
２日 （木） 歯科健診　 　　
３日 （金） 虫歯予防デー　歯みがき集会　　 　　 １７日 （金）　避難訓練（地震）
６日 （月） ０・１・２才児クラス個人面談開始（希望制） ２０日 （月） 身体測定　　　絵本・納入袋配布
７日 （火） 体育指導日 ２１日 （火）　体育指導日(３～５才児)・３・５才児クラス参観

　　　　　９日 （木） 英語教室 ２２日 （水） 絵画教室(２・３才児)
　　　　１０日 （金） あおぞらさん訪問（5才児） ２３日 （木） 絵画教室(４・５才児)・４才児クラス参観
　　　　１３日 （月） リトミック ２７日 （月） 尿検査容器配布（４・５才児）※7/1（金）提出

１４日 （火） 体育指導日 ２８日 （火） 体育指導日
１５日 （水） 健康教育：松戸市歯科衛生士さんによる ２９日 （水） 誕生会

　　　　　　　口腔衛生指導(３・４・５才児) ３０日 （木） 園便り・献立表配信

た ん ぽ ぽ ―

・梅雨時期の保健衛生や感染症に気を付けて健康に過ごす。

も　    　　も ―・梅雨期を室内外で健康に過ごし、好きな遊びを楽しむ。
・身の回りのことに関心を持ち「やってみよう」という

ちゅうりっぷ ―
　自分でやろうとする。
・戸外や室内で友達や保育士と一緒に遊ぶことを楽しむ。

　さ　く　ら ―
・友達と関わりながら、一緒に遊ぶ楽しさを味わう。
・雨や身近な生き物に興味を持ち、観察したり触れてみる。

ひ ま わ り ―・梅雨時期を健康に過ごすために必要な生活習慣を
 　身に付ける。

・様々な運動あそびを意欲的に取り組む。

ゆ　　　　り ―・友だちと考えを出し合い協力し遊びや活動を進めようとする。
・梅雨時期ならではの生活や自然事象に興味・関心をもつ。
・優しい言葉で思いを伝える。

・自分の身の回りのことを進んでしようとする。

　触れ合い安心して過ごす。
・一人ひとりの生活リズムを整え、保育者とゆったり

・生活の流れが分かり、身の回りの簡単なことを

  気持ちを持つ。

・天気の良い日は、外気浴を楽しむ。
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6月の行事予定

今月の保育目標

●梅雨時期なので、調節の出来る衣類を十分
に用意してください。

●持ち物すべてに大きく名前を書きましょう。

●水遊びが始まります。お知らせをよく見て準
備をしてください。

●リュックは行き帰り、自分で背負ってくること
をお約束として伝えています。保護者の方か
らもお声掛けをお願い致します。

●お迎え後、玄関からお子さんだけで駐輪場・駐
車場へ出て、走り回ったり騒いだりすることのない
よう、保護者の方の見守りをお願いします。

●ホワイトボードやクラスの掲示物には毎日
目を通してください。

じょうぶな子、げんきな子

今年は不安定な気候が続き、早くも梅雨の走りを感じます。日に

よって気温にも差がある為、体調管理に気を付けてください。これま

で長い間に渡り感染拡大防止対策を続けながらの保育となってお

ります。保護者の皆さまには様々な面でのご協力に深く感謝してお

ります。ワクチン接種も進んではおりますが、休日後に感染者が増

加の値を示すことも多く油断はできません。胃腸炎など他の感染症

も併せて今後も保育園ではできる限りの予防をして保育にあたって

いこうと思っています。引き続きのご協力をお願いいたします。ご家

庭でも子供たちと感染予防に努めてください。
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２階クラスの参観について
今回の参観は以下の日程で、講師による指導の

時間のみの参観とさせていただきます。

６/２１(火)…３才児さくら組 ※体育指導

５才児 ゆり組 ※体育指導

６/２３(木)…４才児ひまわり組 ※絵画教室

★詳細はさくらメール・クラス入口お知らせにて

ご確認ください。



 

