
副副副副　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食食食食 間間間間　　　　食食食食　　　　((((PMPMPMPM)))) 間間間間　　　　食食食食　　　　((((AMAMAMAM)))) 主主主主　　　　　　　　食食食食
ｴﾈﾙｴﾈﾙｴﾈﾙｴﾈﾙ
ｷｷｷｷﾞ゙゙゙ｰーーー

たんたんたんたん
ぱくぱくぱくぱく

脂質脂質脂質脂質
(g)(g)(g)(g)

食塩食塩食塩食塩
相当相当相当相当

1 1 1 1 ((((火火火火))))
さんまさんまさんまさんま煮魚 煮魚 煮魚 煮魚 かぼちゃかぼちゃかぼちゃかぼちゃサラダ サラダ サラダ サラダ 青菜汁 青菜汁 青菜汁 青菜汁 キキキキ
ウイウイウイウイ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 おやつおやつおやつおやつパンパンパンパン バナナバナナバナナバナナ ごごごご飯飯飯飯 391391391391 16.316.316.316.3 20.720.720.720.7 1.61.61.61.6

2 2 2 2 ((((水水水水)))) 鶏鶏鶏鶏のののの唐揚 温野菜 若布汁 唐揚 温野菜 若布汁 唐揚 温野菜 若布汁 唐揚 温野菜 若布汁 バナナバナナバナナバナナ クレープ クレープ クレープ クレープ 麦茶麦茶麦茶麦茶
ヨーク ビスケッヨーク ビスケッヨーク ビスケッヨーク ビスケッ
トトトト

ごごごご飯飯飯飯 369369369369 17.017.017.017.0 14.214.214.214.2 2.42.42.42.4

3 3 3 3 ((((木木木木))))
五目昆布煮 五目昆布煮 五目昆布煮 五目昆布煮 スクランブルエッグ スクランブルエッグ スクランブルエッグ スクランブルエッグ 豆腐豆腐豆腐豆腐
汁 汁 汁 汁 オレンジオレンジオレンジオレンジ

手作手作手作手作りりりりヨーグルヨーグルヨーグルヨーグル
ト ト ト ト 小魚小魚小魚小魚

りんごりんごりんごりんごゼリーゼリーゼリーゼリー ごごごご飯飯飯飯 329329329329 17.817.817.817.8 14.414.414.414.4 2.62.62.62.6

4 4 4 4 ((((金金金金))))
チーズスパゲッティ レバチーズスパゲッティ レバチーズスパゲッティ レバチーズスパゲッティ レバ－－－－のののの甘辛煮甘辛煮甘辛煮甘辛煮
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 キウイキウイキウイキウイ

ジョア ポテトジョア ポテトジョア ポテトジョア ポテト
チーズチーズチーズチーズ焼焼焼焼きききき

麦茶 玉子麦茶 玉子麦茶 玉子麦茶 玉子ボーロボーロボーロボーロ
チーズスパチーズスパチーズスパチーズスパ
ゲッティゲッティゲッティゲッティ

481481481481 22.322.322.322.3 16.216.216.216.2 1.61.61.61.6

5 5 5 5 ((((土土土土))))
甘甘甘甘バタバタバタバタ－－－－サンド サンド サンド サンド きんぴらごぼう きんぴらごぼう きんぴらごぼう きんぴらごぼう 牛乳牛乳牛乳牛乳
オレンジオレンジオレンジオレンジ

バナナバナナバナナバナナ 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 ビスコビスコビスコビスコ
甘甘甘甘バターサバターサバターサバターサ
ンドンドンドンド

539539539539 10.710.710.710.7 17.517.517.517.5 0.70.70.70.7

6 6 6 6 ((((日日日日))))                 

7 7 7 7 ((((月月月月))))
ヒレカツ ヒレカツ ヒレカツ ヒレカツ 三色和三色和三色和三色和ええええ物 春雨物 春雨物 春雨物 春雨スープ キウスープ キウスープ キウスープ キウ
イイイイ

ヨーグルト ヨーグルト ヨーグルト ヨーグルト 昆布昆布昆布昆布
オレンジジューオレンジジューオレンジジューオレンジジュー
ス ス ス ス せんべいせんべいせんべいせんべい

