
 

 

 

  

 

 

 

日 曜日 

め に ゅ ー き ゅ う し ょ く の ざ い り ょ う 
おうちでとりたい 

たべもの 
０～２歳児 

朝のおやつ 
お 昼 の 給 食 

みんなの 

おやつ 

強いちからが出るたべもの 

（きいろ） 

丈夫な体を作るたべもの 

（あかいろ） 

びょうきからまもってくれるたべもの  

（みどりいろ） 

１ 月 
おれんじ 

かすてら 

やさいいっぱいどらいかれー 

ひじきとえだまめのサラダ ばなな 
おこのみやき 

じゃがいも あぶら 

まよねーず 

ぶたミンチ なまくりーむ 

めひじき 

にんじん たまねぎ とまと こーん なす 

しょうが にんにく れーずん えだまめ ばなな 
大豆製品・ごま類 

２ 火 
２色くらっかー 

のむよーぐると 

とりにくとなつやさいのあまずあえ 

やさいのたまごいため おれんじ 
いもっこぱん かたくりこ あぶら さとう とりにく べーこん たまご 

たまねぎ ぴーまん なす とまと きゃべつ 

黄ぴーまん にんじん おれんじ 
魚介類・葉もの 

３ 水 
おかし 

みるくここあ 

なまあげのうま煮 ぶどう 

きりぼしだいこんとおくらのつなぽん 
とうにゅうけーき あぶら ごまあぶら さとう なまあげ ぶたにく つな 

にんじん ちんげんさい たまねぎ おくら 

きりぼしだいこん とまと ぶどう 
海藻類・かんきつ類 

４ 木 
すなっくぱん 

ばななじゅーす 

あじのちゅうかふうやき すいか 

さつまいも煮 ゆでとうもろこし 

ふるーつの 

くりーむのせ 

はるさめ さとう あぶら 

ごまあぶら さつまいも 
あじ きざみこんぶ 

たまねぎ なましいたけ きくらげ とうもろこし 

すいか 
肉類・緑黄色やさい 

５ 金 ばなな・りんご 
なつやさいのすたみないため 

もろへいやなっとう ごーるどきうい 
みたらしどーなつ じゃがいも あぶら さとう 

ぎゅうにく あかみそ 

なっとう 

玉ねぎ きゃべつ 生椎茸 ぴーまん なす 人参 

赤ぴーまん にんにく 生姜 もろへいや きうい 
乳製品・ナッツ類 

６ 土 ぎゅうにゅう 
じゃーまんぽてとすぱげってぃ 

こーんサラダ おれんじ 
おかし 

すぱげってぃ じゃがいも 

ばたー おりーぶおいる 
べーこん はむ たまねぎ にんじん こーん きゃべつ おれんじ 魚介類・やさい 

８ 月 
きなこさんど 

おれんじじゅーす 

とうふとさけのきっしゅ  ばなな 

にんじんのつなごま ゆでえだまめ 
じゃこむすび あぶら しろごま さとう 

木綿豆腐 鮭 ちーず つな 

なまくりーむ べーこん 卵 

にんにく たまねぎ にんじん まっしゅるーむ 

さやいんげん えだまめ ばなな 
海藻類・いも類 

９ 火 ぼいるういんなー 
かぼちゃのちりこんかん 

きゃべつとりんごのサラダ ぱいん 
２しょくかんてん おりーぶおいる まよねーず ぎゅうミンチ かまぼこ 

かぼちゃ せろり たまねぎ にんにく きゃべつ 

ほーるとまと りんご きゅうり ぱいなっぷる 
大豆製品・葉もの 

１０ 水 
おかし 

はちみつりんご 

しろみさかなのかわりてんぷら 

りきゅう煮 とうにゅうじる ぶどう 
くるみちーずぱん 

しろごま てんぷらこ  

あぶら ねりごま 

しろみさかな むきえび 

なまあげ とうにゅう 

ゆかり とうがん おくら なす えだまめ 

ちんげんさい なましいたけ ぶどう 
肉類・かんきつ類 

１１ 木 ぜりー 
ちんじゃおろーす 

なつやさいあえ おれんじ 

きゃらめるふうちゃん 

ばなな 
さとう ごまあぶら 

かたくりこ 
ぶたにく 

たけのこ にんじん ぴーまん おくら かぼちゃ 

さやいんげん なす おれんじ 
大豆製品・いも類 

１２ 金 
ばうむくーへん 

おれんじ 

あろはちきん ずっきーにのサラダ 

やきもろこしぽたーじゅ すいか 

もちもち 

すいーとぽてと 
さとう ばたー 

とりにく ちーず べーこん 

ぎゅうにゅう 

ぱいなっぷる しょうが にんにく ずっきーに 

とまと とうもろこし たまねぎ ぱせり すいか 
たまご・ナッツ類 

１３ 土 ぎゅうにゅう 
ちゅうかどん ごーるどきうい 

もやしのぴーなっつあえ 
おかし 

ごまあぶら さとう 

かたくりこ ぴーなっつ 
ぶたにく 

にんじん ちんげんさい たまねぎ ほししいたけ 

もやし きゅうり ごーるどきうい 
乳製品・淡色やさい 

１６ 火 
ばなな 

ぷちぜりー 

なっとうぎょうざ みそしる 

きんぴらこんにゃく ぶどう 