　

６月
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さくら組（３才児）

ちゅうりっぷ組（２才児）

たんぽぽ組（０才児）

も も組（１才児） ひまわり組（４才児）

ゆ り組（５才児）

連休明けから生活のリズムを取り戻すとともに生活

の流れもだいぶ定着し、自分達で動けるようになっ

てきました。戸外では走ったり鉄棒の他、虫探しが

大好きで、見つけると大興奮で教えてくれます。探

すだけで満足な子、集める子、じっくり観察する子と

さまざまですが、とにかく夢中です。

また、新しく植えられた野菜の苗にも興味津々で

「何ができるんだろうね⁉」と成長を楽しみにしてい

ます。これから梅雨時期に入りますが、晴れた日に

は戸外で体を動かし、元気に過ごしていきたいと思

います。

6月は、新しいお友達が2名入り３名になります。

これから梅雨時期に入るので、雨降りの日は室内で

身体を動かして、合間の晴れた日には外で日光浴を

したいと思います。また、汗をかく日が増えると思う

ので、着替えは多めに用意してください。気温によっ

ては長袖も必要となりますので、２～３枚用意してく

ださい。お友達も増えて賑やかになるたんぽぽぐみ。

かわいい赤ちゃんたちとをたっぷり抱っこしてスキン

シップを図っていきながら、たくさん遊んでいきたいと

思います。

分からないことや、不安なことがありましたらどんなこ

とでも聞いてくださいね。

天気の良い日には砂遊びや虫探し、鉄棒など好き

な遊びを見つけて楽しむことができました。

少しずつお喋りも上手になってきて、お友達同士の

やり取りも増え、とても可愛らしい子ども達です。

そして簡単な身の回りのことを自分でしようとするこ

とも増えてきました。今、子どもたちはズボンの着脱

を頑張っています。おうちでもできた時にはいっぱい

誉めてあげて下さい。

さて、あっという間に春も過ぎ去り、季節は梅雨に移

り変わりました。

気候の変化もありますので、体調管理に気を付けな

がら６月も元気に過ごしていきたいと思います。

ゴールデンウィーク明け、友達や保育士に会うと以

前のように元気いっぱいなひまわり組の子ども達。

たくさんの笑顔が見られ安心しました。５月は看護

師の常澤先生から手洗い指導を受け、みんな真剣

な表情で話を聞いていました。繰り返し繰り返し

習った甲斐もあり、しっかりと手洗いができ、同時

にうがいも上手に行って感染予防に努めながら過

ごしています。

もうすぐ梅雨の季節に入りますが、元気いっぱいの

子ども達とアイディアを出し合い、色々な事に挑戦

して楽しく過ごして行きたいと思います。

寒暖差がありますが、毎日元気に過ごしているちゅ

うりっぷ組です。戸外では追いかけっこや鉄棒で遊び、

身体を十分に動かしています。室内ではいくつかの遊

びのコーナーを作り、やりたい遊びを選べるようにし

ました。ままごとが一番人気で、買い物したり料理をし

たり、食べた後にはお皿を洗うところまで工夫して遊

んでいます。出来ることは「自分で」と外遊びの前の

支度として靴下を履いたり帽子をかぶったり、またお

部屋にもどってからの着替えも頑張っています。６月

は梅雨時期で室内で過ごすことが増えますが、季節

の製作をしたり好きな音楽をかけて身体を動かしたり

園庭で、氷鬼や虫探しなど活発に遊んでいる子ど

もたちです。先日、待ちに待った野菜植えをし、毎

日園庭に行くのを楽しみにしています。「野菜は自

分たちの子ども」を合言葉に大切に育てている姿

が見られます。「早く花が咲かないかな？」と会話

をし、咲いているのを発見すると、とても嬉しそうに

しています。今から野菜たちが実るのが楽しみです。

お家でのひらがな練習のご協力ありがとうございま

す。続々と「先生できたよ」と嬉しそうに見せてくれ

ます。引き続き毎月持ち帰りますのでお手すきの

際にお子さんと一緒に行ってみてください。

ご協力よろしくお願いします。



６月４日は虫歯を予防デーです。
今月の献立にはカルシウムが多く含まれる食品を使用したメニューを取り入れています。
歯の主な成分であるカルシウムをしっかり摂って丈夫な歯を作りましょう。

