令和３年度

6

月

献

立

表

おやつ
きゅうしょく

日付

未：0.1.2歳児のみ
以：3.4.5歳児のみ
★表示がない日は全員一緒です

1

火

胚芽ご飯、若鶏マーマレード焼き
アスパラチーズサラダ、コーンスープ
未：バナナ 以：甘夏

オレンジジュース
さつまいも蒸しパン

2

水

五穀ご飯、未：たら/以：あじの香草パン粉焼
き、五目ひじき
キャベツのみそ汁、バナナ

飲むヨーグルト
メープルケーキ
フルーツポンチ

3

木

ロールパン、トマトソースハンバーグ
野菜甘酢和え、牛乳、季節の果物
桃以上：味付小魚

梅じゃこおにぎり
バナナ

4

金

5

土

和風スパゲティー、かぼちゃごまサラダ
お魚ソーセージ、牛乳、果物

野菜ジュース
パンまたは菓子（市販）

7

月

きび入り胚芽ご飯、チリコンカン
キャベツシーザーサラダ
もずくスープ、すいか

牛乳
枝豆クッキー

8

火

胚芽ご飯、白身魚のコーン揚げ
野菜ジュース（黄色）
ごま入り春雨サラダ、油揚げのみそ汁、バナナ いちごジャムサンド

9

水

ジャージャー麺
冷やっこトマトドレッシング
ベイクドポテト、卵スープ、メロン

野菜ゼリー（市販）
せんべい
バナナ

10

木

時計ランチ、のり塩揚げ大豆
切り干し大根中華サラダ
人参ほたてスープ、季節の果物

キャラメルミルク
野菜のケークサレ

11

金

胚芽ロール、タンドリーチキン
野菜ガーリックソテー、牛乳、すいか
桃以上：味付小魚

きび入りもち団子
バナナ

12

土

ツナと野菜のピラフ、もやしサラダ
チーズ、牛乳、果物

野菜ジュース
パンまたは菓子（市販）

14

月

サラダうどん、さつま芋レモン煮
ボイルウインナー、すいか
桃以上：味付小魚

チャーハン
バナナ

15

火

胚芽ご飯、未：かれい/以：サバ味噌煮
カルピス
厚揚げそぼろ煮、刻み昆布のすまし汁、バナナ おからドーナツ

16

水

★お誕生日会★夏野菜ビビンバ、ゆで卵
かぼちゃはちみつ煮、オクラのスープ
ももゼリー（市販）

牛乳
コーンフレーク
お楽しみケーキ

17

木

クロワッサン、ポテトカレーグラタン
キャベツツナマヨネーズサラダ、牛乳
季節の果物

野菜ジュース（緑）
ずんだもちだんご

18

金

ラーほー、揚げ鶏、うずらの卵
切干大根レモンサラダ、すいか

ピンク以下：ヨーグルト/桃
以上：アイスクリーム
米粉クッキー、バナナ

19

土

メキシカンピラフ
キャベツのツナマヨネーズサラダ
チーズ、牛乳、果物

野菜ジュース
パンまたは菓子（市販）

21

月

スパゲティーミートソース
枝豆しょうゆサラダ
さやえんどうのスープ、メロン

牛乳
黒ごまだれもちだんご

22

火

豚丼、かぼちゃマヨネーズサラダ
切干大根のみそ汁、バナナ
桃以上：味付小魚

麦茶ミルク
ツナとコーンのパン

23

水

手作りパン、マグロケチャップ和え
ジャーマンポテト、牛乳、すいか

鮭おにぎり
バナナ

24

木

胚芽ご飯、ひじき入りつくね
大根いなか煮、えのきすまし汁、季節の果物

飲むヨーグルト
パンプキンケーキ

25

金

冷やし中華、甘辛揚げ大豆
ブロッコリーツナマヨサラダ、バナナ

ピンク以下：黄色/桃以上：
紫野菜ジュース
ミルクパン

26

土

ジャコピラフ、メキシカンサラダ
ベイクドポテト、牛乳、果物

野菜ジュース
パンまたは菓子（市販）

28

月

★なかよし給食★麦ご飯、ドライカレー
ほうれん草醤油和え、すいか
桃以上：味付小魚

野菜ジュース（緑）
もっちりスイートポテト
バナナ

29

火

胚芽ご飯、未：白身魚/以：鮭コーン味噌焼き
春雨ハムマヨネーズサラダ
わかめのすまし汁、メロン

豚肉とほうれん草のひやむ
