
2022年６月の献立 中期食・後期食

鶏団子のスープ

鶏五目風がゆ

鶏団子のスープ 鶏団子のスープ

ケチャップがゆ

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

つくねバーグの
野菜あんかけ

つくねハンバー
グの野菜あんか

け

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

2 3 41

青のりがゆ 七分つき米　水　あおのり そぼろがゆ
七分つき米　水　鶏ひき肉　しょう
ゆ　きび砂糖 おかゆ 七分つき米　水

豚汁
だいこん　人参　ごぼう　じゃがい
も　こまつな　豚ひき肉　絹ごし豆
腐　こんぶ　みそ

みそ汁
たまねぎ　人参　だいこん　こんぶ
みそ

みそ汁
たまねぎ　人参　じゃがいも　絹ご
し豆腐　こんぶ　みそ

鶏団子の野菜
あんかけ

鶏ひき肉　絹ごし豆腐　たまねぎ
人参　キャベツ　しょうゆ　片栗粉

豆腐サラダ風
絹ごし豆腐　鶏ひき肉　たまねぎ
人参　きゅうり　酢　しょうゆ　片
栗粉

白身魚の野菜
あんかけ

たまねぎ　人参　キャベツ　たら
片栗粉　しょうゆ

ピラフ風
七分つき米　たまねぎ　人参　鶏ひ
き肉　油　食塩

きな粉がゆ 七分つき米　きな粉　きび砂糖 こまつながゆ
七分つき米　人参　こまつな　しら
す干し　しょうゆ　きび砂糖

ミネストロー
ネスープ

たまねぎ 人参 じゃがいも キャベツ
鶏ひき肉 こんぶ ケチャップ

肉団子スープ
たまねぎ 人参 こまつな はるさめ 豚
ひき肉 こんぶ 片栗粉 食塩 しょうゆ

具だくさん汁
人参　だいこん　たまねぎ　こんぶ
豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ
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おかゆ 七分つき米　水
ドライカレー
風がゆ