ゆでとうもろこし 

ぎょうざのかわ あぶら 

いとこんにゃく さとう 
なっとう あぶらあげ みそ 

ねぎ にんじん ぴーまん しめじ こまつな 

たまねぎ かぼちゃ ぶどう 
魚介類・かんきつ類 

１７ 水 
あ-もんどと-すと 

ぶどうじゅーす 

しおにくじゃが  おれんじ 

きゃべつのすきむゆかりあえ  
みるくここあぜりー 

じゃがいも いとこんにゃく 

あぶら 
ぶたにく すきむみるく 

にんじん たまねぎ きゃべつ もやし ゆかり 

おれんじ 
たまご・ナッツ類 

１８ 木 
うえはーす 

おれんじ 

さけのむにえるさるさそーす 

すぱげってぃサラダ ごーるどきうい 
りんごじゃむぱん 

こむぎこ あぶら  

すぱげってぃ まよねーず 
さけ つな 

とまと たまねぎ ぱせり にんじん きゅうり 

ごーるどきうい 
肉類・緑黄色やさい 

１９ 金 おかし・みろ 
ぶたにくとこうやのごまいため 

きゅうりのすのもの ぐれ-ぷふる-つ 
すいか・ばなな さとう しろごま あぶら 

ぶたにく 高野豆腐 わかめ 

あぶらあげ しらすぼし 

たまねぎ にんじん にら しょうが きゅうり 

ぐれーぷふるーつ 
乳製品・いも類 

２０ 土  ☆こどもなつまつり☆ 
 

 
 

２２ 月    
 

 

２３ 火 
おかし 

ばなならっしー 

とうふのおいすたーそーすいため 

そうめんうりのごまずあえ すいか 
めろんぱんとーすと 

さとう ごまあぶら 

かたくりこ しろごま 

もめんどうふ とりにく 

つな 

にんじん たまねぎ さやいんげん ほししいたけ 

にら しょうが そうめんうり きゅうり すいか 
海藻類・かんきつ類 

２４ 水 
２色くらっかー 

かるぴす 

ぶたこまちーずかつ わかぴーあえ 

とまとのさんらーたんふう おれんじ 
すなっくうどん 

まよねーず ぱんこ 

かたくりこ ごまあぶら 

ぶたにく ちーず わかめ 

もめんどうふ たまご 

ぴーまん にんじん もやし とまと たまねぎ 

きくらげ ねぎ おれんじ 
魚介類・葉もの 

２５ 木 ばなな・ぶどう 
さばのかれーそーす煮 

５しょくやさいそてー ぱいなっぷる 

れもんよーぐると 

けーき 
こむぎこ あぶら さば 

玉ねぎ 人参 まっしゅるーむ もやし ぴーまん 

ぐりんぴーす きゃべつ たけのこ ぱいなっぷる 
大豆製品・いも類 

２６ 金 ぼいるういんなー 
きっずびびんば 

かぼちゃのくりーみーさらだ ぶどう 
すいかぽんち 

こめ さとう ごまあぶら 

    まよねーず 

ぶた・とりミンチ うずら卵 

べーこん なまくりーむ 

こねぎ にんにく 生姜 もやし 人参 たまねぎ 

ほうれんそう ぷちとまと 南瓜 胡瓜 ぶどう 
海藻類・ナッツ類 

２７ 土 ぎゅうにゅう 
しおやきそば  

つなごまきゅうり おれんじ 
おかし 

やきそばめん ごまあぶら 

ごま さとう 
ぶたにく つな 

にんじん たまねぎ きゃべつ たけのこ 

にんにく れもん きゅうり おれんじ 
たまご・緑黄色野菜 

２９ 月 
おれんじ 

ぷちぜりー 

かにたま 

ずっきーにのしおこんぶあえ ばなな 

あまぐりの 

すてぃっくぱい 

まーがりん 片栗粉 さとう 

はるさめ ごまあぶら ごま 

たまご かにかま かに缶 

ぶたにく しおこんぶ 

こねぎ にんじん たまねぎ ぐりんぴーす  

おくら ずっきーに ばなな 
乳製品・いも類 

３０ 火 
ばうむくーへん 

うえはーす 

しろみさかなのれもんふうみやき 

じゃがいもいため ぶたじる ぶどう 

とうもろこし 

    おにぎり 

さとう じゃがいも 

ごまあぶら 

しろみさかな とりにく 

ぶた肉 もめんどうふ みそ 

れもん ぴーまん にんじん しょうが おくら 

もろへいや えのきたけ ぶどう 
海藻類・ナッツ類 

３１ 水 
はちみつぱん 

りんごじゅーす 

むしどりのぜりーのせ 

なすととまとのちーずやき すいか 
かぼちゃくずもち すりごま さとう 

とりにく すきむみるく 

かんてん つな ちーず 

しょうが きゅうり にんじん もやし こねぎ 

なす とまと たまねぎ すいか 
大豆製品・淡色野菜 

令和元年6月28日 社会福祉法人 百華児童苑 大内光輪保育園 

26日（金）は、完全給食の日。 
（３～５歳児さんは、ご飯がいりません。） 

＊みんなのおやつには、毎日牛乳がつきます。 
7がつ 

 

こんだてよていひょう 
 

♪誕生会の日の☆ちょっとかわいい☆ランチです。３～５歳児さんは、ご飯がいります。♪ おたのしみランチ 


