.9ｇ 21.6ｇ

きゅうりのナムル ごま油 木綿豆腐 りょくとうもやし ヨーグルト 脂  質 12.3 ｇ 11.7 g

果物 パン粉 鶏卵 にんじん ドリンク
片栗粉 淡色辛みそ 生しいたけ

もち ドリンクヨーグルト くだもの

ご飯 精白米 ぎんざけ たまねぎ ポテトもち エネルギー 518 Kcal 576 Kcal

鮭の味噌マヨネーズ焼き 薄力粉 淡色辛みそ 生しいたけ ゆでそら豆 たんぱく質 19.1ｇ 20.5ｇ

いんげんの白和え マヨネーズ 木綿豆腐 さやいんげん 牛乳 脂  質 19.6 ｇ 20.7 ｇ

えのきと麩のすまし汁 調合油 削り節 にんじん じゃがバター エネルギー 485 Kcal 536 Kcal

果物 いりごま えのきたけ ゆでそら豆 たんぱく質 19.0ｇ 20.4ｇ

三温糖 くだもの 牛乳 脂  質 19.3 ｇ 20.4 ｇ
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※材料の都合により、変更することがあります。
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★おいしくたべるための虫歯予防★

6月4日～10日は歯と口の健康週間です。むし歯予防のた

めに、カルシウムが多く含まれる乳製品や小魚、カルシウ

ム代謝を助けるビタミンDが多いシイタケ、エナメル質を強

化するビタミンA の多い緑黄色野菜など、意識しながらバラ

ンス良く食べて歯を守りましょう。

6月の旬の食材

きゅうり そらまめ オクラ かぼちゃ ピーマン あじ きす さくらんぼ グレープフルーツ メロン

～ むし歯を作らない食べ方 ～

・おやつのお菓子などをだらだら食べず、時間を決めて食べる

・適度に硬く食物繊維の多い根菜類や昆布などをよく噛んで食べる

・規則正しい食生活をする

・清涼飲料水など、糖分の多い飲み物を常用しない

食中毒とは、細菌やウイルス、毒素が食品といっしょ

に体内に侵入し、腹痛、下痢、嘔吐、発熱などの症状を

起こすことをいいます。乳幼児は抵抗力が弱く、重症化

することもあります。食中毒の主な原因となる細菌は〝

じめじめ″した梅雨や気温の高い夏に増殖しやすいので、

この時期は特に注意が必要です。

味、匂いに変化はなく、気づか

ずに食べてしまうこともあるので、

きちんと予防し、食中毒を起こ

さないよう注意しましょう。