七分つき米　水　たまねぎ　人参
豚ひき肉　中濃ソース　ケチャップ
食塩　片栗粉

おかゆ 七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水

すまし汁
たまねぎ　人参　キャベツ　こんぶ
しょうゆ　絹ごし豆腐

野菜のスープ
たまねぎ　人参　キャベツ　じゃが
いも　豚ひき肉　こんぶ　食塩

けんちん汁
たまねぎ　人参　だいこん　こんぶ
鶏ひき肉　絹ごし豆腐　しょうゆ

みそ汁
たまねぎ　人参　なす　昆布　豚ひ
き肉　水　淡色みそ

春雨スープ
たまねぎ　人参　キャベツ　こまつ
な　昆布　豚ひき肉　はるさめ
しょうゆ

豆腐と挽肉の
みそ煮

たまねぎ 人参 もやし 絹ごし豆腐 豚
ひき肉 みそ きび砂糖 しょうゆ

白身魚の甘辛
野菜あんかけ

たまねぎ　人参　たら　ほうれんそ
う　しょうゆ　きび砂糖　片栗粉

たまねぎ　人参　鶏ひき肉　絹ごし
豆腐　きび砂糖　しょうゆ　片栗粉

麻婆豆腐風
たまねぎ　人参　豚ひき肉　絹ごし
豆腐　みそ　しょうゆ　片栗粉

七分つき米　水　たまねぎ　人参
鶏ひき肉　ケチャップ　食塩

ケチャップがゆ
七分つき米　水　たまねぎ　人参
鶏ひき肉　ケチャップ　食塩 鶏五目風がゆ

七分つき米　水　人参　だいこん
鶏ひき肉　しょうゆ　きび砂糖 おじや

七分つき米　人参　だいこん　鶏ひ
き肉　しょうゆ しらすがゆ

七分つき米　人参　しらす干し
しょうゆ

キャベツの
スープ

たまねぎ　人参　昆布　キャベツ
鶏ひき肉　食塩

たまねぎ 人参 キャベツ 鶏ひき肉 昆
布 片栗粉 食塩 しょうゆ 豚汁

人参　たまねぎ　だいこん　昆布
豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ けんちん汁

たまねぎ　人参　だいこん　昆布
鶏ひき肉　絹ごし豆腐　しょうゆ

たまねぎ　人参　キャベツ　鶏ひき
肉　こんぶ　片栗粉　食塩　しょう
ゆ

13 14 15 16 17 18

おかゆ 七分つき米　水 パンがゆ 食パン　育児用ミルク　水 そぼろがゆ
七分つき米　水　鶏ひき肉　しょう
ゆ　きび砂糖

あんかけうど
ん

たまねぎ 人参 キャベツ こんぶ 豚ひ
き肉 ゆでうどん しょうゆ 片栗粉 おかゆ 七分つき米　水

けんちん汁
たまねぎ　人参　だいこん　こんぶ
鶏ひき肉　絹ごし豆腐　しょうゆ

シチュー
にんじん　たまねぎ　じゃがいも
昆布だし汁　育児用ミルク　鶏ひき
肉　食塩

みそ汁
たまねぎ　人参　だいこん　こんぶ
みそ

かぼちゃのそ
ぼろ煮

かぼちゃ　たまねぎ　豚ひき肉　き
び砂糖　しょうゆ

みそ汁
たまねぎ　人参　じゃがいも　絹ご
し豆腐　こんぶ　淡色みそ

白身魚のみぞ
れあんかけ

だいこん たまねぎ 人参 もやし きゅ
うり たら しょうゆ 片栗粉

ラタトゥユ
たまねぎ　なす　トマト　ズッキー
ニ　豚ひき肉　食塩　ケチャップ
マカロニ

豆腐サラダ風
絹ごし豆腐　鶏ひき肉　たまねぎ
人参　きゅうり　酢　しょうゆ　片
栗粉

白身魚の野菜
あんかけ

たまねぎ　人参　キャベツ　たら
片栗粉　しょうゆ

七分つき米　人参　こまつな　しら
す干し　しょうゆ　きび砂糖

にんじんがゆ
七分つき米　人参　しらす干し
しょうゆ　きび砂糖

鶏五目風がゆ
七分つき米　水　人参　だいこん
鶏ひき肉　しょうゆ　きび砂糖

きな粉がゆ 七分つき米　きな粉　きび砂糖 パンがゆ 食パン　育児用ミルク　水 こまつながゆ

具だくさん汁
人参　たまねぎ　だいこん　昆布
じゃがいも　豚ひき肉　みそ

豚汁
にんじん　たまねぎ　だいこん　昆
布だし汁　豚ひき肉　絹ごし豆腐
みそ

肉団子スープ
たまねぎ 人参 こまつな はるさめ 豚
ひき肉 こんぶ 片栗粉 食塩 しょうゆ

シチュー
人参　たまねぎ　じゃがいも　こん
ぶ　育児用ミルク　鶏ひき肉　食塩

具だくさん汁
人参　だいこん　たまねぎ　こんぶ
豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ
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マカロニミー
トソース

たまねぎ　にんじん　ケチャップ
食塩　豚ひき肉　マカロニ・スパゲ
ティー

おかゆ 七分つき米　水 煮込みうどん
ゆでうどん たまねぎ 人参 こんぶ 豚
ひき肉 しょうゆ きび砂糖 食塩 おかゆ 七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水