ごごごご飯飯飯飯 320320320320 12.712.712.712.7 11.511.511.511.5 2.62.62.62.6

8 8 8 8 ((((火火火火))))
焼焼焼焼きききき魚 魚 魚 魚 ごぼうごぼうごぼうごぼうサラダ サラダ サラダ サラダ 青菜青菜青菜青菜とえのきとえのきとえのきとえのき汁汁汁汁
オレンジオレンジオレンジオレンジ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 おやつおやつおやつおやつパンパンパンパン バナナバナナバナナバナナ ごごごご飯飯飯飯 345345345345 22.222.222.222.2 14.714.714.714.7 1.81.81.81.8

9 9 9 9 ((((水水水水))))
焼焼焼焼きききき肉 肉 肉 肉 ビビビビ－－－－フンソテフンソテフンソテフンソテ－ － － － 卵卵卵卵ののののトロリントロリントロリントロリン
スープ バナナスープ バナナスープ バナナスープ バナナ

せんべい せんべい せんべい せんべい ジョアジョアジョアジョア プリンプリンプリンプリン ごごごご飯飯飯飯 373373373373 16.816.816.816.8 14.914.914.914.9 1.61.61.61.6

10 10 10 10 ((((木木木木)))) 五色煮 半月卵 五色煮 半月卵 五色煮 半月卵 五色煮 半月卵 なめこなめこなめこなめこ汁 汁 汁 汁 キウイキウイキウイキウイ ちまき ちまき ちまき ちまき 牛乳牛乳牛乳牛乳
手作手作手作手作りりりりヨーグルヨーグルヨーグルヨーグル
トトトト

ごごごご飯飯飯飯 ちまきちまきちまきちまき作作作作りりりり 396396396396 18.218.218.218.2 10.910.910.910.9 1.81.81.81.8

11 11 11 11 ((((金金金金))))
ソソソソ－－－－スススス焼焼焼焼きそば きそば きそば きそば ウィンナウィンナウィンナウィンナ－ － － － 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 オレオレオレオレ
ンジンジンジンジ

野菜生活 野菜生活 野菜生活 野菜生活 せんべせんべせんべせんべ
いいいい

スポロン ビススポロン ビススポロン ビススポロン ビス
ケットケットケットケット

ソースソースソースソース焼焼焼焼きききき
そばそばそばそば

364364364364 12.912.912.912.9 15.515.515.515.5 1.31.31.31.3

12 12 12 12 ((((土土土土))))
ポークカレー ポークカレー ポークカレー ポークカレー 小女子甘煮 牛乳 小女子甘煮 牛乳 小女子甘煮 牛乳 小女子甘煮 牛乳 オレンオレンオレンオレン
ジジジジ

バナナバナナバナナバナナ 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 せんべいせんべいせんべいせんべい ごごごご飯飯飯飯 おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会 300300300300 10.510.510.510.5 11.211.211.211.2 1.51.51.51.5

13 13 13 13 ((((日日日日))))                 

14 14 14 14 ((((月月月月))))
けんちんけんちんけんちんけんちん汁 笹汁 笹汁 笹汁 笹かまかまかまかま揚揚揚揚げ げ げ げ 青菜青菜青菜青菜のののの和和和和ええええ物物物物
バナナバナナバナナバナナ

フルーツヨーグフルーツヨーグフルーツヨーグフルーツヨーグ
ルト ルト ルト ルト 小魚小魚小魚小魚

りんごりんごりんごりんごジュースジュースジュースジュース
せんべいせんべいせんべいせんべい

ごごごご飯飯飯飯 312312312312 13.413.413.413.4 10.410.410.410.4 2.12.12.12.1

15 15 15 15 ((((火火火火))))
ししゃものししゃものししゃものししゃもの天天天天ぷら ぷら ぷら ぷら コーンサラダ コーンサラダ コーンサラダ コーンサラダ 長長長長ねねねね
ぎぎぎぎ汁 汁 汁 汁 キウイキウイキウイキウイ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ピザトースピザトースピザトースピザトース
トトトト

ももももももももゼリーゼリーゼリーゼリー ごごごご飯飯飯飯 494494494494 22.322.322.322.3 23.723.723.723.7 2.92.92.92.9

