
2022年度6月 献　　　立　　　表 ハレルヤ保育園
0728685541

米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

園基準 6月1日平均

461 475

17.3 19.6

14.9 16

211 261

2.3 2.1
米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

お菓子（煎餅） お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（煎餅）

☆都合により献立を変更することがあります

バナナ

夏野菜カレー

じゃこチヂミ
チーズ　しらす干し　にら　豚ひき
肉　米粉　塩　ごま油　しょうゆ
三温糖

ウインナー　小麦粉　ホットケーキ
粉　豆乳　卵　油

お菓子 クッキー　せんべい

お茶お茶

味噌ごまの
カップケーキ

ホットケーキ粉　小麦粉　三温糖
牛乳　ごま　みそ　バター

ミニアメリカン
ドッグ

プルーン プルーン
グレープフルー
ツ

グレープフルーツ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 お茶 お茶

小松菜のごまあ
え

こまつな　にんじん　コーン　ごま
三温糖　しょうゆ

ほうれん草の
すまし汁

豆腐　ほうれんそう　はくさい
にんじん　えのき　わかめ
こんぶ　だし　しょうゆ

のっぺい汁
鶏肉　さといも　こんにゃく
にんじん　ごぼう　ねぎ　こんぶ
だし　塩　しょうゆ

豆腐のサラダ
ほうれんそう　キャベツ　コーン
豆腐　酢　油　塩

バンバンジー
ささみ　きゅうり　にんじん
油　三温糖　しょうゆ　酢
ごま油　ごま

小松菜のサラダ
こまつな　ベーコン　もやし
しょうゆ　マヨドレ　ごま

鶏肉　パン粉　カレー粉　オリーブ
油　塩　こしょう

あさりのかき揚
げ

あさり水煮　たまねぎ　にんじん
ごぼう　卵　小麦粉　油

鰆の塩焼き さわら　塩　酒　油

豆腐のみそ汁
豆腐　油揚げ　さつまいも　にんじ
ん　たまねぎ　ほうれんそう　ねぎ
だし　みそ

牛乳

御飯 胚芽米 御飯 胚芽米 御飯 胚芽米胚芽米　牛肉　たまねぎ　かぼちゃ
にんじん　なす　トマト　ピーマン
にんにく　しょうが　バター
カレールウ　スキムミルク
ケチャップ　ソース　塩　こしょう

鶏肉の
カレーパン粉焼
き

クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべい

27 牛乳 28 牛乳 29 牛乳 30

牛乳

ほうれん草のクルクル
クッキー

ホットケーキ粉　バター　三温糖
塩　ほうれんそう

豆腐団子 白玉粉　上新粉　豆腐　ゆであずき アップルポテト
さつまいも　りんご　三温糖　バ
ター

チーズラスク
フランスパン　粉チーズ　マヨドレ
パセリ

お菓子

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

豚肉　豆腐　こんにゃく　だいこん
にんじん　ごぼう　ねぎ　だし　み
そ

納豆のみそ汁
納豆　だいこん　さつまいも
にんじん　なす　こまつな　ねぎ
だし　みそ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

はくさい　コーン　ハム
フレンチドレッシング

豆腐のすまし汁
豆腐　じゃがいも　にんじん
チンゲンサイ　わかめ　こんぶ　だ
し　　　　　しょうゆ

豚汁
豚肉　豆腐　にんじん　ごぼう
ねぎ　こんにゃく　ごま油　だし
はくさい　みそ

かき卵汁
卵　はくさい　えのき　ほうれんそ
う　にんじん　こんぶ　だし　しょ
うゆ

もやしのみそ汁
豆腐　油揚げ　もやし　えのき　ね
ぎ　にんじん　たまねぎ　だし　み
そ

けんちんみそ汁

白身魚の照り焼
き

もやしの納豆和
え

納豆　もやし　こまつな　にんじん
しょうゆ　かつお節

ピーマンの
ツナあえ

ピーマン　ひじき　コーン　ツナ
ねりごま　三温糖　しょうゆ　酢

キャベツのツナ
レーズンサラダ

キャベツ　にんじん　ツナ
干しぶどう　油　酢　塩　こしょう

ほうれん草と
油揚げのお浸し

ほうれんそう　にんじん　油揚げ
だし　しょうゆ　みりん

白菜とハムの
サラダ

あじ　塩　こしょう　小麦粉　豆乳
パン粉　粉チーズ　パセリ　油

かれい　酒　油　三温糖　しょうゆ
みりん　片栗粉

ビーフン

胚芽米 御飯 胚芽米 麦御飯 胚芽米　押麦

ハンバーグ
牛ひき肉　豚ひき肉　トマト
たまねぎ　にんにく　酒　ナツメグ
塩　こしょう

御飯 胚芽米
枝豆とじゃこの
御飯

えだまめ　にんじん　しらす干し
しょうゆ　酒　胚芽米　三温糖

御飯

マーボー豆腐

豆腐　豚肉　たまねぎ　チンゲンサ
イ　にんじん　干しいたけ　しょう
が　    にんにく　油　三温糖　しょ
うゆ　         みそ　ごま油　片栗粉
塩　こしょう