ぎ
バナナ

30

水

胚芽ご飯、レモン唐揚げ
ひじき入りごまマヨサラダ
カリフラワーのスープ、バナナ

牛乳
みかん風味ケーキ

お

弁

当（持参）

１０日は『時の記念日』です。
時間の大切さを考える日です。日本で初めて時計が作られ
た日とされていることから、この日が選ばれました。漏刻台
（ろうこくだい）といって、滋賀県の近江神宮には日本で初
めて作られた水時計と同じものがあるそうです。
こども園では、時の記念日にちなみ、時計にみたてた『時
計ランチ』を提供します。子どもたちが好きな時間に合わせ
られるように、ゆでたグリーンアスパラガスで長い針と短い
針を表現します。時計の中心には花型の人参を置きます.
炒めた豚ひき肉と、花型であまった人参をみじん切りにし
たものを混ぜて加熱し、砂糖、醤油で味付けし、水溶き片栗
粉でとろみをつけます。それを炊けたご飯に混ぜ込みます。
器に盛り付けて、人参とアスパラで、子どもたちにオリジナ
ルの時計を作ってもらいます！

パックジュース
パンまたは菓子（市販）

石和東こども園
エネルギー(kcal)
たんぱく質（g）
脂質（g）
塩分（g）
以上児（未満児）

625(532)
21.3(20.0)
23.0(16.2)
1.6(1.3)
602(479)
24.1(19.1)
16.4(11.5)
1.5(1.3)
568(474)
24.5(20.7)
18.2(15.4)
1.8(1.4)
95
2.9
1.6
0.2
465(413)
17.1(15.2)
14.7(13.0)
1.4(1.2)
621(514)
20.6(17.2)
27.6(22.8)
1.6(1.3)
503(397)
19.6(15.1)
10.2(7.7)
2.3(1.8)
526(439)
21.8(17.9)
14.4(12.0)
1.9(1.5)
563(469)
23.1(19.6)
18.8(15.1)
2.0(1.6)
584(479)
25.6(24.6)
21.9(14.8)
1.5(1.2)
463(408)
14.8(13.1)
16.6(14.3)
1.6(1.4)
513(425)
18.8(15.9)
18.8(15.2)
2.3(1.9)
677(506)
26.1(20.9)
21.5(11.0)
1.5(1.2)
626(564)
21.5(19.6)
20.0(18.1)
1.6(1.4)
675(581)
20.0(17.2)
31.6(26.1)
2.3(2.0)
628(420)
21.6(19.2)
27.8(14.9)
1.5(1.2)
478(431)
15.8(14.5)
17.3(15.4)
1.2(1.1)
511(433)
18.9(15.6)
15.4(12.5)
1.6(1.3)
607.6(502
.2)
26.8(23.1)
20.8(16.3)
1.9(1.6)
586(482)
24.4(19.9)
20.1(16.8)
1.3(1.1)
550(474)
19.7(16.7)
14.5(11.8)
1.4(1.1)
594(501)
22.5(18.7)
25.4(21.0)
2.8(2.4)
460.8(411
.0)
13.5(12.1)
15.5(13.7)
1.3(1.1)
491(393)
18.0(15.1)
12.2(9.8)
1.6(1.4)
486(376)
24.0(17.4)
13.2(8.5)
2.0(1.7)
579(462)
20.2(19.2)
25.5(17.4)
1.4(1.1)

※献立は都合により変更になることがあります。
☆アレルギーがあり、献立の詳しい内容を把握しておきたい方はご相談ください。
栄養士：河本 圭子・飯田 旭平・山下 博子
kyuushoku@isawaeast.com

