
　　  給食目標：虫歯をなくそう。

　　  内　　　容：歯を大事にする食べ物を知る。

　　　　　　　　　：虫歯の予防と食後の歯磨きを教える。

　　　　　　　　　：甘いものを食べ過ぎないようにする。

　  　※　５日（水）お誕生日会です。

おやつ(午前) 主食　他

お茶 ごはん みそ汁、親子煮 牛乳・おせんべい

クラッカー ブロッコリーのサラダ、フライドポテト、バナナ ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、豆まめキーマカレー、白菜と大根のサラダ 牛乳

ビスケット たけのこのきんぴら、福神漬、メロン レモンラスク☆

牛乳 ごはん ごはん、みそ汁、魚の五目あんかけ オレンジジュース・クラッカー

おせんべい わかめのサラダ、かぼちゃの含め煮、バナナ クッキーパン

牛乳 山菜ごはん、コーンたまごスープ、新じゃがの炒め煮 お茶

おせんべい ヨーグルトサラダ、焼き肉サラダ、うるいとじゃこの炒め煮、さくらんぼ ロールケーキ

豆乳 ごはん ごはん、うどん、おからハンバーグ、オクラ 牛乳・おせんべい

クラッカー 切り干し大根のサラダ、スナップエンドウ、オレンジ ブルーベリーサンド

お茶 ごはん ごはん、うるいのみそ汁、すき焼きの卵とじ 牛乳

ビスケット 大豆とひじきのサラダ、大学ポテト、メロン 型ぬきクッキー☆

お茶 ごはん かき玉汁、とり肉のから揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー スパゲティケチャップ、ブロッコリー、バナナ チョコツイスト

お茶 ごはん ごはん、そら豆のシチュウ、うずら卵のベーコン巻き 牛乳

ビスケット ブロッコリーのカレー和え、コロコロきゅうり、さくらんぼ バナナマフィン☆

牛乳 ごはん ごはん、じゃが玉スープ、鮭のみそ漬け焼き フルーツジュース・クラッカー

おせんべい 糸こんにゃくのきんぴら、スナップエンドウ、バナナ ホイップクリームサンド

牛乳 かみかみ　 かみかみごはん、わかめのすまし汁、豆腐のキッシュ お茶

おせんべい ごはん アスパラサラダ、かぼちゃの含め煮、パイナップル きなこ団子☆

豆乳 ごはん ごはん、そうめん汁、豚肉の巻きカツ 牛乳・おせんべい

クラッカー ごぼうサラダ、小松菜の納豆和え、メロン ピザパン

お茶 ごはん ごはん、すいとん入り吉野汁、千草やき卵 牛乳

ビスケット なすとピーマンの炒めもの、トマトサラダ、ぶどう お好み焼き☆

お茶 ごはん チキンカレー、和風サラダ 牛乳・おせんべい

クラッカー アスパラガス、福神漬、オレンジ フレンチトースト

牛乳 ごはん ごはん、せんべい汁、ししゃもの天ぷら おせんべい

ビスケット 鮭の天ぷら 若布とちくわの炒め煮、菜の花とハムの和え物、バナナ キャロットゼリー☆

牛乳 おにぎり おにぎり、みそ肉うどん、魚のフライ フルーツジュース・クラッカー

おせんべい きゅうりの中華和え、かぼちゃの含め煮、パイナップル チョコレートサンド

お茶 五目そぼろ 五目そぼろごはん、大根汁、そら豆のかき揚げ 牛乳

ビスケット ごはん 筑前煮、アスパラガス、メロン ポパイケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、かき玉汁、なすと豚肉のしょうが焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー かみかみサラダ、ポテトみそ炒め、バナナ ブルーベリーサンド

お茶 ごはん ごはん、五目みそ汁、野菜オムレツ、ねばねば三兄弟 牛乳

ビスケット 磯スパゲティ、ボイルウィンナー、びわ かえるぱん☆

お茶 ごはん みそ汁、とり肉のごま焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー マカロニサラダ、ブロッコリー、バナナ メロンパン