鶏つくねの
あんかけ

鶏ひき肉　にんじん　ごぼう　ねぎ
片栗粉　塩　油　しょうゆ
酒　三温糖

あじのフライ
チーズ風味

23 牛乳 24 牛乳 25 牛乳20 牛乳 21 牛乳 22 牛乳

おに蒸しパン
さつまいも　米粉　片栗粉　豆乳
三温糖　塩　ベーキングパウダー

お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべい
おからスティッ
ク

おから　ホットケーキ粉　ごま
ひじき　スキムミルク　油

五平餅 もち米　みそ　みりん　三温糖 じゃがおやき
じゃがいも　小麦粉　塩
コーン　ハム　バター

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳牛乳 牛乳 お茶 お茶 牛乳 牛乳

長芋の味噌汁
油揚げ　ながいも　にんじん　わか
め　しめじ　こまつな　だし　みそ

五目みそ汁
さといも　たまねぎ　にんじん
ごぼう　チンゲンサイ　油揚げ
だいこん　ねぎ　だし　みそ

春雨のすまし汁
はるさめ　ほうれんそう　にんじん
えのき　ねぎ　こんぶ　だし
しょうゆ

コーンスープ
貝柱　たまねぎ　にんじん
かぼちゃ　小麦粉　バター　コーン
牛乳　塩　こしょう　コンソメ

すまし汁
ほうれんそう　にんじん　えのき
かまぼこ　ねぎ　しょうゆ　塩
こんぶ　だし

コールスロー
サラダ

キャベツ　にんじん　ハム　三温糖
グリーンアスパラ　油　酢　塩

キャベツとおく
らの和え物

キャベツ　オクラ　酢　三温糖　塩 わかめスープ
豆腐　にんじん　チンゲンサイ
わかめ　ごま　中華だし
しょうゆ　塩

あじの香り焼き
あじ　しょうゆ　にんにく　片栗粉
油

鯖の野菜衣揚げ
さば　酒　にんじん　たまねぎ　油
あおのり　小麦粉　しょうゆ　塩

ブロッコリーと
きのこのごま和
え

ブロッコリー　にんじん　しめじ
えのき　ごま　三温糖　しょうゆ
もやし

華風和え
はるさめ　はくさい　こまつな
にんじん　三温糖　しょうゆ　酢
ごま油　ごま

にんじんシリシ
リ

にんじん　ツナ　油　しょうゆ　酒
塩　こしょう

御飯 胚芽米 麦御飯 胚芽米　押麦

鮭の西京焼き
さけ　油　三温糖　みりん　みそ
酒

ハニースパイ
シーチキン

鶏肉　塩　にんにく　しょうゆ
はちみつ　カレー粉

肉豆腐
豚肉　豆腐　たまねぎ　ねぎ　えの
き　にんじん　しょうゆ　みりん
三温糖　だし

そらまめ御飯
胚芽米　そらまめ　油揚げ　こんぶ
酒　塩

パン パン 御飯 胚芽米

16 牛乳 17 牛乳 18 牛乳13 牛乳 14 牛乳 15 牛乳

米粉お好み焼き

だいず　米粉　片栗粉　キャベツ
ベーキングパウダー　塩　豚肉
にら　干しえび　かつお節　ごま油
ソース　ケチャップ　あおのり　ね
ぎ

お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべいひじきドーナツ
ホットケーキ粉　豆腐　三温糖
ひじき　油