たべもののしゅるいとからだのなかでのはたらき
エネルギーのもとになる
（きいろのなかま）
炭水化物・脂質
ご飯・パン・めん
いも類・油・バター・砂糖

からだをつくるもとになる
（あかのなかま）
タンパク質・ミネラル
魚・卵・肉・牛乳・乳製品
豆・豆製品・海藻類

からだのちょうしをととのえる
（みどりのなかま）
ビタミン・ミネラル
野菜・果物・きのこ類

みかんジュース、なつみかん、クリームコーン、
はいがまい、こむぎこ、マーガリン、
とりももにく、ぎゅうにゅう、ツ たまねぎ、キャベツ、コーン、アスパラ、マーマ
さつまいも、さとう、オリーブオイ
ナ、たまご、チーズ
レード、にんじん、きゅうり、しめじ、カリフラ
ル、かたくりこ、くろごま
ワー、ブロッコリー、レモン、しょうが、バナナ
はいがまい、こむぎこ、マーガリン、 のむヨーグルト、あじ、たまご、
バナナ、みかん、たまねぎ、にんじん、キャベ
メープルシロップ、しらたき、さと
だいず、ぎゅうにゅう、みそ、あ
ツ、えのき、こまつな、いんげん、きりぼしだい
う、ごこくまい、コーンスターチ、パ ぶらあげ、ひじき、こおりどう
こん、パセリ、しいたけ、にんにく
ンこ、オリーブオイル
ふ、にぼし、たら
ぎゅうにゅう、ぎゅうひきにく、
きせつのくだもの、バナナ、キャベツ、もやし、
ロールパン、はいがまい、パンこ、さ もめんどうふ、ぶたひきにく、あ
たまねぎ、にんじん、コーン、きゅうり、ダイス
とう、なたねあぶら、かたくりこ
じつきこざかな、かちり、スキム
カットトマト、ねりうめ、うめぼし
ミルク、のり、ぎゅうにゅう
パンまたはかし
スパゲティ、パンまたはかし、マヨ
ネーズ、しろごま、マーガリン、オ
リーブオイル

やさいジュース
やさいジュース、バナナ、かぼちゃ、ブロッコ
ぎゅうにゅう、おさかなソーセー
リー、たまねぎ、にんじん、えのき、コーン、カ
ジ、ぶたひきにく
リフラワー、ピーマン、にんにく

すいか、たまねぎ、キャベツ、にんじん、ダイス
はいがまい、こむぎこ、マーガリン、 ぎゅうにゅう、ぶたひきにく、だ
カットトマト、トマトピューレ、えだまめ、ほう
さとう、きび、オリーブオイル、かた いず、ツナ、ベーコン、たまご、
れんそう、きゅうり、コーン、ブロッコリー、カ
くりこ、なたねあぶら
もずく、ヨーグルト、チーズ
リフラワー、えのき、にんにく
しょくぱん、はいがまい、こめこ、は たら、とうにゅう、みそ、ハム、 やさいジュース、バナナ、もやし、コーン、きゅ
るさめ、なたねあぶら、しろごま、さ あぶらあげ、にぼし、きざみこん うり、いちごジャム、ほうれんそう、にんじん、
とう、ごまあぶら
ぶ、わかめ
カリフラワー、きくらげ
きぬごしどうふ、ぶたひきにく、
ちゅうかめん、ベイクドポテト、かた
メロン、バナナ、もやし、たまねぎ、にんじん、
たまご、みそ、かにかまぼこ、か
くりこ、さとう、なたねあぶら、ごま
トマト、きゅうり、コーン、ねぎ、にんにく、
つおぶし、しらすぼし、きざみこ
あぶら
しょうが
んぶ
だいず、ぶたひきにく、たまご、 きせつのくだもの、にんじん、もやし、アスパ
はいがまい、こむぎこ、さとう、なた
スキムミルク、ほたてがいみず
ラ、キャベツ、だいこん、カリフラワー、ブロッ
ねあぶら、かたくりこ、オリーブオイ
に、ぎゅうにゅう、ピザチーズ、 コリー、かぼちゃ、ズッキーニ、しめじ、きりぼ
ル、ごまあぶら
ベーコン、あおのり、とうふ
しだいこん
ぎゅうにゅう、とりももにく、
はいがロール、もちごめ、じゃがい
すいか、バナナ、キャベツ、たまねぎ、あかピー
ヨーグルト、あじつきこざかな、
も、きび、さとう、オリーブオイル、
マン、にんじん、コーン、ブロッコリー、カリフ
ダイスチーズ、きなこ、とりもも
かたくりこ
ラワー、にんにく
にく
はいがまい、パンまたはかし、じゃが ぎゅうにゅう、ツナ、ダイスチー やさいジュース、バナナ、もやし、にんじん、た
いも、マヨネーズ、オリーブオイル
ズ
まねぎ、コーン、キャベツ、ピーマン、にんにく
ウインナー、ツナ、あじつきこざ
うどん、さつまいも、はいがまい、さ かな、ぶたひきにく、かつおぶ
とう、マヨネーズ、なたねあぶら
し、きりのり、にぼし、わかめ、
ウインナー
カルピス、さば、なまあげ、ぶた
はいがまい、じゃがいも、こむぎこ、
ひきにく、おから、たまご、ぎゅ
さとう、なたねあぶら、マーガリン、
うにゅう、かつおぶし、みそ、き
グラニューとう、かたくりこ
ざみこんぶ、わかめ、かれい
はいがまい、ショートケーキ、じゃが
いも、コーンフレーク、はちみつ、さ ぎゅうにゅう、ぶたひきにく、た
とう、マーガリン、ごまあぶら、かた まご、もめんどうふ
くりこ、なたねあぶら