16 16 16 16 ((((水水水水))))
ブロッコリーシチュウ ブロッコリーシチュウ ブロッコリーシチュウ ブロッコリーシチュウ 竹輪竹輪竹輪竹輪とととと油揚油揚油揚油揚げのげのげのげの
煮物 牛乳 煮物 牛乳 煮物 牛乳 煮物 牛乳 オレンジオレンジオレンジオレンジ

ロールケーキ ロールケーキ ロールケーキ ロールケーキ 麦麦麦麦
茶茶茶茶

バナナバナナバナナバナナ ごごごご飯飯飯飯 515515515515 16.516.516.516.5 23.623.623.623.6 1.01.01.01.0

17 17 17 17 ((((木木木木)))) 五目納豆 薩摩芋五目納豆 薩摩芋五目納豆 薩摩芋五目納豆 薩摩芋のののの甘煮 豆麩汁 甘煮 豆麩汁 甘煮 豆麩汁 甘煮 豆麩汁 バナナバナナバナナバナナ
ヤクルトヤクルトヤクルトヤクルト４００４００４００４００
チーズ チーズ チーズ チーズ せんべいせんべいせんべいせんべい

手作手作手作手作りりりりヨーグルヨーグルヨーグルヨーグル
トトトト

ごごごご飯飯飯飯 389389389389 15.515.515.515.5 10.010.010.010.0 2.42.42.42.4

18 18 18 18 ((((金金金金))))
手巻手巻手巻手巻きききき寿司 鶏寿司 鶏寿司 鶏寿司 鶏のののの照照照照りりりり焼焼焼焼き き き き グリーンレグリーンレグリーンレグリーンレ
タス タス タス タス 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 メロンメロンメロンメロン

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 おおおお誕生誕生誕生誕生ケーケーケーケー
キ パフェキ パフェキ パフェキ パフェ

    のりのりのりのり巻巻巻巻きききき おおおお誕生会誕生会誕生会誕生会 521521521521 20.520.520.520.5 24.424.424.424.4 1.41.41.41.4

19 19 19 19 ((((土土土土)))) スパゲッティパン スパゲッティパン スパゲッティパン スパゲッティパン 豆乳 豆乳 豆乳 豆乳 オレンジオレンジオレンジオレンジ バナナバナナバナナバナナ 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 せんべいせんべいせんべいせんべい
スパゲッスパゲッスパゲッスパゲッ
ティパンティパンティパンティパン

536536536536 15.815.815.815.8 29.229.229.229.2 0.70.70.70.7

20 20 20 20 ((((日日日日))))                 

21 21 21 21 ((((月月月月))))
チーズハンバーグ チーズハンバーグ チーズハンバーグ チーズハンバーグ 土佐和土佐和土佐和土佐和え え え え オニオンオニオンオニオンオニオン
スープ オレンジスープ オレンジスープ オレンジスープ オレンジ

のむのむのむのむヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト
昆布昆布昆布昆布

オレンジジューオレンジジューオレンジジューオレンジジュー
ス ス ス ス せんべいせんべいせんべいせんべい

ごごごご飯飯飯飯 377377377377 13.113.113.113.1 13.413.413.413.4 2.72.72.72.7

22 22 22 22 ((((火火火火))))
鯖鯖鯖鯖のののの味噌煮 味噌煮 味噌煮 味噌煮 ポテトサラダ ポテトサラダ ポテトサラダ ポテトサラダ 根菜汁 根菜汁 根菜汁 根菜汁 バナバナバナバナ
ナナナナ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 きなこきなこきなこきなこ揚揚揚揚げげげげ
パンパンパンパン

りんごりんごりんごりんごゼリーゼリーゼリーゼリー ごごごご飯飯飯飯 505505505505 21.321.321.321.3 24.124.124.124.1 2.52.52.52.5

23 23 23 23 ((((水水水水))))
ブロッコリーカレー ブロッコリーカレー ブロッコリーカレー ブロッコリーカレー 小女子甘煮 牛乳小女子甘煮 牛乳小女子甘煮 牛乳小女子甘煮 牛乳
キウイキウイキウイキウイ

ミルクプリン ミルクプリン ミルクプリン ミルクプリン せせせせ
んべいんべいんべいんべい

バナナバナナバナナバナナ ごごごご飯飯飯飯 356356356356 13.113.113.113.1 13.513.513.513.5 1.61.61.61.6