野菜のスープ
たまねぎ　にんじん　キャベツ
じゃがいも　鶏ひき肉　こんぶ（だ
し用）　水

すまし汁
たまねぎ　人参　キャベツ　こんぶ
しょうゆ　絹ごし豆腐

肉じゃが
たまねぎ　人参　じゃがいも　豚ひ
き肉　しょうゆ　きび砂糖　いんげ
ん

みそ汁
たまねぎ　人参　なす　昆布　豚ひ
き肉　水　淡色みそ

春雨スープ
たまねぎ　人参　キャベツ　こまつ
な　昆布　豚ひき肉　はるさめ
しょうゆ

豆腐と挽肉の
みそ煮

たまねぎ 人参 もやし 絹ごし豆腐 豚
ひき肉 みそ きび砂糖 しょうゆ

たまねぎ　人参　鶏ひき肉　絹ごし
豆腐　きび砂糖　しょうゆ　片栗粉

麻婆豆腐風
たまねぎ　人参　豚ひき肉　絹ごし
豆腐　みそ　しょうゆ　片栗粉

七分つき米　水　人参　だいこん
鶏ひき肉　しょうゆ　きび砂糖

ケチャップがゆ
七分つき米　水　たまねぎ　人参
鶏ひき肉　ケチャップ　食塩

しらすがゆ
七分つき米　水　人参　しらす干し
しょうゆ

おじや
七分つき米　人参　だいこん　鶏ひ
き肉　しょうゆ

コーンリゾッ
トがゆ

七分つき米　たまねぎ　とうもろこ
し　鶏ひき肉　食塩

豚汁
にんじん　たまねぎ　だいこん　昆
布だし汁　豚ひき肉　絹ごし豆腐
みそ

キャベツの
スープ

たまねぎ　人参　昆布　キャベツ
鶏ひき肉　食塩

たまねぎ 人参 キャベツ 鶏ひき肉 昆
布 片栗粉 食塩 しょうゆ

けんちん汁
たまねぎ　人参　だいこん　昆布
鶏ひき肉　絹ごし豆腐　しょうゆ

野菜のスープ
たまねぎ　人参　キャベツ　じゃが
いも　鶏ひき肉　こんぶ

27 28 29 30

おかゆ 七分つき米　水 青のりがゆ 七分つき米　水　あおのり
あんかけうど
ん

たまねぎ 人参 キャベツ こんぶ 豚ひ
き肉 ゆでうどん しょうゆ 片栗粉 納豆がゆ

七分つき米　水　納豆　こまつな
しょうゆ

けんちん汁
たまねぎ　人参　だいこん　こんぶ
鶏ひき肉　絹ごし豆腐　しょうゆ

豚汁

だいこん　にんじん　ごぼう　じゃ
がいも　こまつな　豚ひき肉　絹ご
し豆腐　こんぶ（だし用）　水　み
そ

かぼちゃのそ
ぼろ煮

かぼちゃ　たまねぎ　豚ひき肉　き
び砂糖　しょうゆ

みそ汁
たまねぎ　にんじん　はくさい　こ
んぶ（だし用）　豚ひき肉　水　淡
色みそ

白身魚のみぞ
れあんかけ

だいこん たまねぎ 人参 もやし きゅ
うり たら しょうゆ 片栗粉

鶏団子の野菜
あんかけ

鶏ひき肉　絹ごし豆腐　たまねぎ
にんじん　キャベツ　しょうゆ　片
栗粉　水

肉じゃが
たまねぎ　人参　じゃがいも　豚ひ
き肉　しょうゆ　きび砂糖　いんげ
ん

枝豆としらす
のおかゆ

七分つき米 水 えだまめ しらす干し ピラフ風
七分つき米　たまねぎ　人参　鶏ひ
き肉　油　食塩 パンがゆ 食パン　育児用ミルク　水 さつま芋がゆ 紅あずま　七分つき米　水

具だくさん汁
人参　たまねぎ　だいこん　昆布
じゃがいも　豚ひき肉　みそ

ミネストロー
ネスープ

たまねぎ 人参 じゃがいも キャベツ
鶏ひき肉 こんぶ ケチャップ

シチュー
人参　たまねぎ　じゃがいも　こん
ぶ　育児用ミルク　鶏ひき肉　食塩

肉団子スープ
たまねぎ 人参 こまつな はるさめ 豚
ひき肉 こんぶ 片栗粉 食塩 しょうゆ

給食だより

枝豆・とうもろこしは、富士見市の農家さんから、朝収穫したものを

直接届けてもらう予定です。

子どもたちにさやとりや皮むきのお手伝いをお願いしたり、他にも

新じゃが芋や新ごぼうなどの新鮮な旬の物を献立に取り入れて、

旬のおいしさを存分に味わってもらいたいと思います。