すいか、バナナ、ブロッコリー、トマト、レタ
ス、きゅうり、カリフラワー、にんじん、オク
ラ、ねぎ、コーン、レモンじる
バナナ、たまねぎ、ごぼう、ほうれんそう、にん
じん、えのき、いんげん、しょうが
きゅうり、かぼちゃ、もやし、あかピーマン、き
ピーマン、コーン、にんじん、アスパラガス、オ
クラ、さやえんどう、にんにく、きくらげ

クロワッサン、もちごめ、じゃがい
も、さとう、マッシュポテト、マヨ
ネーズ、なたねあぶら、パンこ

やさいジュース、きせつのくだもの、たまねぎ、
ぎゅうにゅう、ぶたひきにく、ツ
キャベツ、にんじん、えだまめ、もやし、こまつ
ナ、ピザチーズ、ダイスチーズ
な、コーン、ブロッコリー、しめじ

ラーほー、かたくりこ、なたねあぶ
ら、しろすりごま、オリーブオイル

バナナ、だいこん、もやし、にんじん、ほうれん
アイスクリーム、とりももにく、
そう、コーン、ブロッコリー、ねぎ、キャベツ、
うずらのたまご、ツナ、わかめ、
カリフラワー、きりぼしだいこん、レモンじる、
ヨーグルト
しょうが、すいか

はいがまい、パンまたはかし、マヨ
ネーズ、オリーブオイル

やさいジュース、バナナ、キャベツ、たまねぎ、
ぎゅうにゅう、ぶたひきにく、ダ
にんじん、ブロッコリー、もやし、コーン、ピー
イスチーズ、ツナ
マン

メロン、たまねぎ、にんじん、コーン、ピーマ
ン、えのき、キャベツ、だいこん、もやし、えだ
まめ、あかピーマン、アスパラ、きゅうり、ブ
ロッコリー、さやえんどう、にんにく
ぶたかたロース、もめんどうふ、 バナナ、かぼちゃ、たまねぎ、にんじん、えの
はいがまい、ホットケーキミックス、
スキムミルク、ツナ、たまご、あ き、ねぎ、ブロッコリー、たまねぎ、カリフラ
マヨネーズ、いとこんにゃく、じゃが
じつきこざかな、ぎゅうにゅう、 ワー、レーズン、コーン、きりぼしだいこん、に
いも、なたねあぶら、しろごま
みそ、にぼし
んにく、しょうが
スパゲティ、もちごめ、じゃがいも、
ぎゅうにゅう、ぶたひきにく、
さとう、マーガリン、かたくりこ、く
ぎゅうひきにく、ハム、みそ
ろごま、なたねあぶら、ごまあぶら、

