
2018年

スプーン ちからがでる おおきくなる げんきになる
コップ きいろ あか みどり

パン粉、油 牛肉、豚肉、鶏肉 玉葱 ケチャップ、ソース

じゃが芋 若布、みそ、チーズ キャベツ、もやし、人参 塩、こしょう

金曜日 青菜、椎茸

油、砂糖、片栗粉 白身魚 玉葱、人参、筍、木耳、絹さや 酢、みりん、中華味

春雨、ごま油 餃子の具 キャベツ、胡瓜、コーン

月曜日 餃子の皮 葱、リンゴ

油 鮭、高野豆腐 生姜、トマト みりん

砂糖 油揚げ、みそ 青菜、人参、しめじ 塩

火曜日 粉寒天、こしあん もやし

小麦粉、油 スズキ、枝豆 レタス、赤パプリカ 塩、こしょう、ケチャップ

春雨、マヨネーズ 豆乳 胡瓜、コーン コンソメ

水曜日 じゃが芋 オレンジ

砂糖、油 鶏肉、みそ 胡瓜 みりん

ごま油、麸 うの花、油揚げ 人参、葱、糸蒟蒻

木曜日 ケーキミックス、さつま芋 三つ葉

油、じゃが芋 豚肉 玉葱、人参 手作りドレッシング

カレールウ ウィンナー コーン、キャベツ、胡瓜

金曜日 メロン

フライの衣 ししゃもフライ ブロッコリー、カリフラワー 抹茶、B.P

ケーキミックス 花かつお トマト

月曜日 若布、みそ 大根

うどん、すりごま ツナ缶、若布 レタス、キャベツ、人参 みりん

マヨネーズ ウィンナー 胡瓜、木耳 塩、こしょう

火曜日 じゃが芋、油 玉葱、コーン、バナナ

１３日

水曜日

木曜日

じゃが芋、油、砂糖 豚肉 玉葱、糸蒟蒻、人参 みりん

ケーキミックス あじ インゲン、トマト 塩

金曜日 若布、みそ 切干大根

１７日

日曜日

油、砂糖 豚肉 玉葱、マッシュルーム ケチャップ

スパゲティ、マヨネーズ 若布 胡瓜、人参、コーン コンソメ

月曜日 米粉

片栗粉、砂糖 鶏肉 茄子、青菜、人参、椎茸 みりん

さつま芋 花かつお ブロッコリー、牛蒡、大根、葱

火曜日 豚肉、みそ オレンジ

２０日

水曜日

油 鯖 レモン 塩

砂糖、ごま、ごま油 油揚げ、みそ 切干大根、胡瓜 酢

ジャム ヨーグルト 赤・黄パプリカ

木曜日 オクラ

油、砂糖 豚肉 ニンニク、生姜、玉葱 みりん

ごま 油揚げ ピーマン、赤パプリカ、キャベツ

金曜日 麩 胡瓜、人参、貝割れ、バナナ

砂糖、油、片栗粉 鶏肉 生姜、ニンニク、トマト みりん

麸 糸切り昆布、油揚げ 人参、蒟蒻

月曜日 みそ キャベツ、パイナップル

マカロニ、クリームシチュールウ ツナ缶 玉葱、人参、コーン みりん

卵、塩昆布 グリンピース、キャベツ

火曜日 オレンジ

２７日

水曜日

木曜日

パン 卵、鶏肉 玉葱、赤・黄パプリカ、ピーマン ケチャップ

油 若布 キャベツ、人参、青菜、しめじ、コーン 塩、こしょう

金曜日 豆苗、メロン コンソメ

新じゃがで肉じゃが

あじの塩焼き　トマト

切干大根と若布のみそ汁　ドーナツ

ツナとマカロニのクリーム煮

煮たまご　キャベツの昆布和え

オレンジ

南瓜の甘煮　三色ナムル 南瓜、砂糖、みりん、もやし、胡瓜、赤パプリカ、ごま、ごま油、塩、こしょう

フルーツみつ豆 リンゴ、バナナ、黄桃缶、パイン缶、みつ豆寒天

バナナ、ケーキミックス、さつま芋

豆腐、油、豆プラス、生姜、葱、椎茸、砂糖、みりん、片栗粉、ごま油

ラーメン、冷やし中華のタレ、ツナ缶、もやし、胡瓜、人参、木耳、ごま油

２９日

とりと茄子の治部煮（ジブジブと煮るからです）

おかかブロッコリー

オクラと油揚げのみそ汁　ブルーベリーヨーグルト

焼き肉

園で焼きたて!!ホワイトロール

洋風オムレツ　野菜炒め

キャベツと麸のみそ汁　パイナップル

２８日
冷やし中華

１５日

１８日

１９日

今日は、父の日です。「おとうさん　いつもありがとう!!」

※材料の都合により献立を変更する場合があります。

※カレー・丼の日は大きめのお弁当箱にごはんを入れてください。　ごはんがいらない日はお弁当箱もいりません。

餃子スープ　リンゴ

１２日
お野菜たっぷりツナサラダうどん

ウィンナー入りジャーマンポテト

２６日

２５日
とりの山賊焼き　トマト

花麩と貝割れのお吸物　バナナ

２２日

バナナ

めった汁（さつま芋の入った豚汁です）　オレンジ

２１日

夏至は冬至の南瓜のように決まり事はありませんが、福井では「サバ」を食べるそうです。

千切り野菜の和風サラダ

若布スープ　米粉クッキー

１４日

糸切り昆布の炒め煮

豚肉のケチャップ煮

スパゲティサラダ

１１日

給食よていこんだて  <６月>　（鶴来第二幼稚園）

日付 こ んだ て その他

１日
ハンバーグ

フライドポテト　いろいろ野菜のソテー

玉葱と若布のみそ汁　キャンディチーズ

４日
白身魚の酢豚風

華風和え

子持ちししゃもフライ

５日
鮭の付け焼き　プチトマト

高野豆腐の含め煮

もやしと油揚げのみそ汁　水ようかん

８日
カレーライス

ウィンナー　コールスロー

６日
スズキのムニエル　枝豆

ポテトの豆乳スープ　オレンジ

レタス入り春雨サラダ

７日
とりのみそ漬け　スティック胡瓜

卯の花炒り煮

お弁当の日

お弁当の日

お弁当の日

花野菜のお浸し　トマト

大根と若布のみそ汁　抹茶ケーキ

手まり麩と三つ葉のお吸物　お芋の蒸しパン

三色野菜のごまよごし

若布と豆苗のスープ　メロン

豆腐のそぼろあんかけ

バナナ　鬼まんじゅう

サバの塩焼き　レモン

車麩の唐揚げ 車麩、ニンニク、生姜、みりん、片栗粉、油

メロン

食育の日 

マクロビオティックの日 

和メニュー 

 カレーの日 

中華の日 

 6/1は 

チーズの日 

  めんの日 

ご当地グルメ 

石川県 

和メニュー 

 みんな大好き 

  メニュー 

  めんの日 

和メニュー 

 みんな大好き 

  メニュー 

マクロビオティックの日 

 ごはんいりません 

 ごはんいりません 

 ごはんいりません 
 パンの日 

和メニュー 

 シチューの日 

薬膳料理 

年長のみお弁当 

和メニュー 


