
区分 06/01(土)
野菜せんべい
牛乳

合計 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 06/03(月) 06/04(火) 06/05(水) 06/06(木) 06/07(金) 06/08(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース 卵ボーロ カルシウムボーロ えびせん
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん・ふりかけ 黒糖パン ごはん ココアパン
麻婆大根 コーンしゅうまい 焼きそば 鶏と白菜の味噌煮 エビカツ
卯の花焼き 麻婆春雨 春巻き はんぺん汁 ＡＢＣスープ
きのこ汁 卵スープ わかめスープ 小松菜の茸和え くだもの

ゼリー 金時煮豆 牛乳
きな粉もち クッキー のりせんべい あられ ホームパイ
牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 849kcal た:44g 塩:1.6g 685kcal た:20.4g 塩:2.2g 801kcal た:27.4g 塩:1.8g 693kcal た:28.8g 塩:1.8g 712kcal た:28.6g 塩:2g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 06/10(月) 06/11(火) 06/12(水) 06/13(木) 06/14(金) 06/15(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ ポップコーン
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん・ふりかけ ウインナーパン ごはん サンドイッチ
ポークカレー 厚焼き卵 クラムチャウダー ちゃんぽん チリコンカン
マカロニサラダ 鶏と野菜のごま味噌煮 きゅうりのポン酢和え ちくわの磯辺揚げ 海藻スープ
漬物（福神漬け） 八杯汁 金時煮豆 ヨーグルトサラダ くだもの
かき玉汁、くだもの 牛乳 牛乳
蒸しパン フルーチエ ごませんべい クッキー ビスコ
牛乳 おかし ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 938kcal た:34.3g 塩:2.2g 671kcal た:27.9g 塩:1.5g 731kcal た:29.7g 塩:3.7g 849kcal た:28.3g 塩:1.6g 897kcal た:44g 塩:2.5g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 06/17(月) 06/18(火) 06/19(水) 06/20(木) 06/21(金) 06/22(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ ラスク
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん・ふりかけ クロワッサン ごはん 黒糖パン
ハヤシライス ひじき入り炒り豆腐 豚肉の野菜巻き にゅうめん ピーマンの肉詰め

人参しりしり 春雨の酢の物 キャベツとツナのカレーソテー 白身魚のフライ ポトフ
ゼリー 豚汁 鶏ごぼう汁 ごぼうサラダ くだもの
みそ汁 牛乳 牛乳
フルーツポンチ クッキー のりせんべい あられ ホームパイ

牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト
合計 702kcal た:23.8g 塩:1.7g 644kcal た:25.6g 塩:2g 820kcal た:33g 塩:2.3g 895kcal た:31.1g 塩:4g 746kcal た:27.6g 塩:2.4g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 06/24(月) 06/25(火) 06/26(水) 06/27(木) 06/28(金) 06/29(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ ミニシュー
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん・ふりかけ 豆ぱん ごはん チーズバーガー
豚丼 だし巻き玉子 鶏のごま照り焼き きつねうどん ギョウザスープ
小松菜のごま和え マカロニシチュー きゅうりとわかめのポン酢和え 高野豆腐の卵とじ 元気サラダ
なめこ汁 ほうれん草とコーンサラダ みそスープ ヨーグルトサラダ 牛乳

ぜりー 牛乳
フルーツゼリー クッキー せんべい ポッキィ どんきみ

牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト
合計 609kcal た:22.9g 塩:1.2g 764kcal た:27.7g 塩:1.5g 649kcal た:33g 塩:2g 792kcal た:30.9g 塩:1.8g 682kcal た:26.4g 塩:2g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

☆牛乳は毎日つきます
☆献立は都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。
　アレルギーや食事に関することなど、有りましたらいつでも相談に応じます。

１０時おやつ

                                  　　　  6月間献立表 湯ノ里保育所２０１９

た:たんぱく質　塩:食塩相当量

　　「早寝・早起き・朝ごはん」で生活リズムを整えましょう！
　　朝ごはんは１日のスタートです。
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