
令和４年度　６がつこんだてひょう
綾東こども園

日（曜日） こんだて 体をつくる エネルギー 調子を整える おやつ ざいりょう
からあげ 鶏肉　ベーコン 砂糖 玉ねぎ　切り干し大根 きなこマカロニ マカロニ　きなこ

1(水） カムカムサラダ 卵　さきいか 油　 人参　ねぎ　きゅうり ぎゅうにゅう 砂糖　
たまごスープ 片栗粉 牛乳
ぶたのしょうがやき 豚肉　ハム　卵 油　ごま きゅうり　人参　 せんべい せんべい

２(木) ちゅうかふうサラダ わかめ 砂糖　春雨 玉ねぎ　キャベツ りんご りんご
わかめスープ ぎゅうにゅう 牛乳
ひじきいりあげつくね 豆腐　鶏ひき肉 油　ゴマ油 人参　きゅうり　しめじ はちみつパン 食パン　はちみつ

３(金) キャベツのしおこんぶあえ ひじき　塩昆布 ねぎ　　キャベツ ぎゅうにゅう マーガリン　牛乳
すましじる かまぼこ　 （乳児　ジャムパン）

ぎせいどうふ 鶏ひき肉　卵 砂糖 人参　玉ねぎ　ねぎ みたらしだんご 白玉粉　豆腐　しょうゆ

６(月) きゃべつのごまあえ 豆腐　かまぼこ ごま キャベツ　きゅうり ぎゅうにゅう 牛乳　砂糖

すましじる
かわりローストチキン ハム　ベーコン 油 人参　ねぎ　しめじ りんごゼリー りんごジュース　寒天

７(火) フレンチサラダ 鶏肉 フレンチドレ きゅうり　　きゃべつ おかし おかし　砂糖
スープ ぎゅうにゅう 牛乳
とうふのまさごあげ 鶏ひき肉　ベーコン 砂糖　油 玉ねぎ　なめこ せんべい せんべい

８(水) うめサラダ 豆腐　味噌 きゅうり　切り干し大根 キウイフルーツ キウイフルーツ
みそしる 海老　ちりめん 人参　カリカリ梅　ねぎ ぎゅうにゅう 牛乳
しろみさかなのあげに 白身魚　豆腐 油　春雨 きゅうり　人参　 セサミトースト ごま　食パン　マーガリン

９(木) はるさめサラダ ハム　わかめ マヨネーズ ねぎ　玉ねぎ ぎゅうにゅう 牛乳
すましじる
カレーライス(防災用） 豚肉　ハム 米　じゃがいも 人参　玉ねぎ わらびもち わらび餅粉　きなこ

１０(金) ミルフィーユトンカツ　 マヨネーズ パン粉 きゅうり ぎゅうにゅう 牛乳
ポテトサラダ　スティックゼリー スティックゼリー

あげしゅうまい 高野豆腐　 油 玉ねぎ　人参 フライドポテト じゃがいも　油
１３（月） こうやとうふのたまごとじ 鶏肉　豚ひき肉 砂糖　 グリンピース　バナナ ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

バナナ 卵
ピザパン 食パン　ベーコン　ピーマン

１４(火) おべんとうのひ ぎゅうにゅう チーズ
牛乳

マーボーどうふ 合びき肉　わかめ 砂糖　 玉ねぎ　人参　にら　ねぎ チキンナゲット チキンナゲット
１５(水) もやしとわかめのすのもの ちりめん　チーズ ごま　ごま油 きゅうり　もやし 油

チーズ 豆腐　みそ　かまぼこ ぎゅうにゅう 牛乳
とりてん（カレーふうみ） 鶏ささみ　卵 小麦粉　油 人参　きゅうり　しめじ フルーツポンチ サイダー　寒天　りんごジュース

１６(木) マカロニサラダ ハム　ベーコン 天ぷら粉　マヨネーズ おかし バナナ　葡萄ジュース

スープ マカロニ みかん缶　パイナップル缶

スパニッシュオムレツ ベーコン　豆腐 砂糖 人参　玉ねぎ　ほうれん草 せんべい せんべい
１７(金) もやしのナムル 味噌 ジャガイモ ねぎ　しめじ　もやし オレンジ オレンジ

みそしる きゅうり ぎゅうにゅう 牛乳　
とりにくのしおこうじやき 鶏肉　豆腐 砂糖　油 人参　玉ねぎ　えのき ラスク ソフトフランスパン

２０（月） きりぼしだいこんのにもの わかめ　ツナ 片栗粉 切り干し大根 ぎゅうにゅう マーガリン　牛乳
すましじる グラニュー糖　
にくみそスパゲッティー 鶏肉　豚ひき肉 パスタ　砂糖 人参　もやし たこやき 蛸　小麦粉　卵

２１（火) やさいのレモンあえ ハム　みそ マヨネーズ きゅうり　キャベツ おちゃ
スープ 玉ねぎ　

アジフライ 鯵　豚肉　卵　 砂糖　油 人参　糸こんにゃく オレンジゼリー オレンジジュース　寒天

２２（水) ひじきのにもの かまぼこ　ひじき パン粉 なめこ　ねぎ おかし おかし　砂糖　みかん缶

すましじる 大豆　豆腐 ぎゅうにゅう 牛乳
マカロニグラタン 鶏肉　わかめ マカロニ　油 人参　大葉 せんべい せんべい

２３(木) おおばいりコールスローサラダ 豆腐　ハム 砂糖　マヨネーズ 玉ねぎ　キャベツ バナナ バナナ
わかめスープ きゅうり　 ぎゅうにゅう 牛乳
かきあげ ツナ　鶏肉　ウインナー マヨネーズ キャベツ　人参　えのき ぎょにくソーセージ 魚肉ソーセージ

２４(金) ひじきいりツナサラダ ひじき さつまいも きゅうり　玉ねぎ　ねぎ おかし おかし
スープ ぎゅうにゅう 牛乳
にくだんごのカレーに 鶏ひき肉　ハム 和風ドレ 人参　コーン　玉ねぎ きなこしらたま 白玉粉　豆腐　きな粉

２７(月) レタスサラダ 片栗粉　油 きゅうり　　オレンジ
オレンジ レタス　ピーマン　パプリカ ぎゅうにゅう 牛乳
ヘルシーミートローフ 合びき肉　ハム 油　 玉ねぎ　人参　きゅうり ぶどうゼリー ぶどうジュース　寒天

２８(火) もやしサラダ 豆腐 みそ　 砂糖 ねぎ　もやし おかし おかし　牛乳　砂糖
みそしる ゴマドレ ぎゅうにゅう
しろみさかなのゴマさくさくやき 白身魚　豆腐 砂糖　マヨネーズ 人参　　ねぎ おこのみやき キャベツ　お好み焼粉

２９（水） わかめとはるさめのあえもの かまぼこ　竹輪 春雨　ゴマ しめじ　きゅうり おちゃ ウインナー　
すましじる わかめ

ハヤシライス 豚肉　ハム 砂糖　油 玉ねぎ　人参　きゅうり ヨーグルト ヨーグルト
３０（木） スパゲッティーサラダ チーズ スパゲッティー マッシュルーム おかし おかし　

チーズ マヨネーズ グリンピース　

材料購入の都合によっては変更させていただくことがあります。
６月１０日(金）と２２日（月）は白ご飯はいりません。コップは持ってきてください。
６月１０日の防災用カレーライスは、アルファ米を使用しますので白ご飯はいりません。