24 24 24 24 ((((木木木木)))) 酢豚 花卵 大根汁  酢豚 花卵 大根汁  酢豚 花卵 大根汁  酢豚 花卵 大根汁  バナナバナナバナナバナナ おおおお好好好好みみみみ焼焼焼焼き き き き 麦茶麦茶麦茶麦茶
手作手作手作手作りりりりヨーグルヨーグルヨーグルヨーグル
トトトト

ごごごご飯飯飯飯 422422422422 20.820.820.820.8 17.817.817.817.8 2.42.42.42.4

25 25 25 25 ((((金金金金)))) 三色三色三色三色そうめん そうめん そうめん そうめん 天天天天ぷら ぷら ぷら ぷら 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 メロンメロンメロンメロン おにぎり おにぎり おにぎり おにぎり ジョアジョアジョアジョア プリンプリンプリンプリン
三色三色三色三色そうめそうめそうめそうめ
んんんん

460460460460 13.913.913.913.9 8.98.98.98.9 1.71.71.71.7

26 26 26 26 ((((土土土土))))
メロンパン マカロニグラタン メロンパン マカロニグラタン メロンパン マカロニグラタン メロンパン マカロニグラタン 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 オオオオ
レンジレンジレンジレンジ

せんべい せんべい せんべい せんべい 野菜生野菜生野菜生野菜生
活活活活

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 ビスケットビスケットビスケットビスケット メロンパンメロンパンメロンパンメロンパン 429429429429 10.910.910.910.9 12.112.112.112.1 0.70.70.70.7

27 27 27 27 ((((日日日日))))                 

28 28 28 28 ((((月月月月))))
ワンタンスープ ウィンナワンタンスープ ウィンナワンタンスープ ウィンナワンタンスープ ウィンナ－ － － － 土佐和土佐和土佐和土佐和ええええ
キウイキウイキウイキウイ

手作手作手作手作りりりりヨーグルヨーグルヨーグルヨーグル
ト クラッカト クラッカト クラッカト クラッカ－－－－

りんごりんごりんごりんごジュースジュースジュースジュース
せんべいせんべいせんべいせんべい

ごごごご飯飯飯飯 329329329329 11.611.611.611.6 14.914.914.914.9 2.32.32.32.3

29 29 29 29 ((((火火火火))))
たらのたらのたらのたらの磯辺揚磯辺揚磯辺揚磯辺揚げ げ げ げ 青菜青菜青菜青菜のののの和和和和ええええ物 豚汁 物 豚汁 物 豚汁 物 豚汁 メメメメ
ロンロンロンロン

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 おやつおやつおやつおやつパンパンパンパン バナナバナナバナナバナナ ごごごご飯飯飯飯 311311311311 18.218.218.218.2 13.213.213.213.2 1.81.81.81.8

30 30 30 30 ((((水水水水)))) シュウマイ ボイルシュウマイ ボイルシュウマイ ボイルシュウマイ ボイル野菜 豆腐汁 野菜 豆腐汁 野菜 豆腐汁 野菜 豆腐汁 バナナバナナバナナバナナ
プリンアラモープリンアラモープリンアラモープリンアラモー
ドドドド

ヨーク ヨーク ヨーク ヨーク せんべいせんべいせんべいせんべい ごごごご飯飯飯飯 469469469469 22.322.322.322.3 15.115.115.115.1 3.03.03.03.0
1 1 1 1 ((((木木木木))))                 

献立名献立名献立名献立名（（（（未満児加食分未満児加食分未満児加食分未満児加食分））））
 日 日 日 日((((曜曜曜曜))))

献献献献　　　　立立立立　　　　名名名名　（　（　（　（共通分共通分共通分共通分））））
備考備考備考備考

平成平成平成平成22222222年 年 年 年 6666月分月分月分月分

　　　　こんげつの よてい こんだてひょうこんげつの よてい こんだてひょうこんげつの よてい こんだてひょうこんげつの よてい こんだてひょう

＊＊＊＊材料材料材料材料のののの都合都合都合都合によりによりによりにより献立献立献立献立をををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

予定栄養価予定栄養価予定栄養価予定栄養価（（（（以上児以上児以上児以上児))))

面川報徳保育園面川報徳保育園面川報徳保育園面川報徳保育園


