
月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

根菜ポトフ かぶとしいたけのみそ汁 白菜と肉団子のスープ 焼きそばパン

ウィンナー 鶏肉のオーロラソースがけ ひじきとがんもどきの炒煮 バナナ

ゆで卵とスパゲッティのサラダ ごぼうときゅうりの中華和え オレンジ 牛乳

グレープフルーツ ヨーグルト

チーズフランス・牛乳 キッシュ・麦茶 クッキー・牛乳

6 7 8 9 10 11
ヤッホークラブ おにぎりの日

マーボー豆腐 小松菜とベーコンのスープ なめこ汁 野菜ラーメン わかめのみそ汁

ぎょうざ 鶏ロール 魚の野菜あんかけ パイナップル スパニッシュオムレツ

野菜のナムル ブロッコリーのマヨネーズ和え ほうれん草のごま和え フレンチサラダ

オレンジ ゼリー ヨーグルト バナナ

サブレ・牛乳 メープルトースト・牛乳 ウィンナーサンド・牛乳 きなこ揚げパン・牛乳 せんべい・牛乳

13 14 15 16 17 18
誕生日会

親子煮 コンソメスープ ピラフ カレーシチュー ほうれん草のみそ汁 二色丼

バンサンスー ハンバーグ 華風スープ フルーツヨーグルト 白身魚のコーンマヨネーズ焼き ゼリー

オレンジ 人参のグラッセ 鶏肉のバンバンジー焼き ひじきとオクラのおかか和え 麦茶

ブロッコリー きゅうりとわかめとツナの中華和え ゼリー

グレープフルーツ アイス

フルーツサンド・麦茶 スイートポテト・麦茶 デコドーナツ・牛乳 クリームチーズ＆ジャムサンド・麦茶 だんご・牛乳

20 21 22 23 24 25

レタスとトマトのスープ 小松菜と舞茸のみそ汁 けんちん汁 キムチ鍋風 パンプキンシチュー

エビマヨ 肉じゃが 竹輪の磯辺焼き ゴーヤチャンプルー 肉団子

切干大根のサラダ バナナ 白菜のごま和え オレンジ キャベツとちくわのサラダ

ヨーグルト グレープフルーツ ゼリー

チーズラスク・牛乳 がんづき・牛乳 パイナップルケーキ・牛乳 わかめおにぎり・麦茶 ミニパン・牛乳

27 28 29 30
ヤッホークラブ

大根と厚揚げのみそ汁 ナスと牛ひき肉のカレー じゃがいものみそ汁 豚汁

野菜コロッケ ささみ入りグリーンサラダ 焼鮭 五色納豆

すき昆布の炒煮 パイナップル 野菜きんぴら メロン

ヨーグルト オレンジ

せんべい・牛乳 シナモントースト・牛乳 金時豆ケーキ・牛乳 お好み焼き・牛乳

希望保育

よていこんだてひょう

たっこんこどもえん　以上児

希望保育

６月の

予定栄養摂取量

エネルギー 453kcal
タンパク質 20.8g
脂質 17.5g
塩分 1.9g

9日（木） おにぎりの日🍙🍙
※お家からのおにぎりをお願いします

15日（水） お誕生会🎂🎂
※お家からのご飯はいりませんよ

６月の行事予定

7、28日
ヤッホークラです！



月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

サブレ 豆乳 ビスケット ウエハース

ごはん ごはん ごはん 焼きそばパン

根菜ポトフ かぶとしいたけのみそ汁 白菜と肉団子のスープ バナナ

ウィンナー 鶏肉のオーロラソースがけ ひじきとがんもどきの炒煮 牛乳

ゆで卵とスパゲッティのサラダ ごぼうときゅうりの中華和え オレンジ

グレープフルーツ ヨーグルト

チーズフランス・牛乳 キッシュ・麦茶 クッキー・牛乳

6 7 8 9 10 11

せんべい ポーロ ビスケット バナナ 豆乳

ごはん ごはん ごはん おにぎり ごはん

マーボー豆腐 小松菜とベーコンのスープ なめこ汁 野菜ラーメン わかめのみそ汁

ぎょうざ 鶏ロール 魚の野菜あんかけ パイナップル スパニッシュオムレツ

野菜のナムル ブロッコリーのマヨネーズ和え ほうれん草のごま和え フレンチサラダ

オレンジ ゼリー ヨーグルト バナナ

サブレ・牛乳 メープルトースト・牛乳 バターロール・牛乳 きなこ揚げパン・牛乳 せんべい・牛乳

13 14 15 16 17 18

ビスケット ポーロ ウエハース サブレ チーズ ポーロ

ごはん ごはん ピラフ ごはん ごはん 二色丼

親子煮 コンソメスープ 華風スープ カレーシチュー ほうれん草のみそ汁 ゼリー

バンサンスー ハンバーグ 鶏肉のバンバンジー焼き フルーツヨーグルト 白身魚のコーンマヨネーズ焼き 麦茶

オレンジ 人参のグラッセ・ブロッコリー きゅうりとわかめとツナの中華和え ひじきとオクラのおかか和え

グレープフルーツ アイス ゼリー

フルーツサンド・牛乳 スイートポテト・麦茶 デコドーナツ・牛乳 クリームチーズ＆ジャムド・麦茶 スティックパン・牛乳

20 21 22 23 24 25

ウエハース チーズ 豆乳 ポーロ せんべい

ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん

レタスとトマトのスープ 小松菜と舞茸のみそ汁 けんちん汁 キムチ鍋風 パンプキンシチュー

エビマヨ 肉じゃが 竹輪の磯辺焼き ゴーヤチャンプルー 肉団子

切干大根のサラダ バナナ 白菜のごま和え オレンジ キャベツとちくわのサラダ

ヨーグルト グレープフルーツ ゼリー

チーズラスク・牛乳 がんづき・牛乳 パイナップルケーキ・牛乳 わかめおにぎり・麦茶 ミニパン・牛乳

27 28 29 30

ポーロ ウエハース ビスケット せんべい

ごはん ごはん ごはん ごはん

大根と厚揚げのみそ汁 ナスと牛ひき肉のカレー じゃがいものみそ汁 豚汁

野菜コロッケ ささみ入りグリーンサラダ 焼鮭 五色納豆

すき昆布の炒煮 パイナップル 野菜きんぴら メロン

ヨーグルト オレンジ

せんべい・牛乳 シナモントースト・牛乳 金時豆ケーキ・牛乳 お好み焼き・牛乳

希望保育

よていこんだてひょう
たっこんこどもえん　未満児

希望保育

※水分補給、

虫歯予防に麦茶が出ています。

６月の

エネルギー 516kcal
タンパク質 19.5g
脂質 15.9g
塩分 1.7g
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