
 

６月献立表 

                                    ※材料等の都合により、献立が変更になる事もあります 

 

 

 

 

 

 

日 曜 献立名 離乳食 
3歳未満児 

おやつ 
全児午後おやつ 

１ 金 
ビーフカレー もやしときゅうりの酢味噌和え チーズ  

長ネギとなめこの味噌汁 フルーツ 

粥 野菜煮 かぼちゃ煮 味噌汁 

フルーツ 
ビスケット 豆乳 ピザトースト お茶 

２ 土  ツナサンド チーズ バナナ 牛乳 パン粥 チーズ バナナ 飲み物 飲み物 せんべい お茶 

4 月 
麦ごはん 魚の香味野菜ソース オーロラサラダ 小松菜ともやしの味噌汁 

フルーツ 

粥 煮魚 春雨煮 味噌汁 

フルーツ 
せんべい 鉄ミルク ババロア 

5 火 
パン キャベツのキッシュ カレー風味のカリフラワー ほうれん草と大根のスープ  

フルーツ 

パン粥 マッシュポテト 野菜煮 

スープ フルーツ 
プルーン 鉄ミルク いなりずし お茶 

６ 水 麦ごはん 焼肉 きんぴら チーズ 長ネギと生揚げの味噌汁 フルーツ 
粥 かぼちゃ煮 根菜煮 味噌汁 

フルーツ 
せんべい 豆乳 スコーン 牛乳 

7 木 マーボー丼 大根のごま酢和え レタススープ フルーツ 
粥 豆腐煮 根菜煮 スープ  

フルーツ 
ミニゼリー 鉄ミルク 

せんべい ビスケット 

豆乳 

８ 金 
麦ごはん 豚カツ 千キャベツ さつまサラダ わかめとえのきの味噌汁 

フルーツ 

粥 さつま煮 キャベツのお浸し  

味噌汁 フルーツ 
ビスケット 鉄ミルク 

飲む手作りヨーグルト 

ビスケット 

９ 土 ☆★  運  動  会  ★☆ 

11 月 麦ごはん 煮魚 もやしのナムル 納豆 大根と麩の味噌汁 フルーツ 
粥 煮魚 小松菜のお浸し 

味噌汁 フルーツ 
せんべい 鉄ミルク 

ビスケット  

ミニゼリー 

12 火 ちゃんぽんうどん ちくわの磯辺揚げ 煮豆 フルーツ 煮込みうどん 煮豆 フルーツ ビスケット 豆乳 ジャムパン お茶 

13 水 麦ごはん ポークビーンズ 大根サラダ わかめとしいたけのスープ フルーツ 
粥 マッシュポテト 根菜煮 

スープ フルーツ 
せんべい 鉄ミルク 

フルーツ入り手作りヨ

ーグルト 

14 木 親子丼 フレーク和え 豆腐の中華スープ フルーツ 
粥 豆腐煮 ほうれん草のおひたし 

スープ フルーツ 
チーズ 鉄ミルク 

せんべい ビスケット 

ミロミルク 

1５ 金 
麦ごはん 手作りぎょうざ きゅうりの塩昆布和え チーズ  

長ネギとなめこの味噌汁 フルーツ  

粥 かぼちゃ煮 キャベツのお浸し 

味噌汁 フルーツ 
ビスケット 豆乳 

スティックパン 

野菜ジュース 

1６ 土 おにぎり ウインナー チーズ 牛乳 バナナ 粥 チーズ バナナ 牛乳 飲み物 せんべい お茶 

18 月 麦ごはん 魚のコーンマヨ焼き 春雨サラダ キャベツスープ フルーツ 粥 煮魚 春雨煮 スープ フルーツ せんべい 鉄ミルク コーンフレーク 牛乳 

19 火 
麦ごはん ツナ入り卵焼き ほうれん草とハムのソテー 納豆 

もやしと油揚げの味噌汁 フルーツ 

粥 かぼちゃ煮 ほうれん草のお浸し 

ひきわり納豆 味噌汁 フルーツ 
ビスケット 豆乳 お好み焼き お茶 

20 水 麦ごはん 鶏の唐揚げ ひじきの煮物 豆腐とニラの味噌汁 フルーツ 
粥 豆腐煮 さつま煮 

味噌汁 フルーツ 
チーズ 鉄ミルク フルーツゼリー 

21 木 カレーライス キャベツとわかめの甘酢和え 小松菜と麩の味噌汁 フルーツ 
粥 野菜煮 キャベツのお浸し  

味噌汁 フルーツ 
小魚 鉄ミルク 

せんべい ビスケット 

ミロミルク 

22 金 ☆パン メンチカツ 千キャベツ スパゲッティサラダ ミネストローネ フルーツ☆ （お誕生日会メニュー） 
ビスケット  

りんごジュース 
お誕生日ケーキ 紅茶 

23 土 タマゴサンド チーズ 牛乳 バナナ パン粥 チーズ 牛乳 フルーツ 飲み物 ビスケット お茶 

25 月 
麦ごはん 魚のおろし煮 ピーナツ和え 納豆  

わかめと大根の味噌汁フルーツ 

粥 煮魚 小松菜とお浸し  

ひきわり納豆 味噌汁 フルーツ 
ビスケット 鉄ミルク 

飲む手作りヨーグルト 

ビスケット 

26 火 麦ごはん 五目卵のあんかけ ハムサラダ 豆腐ともやしの味噌汁 フルーツ 
粥 豆腐煮 キャベツ煮 味噌汁 

フルーツ 
プルーン 鉄ミルク 焼きビーフン お茶 

27 水 
麦ごはん レバーの唐揚げ ポテトサラダ ほうれん草としいたけの味噌汁 

フルーツ 

粥 レバーペースト マッシュポテト 

味噌汁 フルーツ 
せんべい 豆乳 プチケーキ 牛乳 

28 木 牛そぼろ丼 コールスローサラダ 長ネギとしめじの味噌汁 フルーツ 
粥 かぼちゃ煮 野菜煮 

味噌汁 フルーツ 
小魚 鉄ミルク 

せんべい ビスケット 

カルピス 

29 金 きつねうどん かぼちゃの天ぷら 大根の漬物 フルーツ 
煮込みうどん かぼちゃ煮 野菜煮 

フルーツ 
ミニゼリー 鉄ミルク おにぎり お茶 

30 土 ハムチーズサンド ミニゼリー 牛乳 バナナ 
パン粥 チーズ ミニゼリー フルー

ツ 
飲み物 せんべい お茶 
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