じゃがいも、はいがまい、きょうりき
ぎゅうにゅう、マグロ、ベーコ
こ、さとう、バター、かたくりこ、な
ン、さけフレーク、のり
たねあぶら、マーガリン、しろごま

すいか、バナナ、にんじん、たまねぎ、コーン、
ブロッコリー、アスパラガス、パセリ、にんにく

はいがまい、さといも、こむぎこ、い
のむヨーグルト、とりひきにく、 きせつのくだもの、だいこん、かぼちゃ、にんじ
とこんにゃく、さとう、きょうりき
なまあげ、たまご、みそ、かつお ん、たまねぎ、もやし、えのき、とうみょう、き
こ、マーガリン、なたねあぶら、かた
ぶし、ひじき、わかめ
りぼしだいこん、しょうが
くりこ、ビーフン、しろすりごま
ちゅうかめん、ミルクパン、マヨネー
やさいジュース、バナナ、にんじん、キャベツ、
ぶたガラ、だいず、ハム、ツナ、
ズ、さとう、なたねあぶら、かたくり
もやし、きゅうり、コーン、こまつな、ブロッコ
たまご
こ、ごまあぶら
リー、
はいがまい、パンまたはかし、じゃが
ぎゅうにゅう、ウインナー、しら やさいジュース、バナナ、たまねぎ、ブロッコ
いも、ベイクドポテト、マヨネーズ、
すぼし
リー、にんじん、ピーマン
なたねあぶら
はいがまい、さつまいも、さとう、お
ぶたひきにく、とうにゅう、ツ
しむぎ、こめこ、かたくりこ、なたね
ナ、あじつきこざかな
あぶら、ごまあぶら

やさいジュース、すいか、バナナ、たまねぎ、ダ
イスカットトマト、にんじん、キャベツ、もや
し、ほうれんそう、トマトピューレ、あかピーマ
ン、ブロッコリー、ピーマン、にんにく

さけ、きぬごしどうふ、ハム、ぶ
ひやむぎ、はいがまい、マヨネーズ、
メロン、バナナ、もやし、きゅうり、ブロッコ
たももにく、とうにゅう、みそ、
はるさめ、じゃがいも、かたくりこ、
リー、えのき、ほうれんそう、にんじん、コー
にぼし、かつおぶし、きざみこん
なたねあぶら
ン、たまねぎ、しめじ
ぶ、わかめ、メルルーサ
はいがまい、こむぎこ、さとう、マー
ぎゅうにゅう、とりももにく、た バナナ、こまつな、もやし、オレンジジュース、
ガリン、なたねあぶら、かたくりこ、
まご、かにかまぼこ、ベーコン、 コーン、ブロッコリー、カリフラワー、かぶ、ね
マヨネーズ、さとう、こむぎこ、しろ
ひじき
ぎ、みずな、レモンじる
すりごま、しろごま

★先生からのおすすめメニュー★ 今月から「先生からのおすすめ」として、石和東こども園の給食の紹介を
していきます。
○日原照紀先生より
「手ごねハンバーグ」給食の先生、特製のハンバーグ！このメニューの日はお友だちのテンションも２倍以上に
上がってしまいます♪パンに挟んでハンバーガーにしようかな？それともそのまま食べちゃおうかな！？うーん、
どっちもおいしいから迷っちゃう。。日原先生のおすすめは、パンに挟んで食べるスタイルです！
「ラーほー」笛吹市のお店でもラーほーを食べたことがありますが、やっぱり石和東こども園で出るラーほーが
いちばんおいしい！付属の揚げ鶏がまたおいしくて、おかわりがある時にはお友だちも競うように食べています。
揚げ鶏もそのまま食べても美味！つゆに付けても美味！です♪
○神宮司しのぶ先生より
「手作りパン」石和東こども園のオリジナルレシピ！焼きたてのふわふわがおいしいパンです。
「マグロケチャップ和え」一口食べると止まらない！しかも一口サイズで食べやすくておすすめです。
～マグロのレシピ～
マグロ（２センチ角切り450g）に片栗粉適量をまぶして油で揚げます。パセリ（みじん切り20g）とケチャッ
プ70g、砂糖30gを加熱したソースと、揚げたマグロを和えて完成です。

★食育絵本の紹介★