きなことごまの
カップケーキ

ホットケーキ粉　卵　三温糖　豆乳
きな粉　ごま

中華風りんごの
包揚げ

りんご　三温糖　春巻きの皮　油

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳牛乳 牛乳 お茶 お茶 牛乳 牛乳

夏野菜の豚汁
豚肉　トマト　たまねぎ　キャベツ
ごぼう　ピーマン　油　だし　みそ

中華白菜スープ
はくさい　にんじん　だいこん　貝
柱　はるさめ　中華だし　塩　しょ
うゆ　　ごま油

なすのみそ汁
なす　たまねぎ　にんじん　ねぎ
ふ　こまつな　わかめ　だし　みそ

白菜のすまし汁
ふ　はくさい　わかめ　こまつな
にんじん　こんぶ　だし　しょうゆ

そうめん汁
そうめん　ほうれんそう　にんじん
油揚げ　ねぎ　かにかまぼこ　こん
ぶ　　だし　しょうゆ　塩

さっぱりポテト
サラダ

じゃがいも　きゅうり　にんじん
おから　酢　三温糖　塩　油

小松菜の
おかかあえ

こまつな　にんじん　かつお節
しょうゆ　三温糖

里芋のそぼろか
け

さといも　鶏ひき肉　しょうゆ
三温糖　片栗粉　だし　みりん

キャベツのベーコン
ドレッシング

キャベツ　こまつな　ベーコン　油
三温糖　しょうゆ　酢

ひじきの煮物
ひじき　にんじん　油揚げ　ごま油
しょうゆ　みりん　三温糖　きぬさ
や　だし

ブロッコリーと
豆腐のサラダ

ブロッコリー　黄ピーマン　三温糖
赤ピーマン　豆腐　酢　油　塩

鮭のムニエル
さけ　塩　小麦粉　バター　こしょ
う

鶏のから揚げ
鶏肉　しょうが　しょうゆ　酒
片栗粉　焼きのり　油

いわしカリカリ
チーズ焼き

いわし　塩　ワイン　パン粉
粉チーズ　にんにく　パセリ　油

菜飯 胚芽米　こまつな　油　酒　塩 麦御飯 胚芽米　押麦

プチゼリー

プチゼリー

りんご バナナ

納豆ボール
納豆　しょうゆ　豚ひき肉　ねぎ
片栗粉　塩　こしょう

御飯 胚芽米 御飯 胚芽米 御飯 胚芽米

9 牛乳 10 牛乳 11 牛乳6 牛乳 7 牛乳 8 牛乳

米粉蒸しパン
米粉　ベーキングパウダー　豆乳
油　つぶしあん　三温糖

お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべい

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

メロン りんご

ブロッコリーの
黒ごまサラダ

ブロッコリー　きゅうり　ちくわ
塩　黒ごま

野菜炒め

鉄

カルシウム

脂質

チンゲン菜の
すまし汁

豆腐　じゃがいも　にんじん
チンゲンサイ　たまねぎ
こんぶ　だし　しょうゆ

バナナ

バナナ

キャベツ　もやし　にんじん
ピーマン　塩　こしょう　ごま油
しょうゆ

キャベツの
胡麻マヨあえ

キャベツ　にんじん　ちくわ　ごま
マヨネーズ　しょうゆ

ベーコン　かぼちゃ　たまねぎ
にんじん　ほうれんそう　中華だし
豆乳　塩　こしょう

ほうれん草の
みそ汁

生揚げ　ほうれんそう　にんじん
みそ　はくさい　えのき
わかめ　だし

あじのマリネ
あじ　塩　米粉　油　たまねぎ
ピーマン　黄ピーマン　酢
こしょう　三温糖

胚芽米　押麦

豚肉と野菜の
カレー炒め

豚肉　塩　酒　片栗粉　油　たまね
ぎ　にんじん　ピーマン　カレー粉

鶏肉のトマト煮

鶏肉　塩　こしょう　片栗粉
たまねぎ　にんじん　赤ピーマン
黄ピーマン　油　ホールトマト
にんにく　コンソメ　パセリ

さわらとごぼう
の煮つけ

さわら　ごぼう　しょうが　三温糖
酒　しょうゆ　だし

牛乳 3 牛乳 4 牛乳
とうもろこし御
飯

胚芽米　コーン　塩 御飯 胚芽米 麦御飯

1 牛乳 2

エネルギー

たんぱく質 かぼちゃスープ

野菜プリッツ
小麦粉　ベーキングパウダー　三温
糖　　　　　ほうれんそう　オリー

白菜のすまし汁
豆腐　はくさい　えのき
にんじん　ほうれんそう　こんぶ
だし　しょうゆ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

バナナ バナナ

焼うどん
うどん　豚肉　たまねぎ　塩
キャベツ　にんじん　油
しょうゆ　みりん　かつお

ちゃんぽん
ラーメン

焼きそばめん　豚肉　キャベツ
たまねぎ　もやし　にんじん　ごま
油　　　　中華だし　しょうゆ　塩

てりやき野菜丼
胚芽米　鶏肉　しょうゆ　酒　みり
ん　　片栗粉　もやし　キャベツ
たまねぎ　にんじん　油

プチゼリー プチゼリー2個

メロン メロン バナナ

ビーフン　豚肉　たまねぎ　にんじ
ん　もやし　にら　油　中華だし
酒　　　カレー粉　塩　三温糖

りんご りんご バナナ バナナ プルーン プルーン

りんご りんご
グレープフルー
ツ

グレープフルーツ プルーン プルーン プチゼリー2個

プルーン プルーン オレンジ オレンジ メロン メロン りんご りんご バナナ プチゼリー2個

プルーン プルーン メロン メロン バナナ バナナ プチゼリー プチゼリー2個

メロン

6月は気温・湿度が高く、食中毒が増える時期になります。

食中毒予防にまず大切なのは『手洗い・うがい』です。

親子で丁寧に手を洗うこと、うがいなどを振り返ってみてください。

食中毒だけでなく他の病気などの予防にもなりますので一石二鳥です。


