
令和元年
さみどり幼稚園

主食

飯量 熱や力になるもの（黄） 血や肉や骨になるもの（赤） 体の調子を整える（緑） 熱や力になるもの（黄） 血や肉や骨になるもの（赤） 体の調子を整える（緑）

じゃがいも 鶏肉　　牛乳 にんじん

ポトフ 油 ポークビッツ たまねぎ

スパゲティサラダ スパゲッティ 卵 キャベツ

マヨネーズ ロースハム きゅうり

♪おたんじょう会♪ 米　マーガリン 鶏肉　　牛乳 にんじん　はねぎ マカロニ　油 鶏肉　　牛乳 にんじん　たまねぎ

カレーピラフ 片栗粉 卵　　ポークビッツ たまねぎ　もやし マカロニグラタン風 薄力粉　マーガリン ベーコン パセリ　キャベツ

中華スープ ロースハム えのきだけ ジュリアンスープ じゃがいも 豚肉 こまつな

ヨーグルト ヨーグルト グリンピース パイン缶 チーズ パイン缶

レバーの大和煮 じゃがいも 豚レバー　　牛乳 にんじん　はねぎ　にんにく 【食育の日】 じゃがいも　ごま きびなご　　牛乳 にんじん　はねぎ

さっぱり和え ごま　さとう 豆腐　わかめ たまねぎ　しょうが きびなごのかば焼き風 ざらめ　かたくりこ 豆腐　麦みそ えのき

わかめのみそ汁 麦みそ キャベツ　きゅうり 豆腐のみそ汁 揚げ油 バナナ

バナナ えのき　バナナ バナナ
じゃがいも　油 豚肉　　牛乳 にんじん　たまねぎ

ポークビーンズ 大豆　チーズ グリンピース　にんにく

フルーツポンチ みかん缶　おうとう缶

パイン缶　ゼリー

薄力粉 鶏肉　　牛乳 かぼちゃ　パセリ ごま　さとう 鶏肉　　牛乳 にんじん　たまねぎ

マーガリン ベーコン　チーズ たまねぎ　 親子どんぶり 卵　かまぼこ 干ししいたけ　はねぎ

パンプキンポタージュ マヨネーズ 生クリーム パプリカ みそドレサラダ 麦みそ キャベツ　きゅうり

鶏肉のカラフルソテー 油 コーン もやし　コーン缶

豚肉と野菜の 油 豚肉　　牛乳 にんじん　たまねぎ

みそ炒め 片栗粉 卵　豆腐 キャベツ　もやし

中華風コーンスープ さとう ロースハム はねぎ　コーン缶

バナナ ゴマ油 麦みそ バナナ

中華麺　油 豚肉　　牛乳 にんじん　たまねぎ　にんにく じゃがいも　 ミートボール　　牛乳 にんじん　たまねぎ

ソース焼きそば かまぼこ キャベツ　もやし　しょうが ミートボールの 薄力粉　マーガリン ベーコン　ツナ しめじ　グリンピース

みかんサラダ 青のり　かつお節 きゅうり　みかん缶　コーン缶 　　　　クリーム煮 マヨネーズ 卵　 キャベツ　きゅうり

とうもろこし とうもろこし　すりおろしりんご ツナサラダ 生クリーム

じゃがいも 豚肉　　牛乳 にんじん　たまねぎ じゃがいもの じゃがいも　油 鶏肉　　牛乳 にんじん　たまねぎ

油 鶏肉 しらたき　しめじ 　　　そぼろ煮 ごま　さとう 厚揚げ こんにゃく　しめじ

三色そぼろふりかけ さとう 厚揚げ コーン　グリンピース ひじきと昆布の佃煮 ひじき　昆布 グリンピース

豚じゃが メロン メロン

（創立記念の集会） じゃがいも 鶏肉　　牛乳 にんじん　たまねぎ うどん　油 鶏肉　　牛乳 にんじん　たまねぎ

チキンカレー 薄力粉　マーガリン ロースハム キャベツ　きゅうり 和風カレーうどん ごま　さとう さつま揚げ 干ししいたけ　はねぎ

コーンサラダ マヨネーズ コーン缶　にんにく 切り干し大根の ごま油 生揚げ 干しだいこん

プチケーキ 油　　　ケーキ すりおろしりんご 　　　ごま炒め

春雨　片栗粉 豚肉　　牛乳 にんじん　たまねぎ　にんにく テーブルロールパン 豚肉　　牛乳 かぼちゃ　たまねぎ

ジャーツアン豆腐 油　ごま油 厚揚げ たけのこ　干ししいたけ　しょうが テーブルロールパン 片栗粉　油 鶏肉　ベーコン しめじ　はねぎ

春雨スープ さとう ベーコン グリンピース　えのき かぼちゃのミートソース煮 卵　チーズ グリンピース　にんにく

みかん缶 赤みそ チンゲン菜　みかん缶 卵スープ トマト缶

※　16日（日）はミルクパンと牛乳があります。歯ブラシ・コップを持たせてください。

少なめ

普通

普通少なめ

26 水

25

普通

火

普通

普通

普通

普通

干し大根は、一番おいしい旬の大根を細長く切り、冷たい風と
太陽の光をいっぱい浴びさせて作ります。干すことで、甘みが
増します。食物繊維が豊富でおなかの調子を整える手助けをし
てくれます。２７日は、干し大根のごま炒めです。

おにぎりとおむすび。東日本では「おにぎり」、西日本では「おむ
すび」と呼ぶことが多いそうです。おむすびは一般的に三角形、
おにぎりは握り飯が転じたものと言われ、握り飯（＝おにぎり）
はぎゅうぎゅうに詰め込むという意味があるそうです。

19 水

お弁当の日

木

※おはしやスプーン・フォークは,毎日きれいに洗ったものを忘れな
いように持ってきましょう

日

普通

普通

６月１９日は食育の日です。そこで、鹿児島の郷土料理には欠
かせないきびなごを使った献立をとりいれました。きびなごは、
ウルメイワシ科の魚で、頭からしっぽまで食べられるので、カル
シウムがたくさん摂れます。

普通

振替休日

給食献立表

曜 献立名 主食
食　　品　　名

日 曜 献立名
食　　品　　名

普通
3 月

4

12 水

火

5 水

6 木

14 金 28 金

27 木
多め

普通

金

13 木

月

11 火

7 金

20

10

18 火

17 月

おにぎりの日

24 月

21