お茶 ごはん ごはん、ポークカレー、トマトときゅうりの酢のもの 牛乳

ビスケット ふきの炒め煮、福神漬、オレンジ りんごのガレット☆

お茶 ごはん ごはん、小松菜のみそ汁、鯖の南蛮漬け 牛乳・おせんべい

ビスケット ブロッコリーのおかか和え、かぼちゃの含め煮、メロン ジャムサンド

牛乳 ふきごはん ふきごはん、焼き麩のみそ汁、豆腐団子のケチャップ煮 おせんべい

クラッカー ひじきの炒め煮、なめ茸和え、バナナ ヨーグルト

豆乳 ごはん ごはん、かき玉みそ汁、とり肉のレモンソース和え 牛乳・ごませんべい

ビスケット カレーパスタ、小松菜のお浸し、パイナップル あんぱん

お茶 ごはん ごはん、ラーメン、えびと卵の炒めもの 牛乳

ビスケット うどん 豚肉とれんこんのきんぴら、アスパラガス、さくらんぼ ヨーグルト蒸しパン☆

お茶 ごはん チキンカレー、コールスロー 牛乳・おせんべい

クラッカー ブロッコリー、福神漬、バナナ フレンチトースト

◎ ６月の平均栄養価は次のとおりです。

３歳以上児　　：　　エネルギー　(591kcal)　　・たんぱく質　（20.7g）　　・脂質　（18.1g）　　・カルシウム　（297㎎）　・食塩（1.9g）
３歳未満児　　：　　エネルギー　(547kcal)　　・たんぱく質　（18.0g）　　・脂質　（17.6g）　　・カルシウム　（296㎎）　・食塩（1.6g）
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☆印は、手作りおやつです。

日付 曜日
未満児の献立 全　　　　　　　児　　　　　　の　　　　　　　献　　　　　　　立

主　食　と　副　食

おいしく食べるためには、歯
がとても大切です。丈夫な歯を
つくり、毎日の食事をおいしく
楽しく食べましょう。



▽ 今月の新メニューを紹介します ▽ 
 

◎ 魚の五目あんかけ  ６/４（火）の給食にでます！！ 

 

《 材料４人分 》           

・魚      4 切    ・小麦粉     20ｇ  ・卵     16ｇ  ・油     20ｇ 

・たけのこ   20ｇ  ・れんこん    16ｇ  ・人参    20ｇ  ・玉葱    20ｇ 

・干し椎茸    2ｇ  ・いんげん    12ｇ  ・ごま油   1.6ｇ  ・醤油     8ｇ 

・酢       4ｇ  ・みりん     1.2ｇ  ・片栗粉   12ｇ  ・水     10ml 

 

《 作り方 》 

1. 小麦粉と卵で衣を作る。魚に衣をつけて油で揚げる。 

2. たけのこ・れんこん・人参は千切り、玉葱は４等分にして薄く切る。 

いんげんは小口切り、干し椎茸は戻して小さく切る。 

3. 鍋にごま油をひき、いんげん以外を炒める。油が全体に回ったら椎茸の戻し汁を加えて、 

材料が浸るくらいの水を加えて煮込む。 

4. 材料が柔らかくなったら、醤油・酢を加え味がつくまで煮込む。 

5. 味がついたら、みりん・いんげんを加えて混ぜ合わせ、水溶き片栗粉を加えトロミをつけ 

揚げた魚の上にかけて完成！！ 

                     

 

食事状況調査まとめ（１）   

～年度初めにご提出いただいた調査結果の概略をお知らせします～ 

Q、食事の量はどうですか？ 

  １．多い 16.4％    ２．普通 63.9％      ３．少ない 13.1％      ４．ムラ食い 9.8％ 

Q、好き嫌いはありますか？ 

  １．何でも食べる 68.9％   ２．好き嫌いが多い 26.2％ 

Q、食事にかかる時間はどうですか？ 

  １．早い（10～15分） 16.4％  ２普通（20～30分） 72.1％  ３．遅い（40分以上） 9.8％ 

Q、朝は何時頃起きますか？ 

  １．6時前 3.3％    ２．6～7時 72.1％    ３．7～8時 23.0％    ４．8時以降 1.6％ 

Q、朝ごはんは食べますか？ 

  １．毎日食べる 95.1％       ２．時々食べる 4.9％      ３．食べない 0％ 

Q、朝ごはんは何時ごろ食べますか？ 

  １．６時前 1.6％     ２．６～７時 39.3％    ３．７～８時 60.7％     ４．８時以降 0％ 

Q、夕ごはんは何時ごろですか？ 

  １．６時前 6.6％     ２．６～７時 49.2％    ３．７～８時 44.3％     ４．８時以降 1.6％ 

Q、夜は何時ごろ寝ますか？ 

  １．９時前 13.1％    ２．９～１０時 75.4％   ３．１０～１１時 11.5％   ４．１１時以降 0％ 

 