                                          カルシウムを多く含む食品

【小魚】 【豆製品】 　【野菜】
ししゃも、しらすなど 豆腐、納豆など 小松菜、かぶの葉など

　　　　　　　　　　　　【牛乳・乳製品】
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しゃぼんだま



  ６月 　給食献立予定表
　　　　(令和４年５月３１日)

E：エネルギーP：蛋白質F：脂質 　　　　　　和ほいくえん
日 　　栄養価 日 　　栄養価
曜 未満児　　以上児 曜 未満児　　以上児

1 ご飯 豚肉、オレンジﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ E　４６１/４９９ 牛乳 17 冷やしきつね うどん、油揚げ、胡瓜 E　４３９/４６２ 牛乳

豚肉のﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ焼きキャベツ、人参、油揚げ P　１８．５/１９．９ ビスケット さつま芋の甘煮 トマト、卵、めんつゆ P　１９．６/１５．１

水 キャベツのごまあえ ごま、豆腐、葱 F　１８．１/１８．５ せんべい 金 さつま芋 F　１２．７/１１．３ ﾊﾞﾀｰｽﾃｨｯｸﾊﾟﾝ

みそ汁 食塩　２．４ 食塩　１．９

2 ご飯 鶏肉、ｶﾚｰ粉、ﾖｰｸﾞﾙﾄ E　４４６/４８５ 牛乳 18 親子丼 鶏肉、卵、玉葱、葱 E　３３９/３４６ 牛乳

タンドリーチキン ｿｰｽ、ｹﾁｬｯﾌﾟ、生姜、にんにく P　１７．０/１８．０ クラッカー すまし汁 しめじ、舞茸 P　１４．６/１５．０ ビスケット

木 ﾌﾙｰﾂﾌﾚﾝﾁｻﾗﾀﾞ ｷｬﾍﾞﾂ、ﾚｰｽﾞﾝ､みかん缶 F　１５．９/１６．２ せんべい 土 万能ねぎ、豆腐 F　１０．１/８．５ せんべい

みそ汁 りんご､人参､胡瓜､大根､油揚げ 食塩　１．９ 食塩　１．６

3 冷汁うどん うどん、ごま、胡瓜、生姜 E　４５２/４７８ 牛乳 19
  ゼリーフライ 味噌、玉葱 P　１３．９/１４．２

金 プチトマト おから、じゃが芋、人参 F　１６．５/１６．１ ぶどうパン 日
　　　　　　　ヤクルト ウスターソース、ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ 食塩　２．５

4 煮込みうどん うどん、舞茸、しめじ E　３５０/３６０ 牛乳 20 スタミナ丼 豚肉、玉葱、ニラ、しめじ E　４７０/５１６ 牛乳

さつま芋の甘煮 油揚げ、ほうれん草、葱 P　１２．５/１２．４ ビスケット すまし汁 人参、にんにく、生姜 P　２０．３/２２．２ クラッカー

土 さつま芋 F　１０．５/９．０ せんべい 月 片栗粉、ごま油 F　１５．７/１６．０ せんべい

食塩　２．２ 　　　　　　　オレンジ わかめ、麩 食塩　２．０

5 21 雑穀米ご飯 ごま、鮭、バター E　３８１/３８９ 麦茶(0・1歳）

鮭のﾊﾞﾀｰ醬油焼き 胡瓜、キャベツ P　１８．７/２０．２ ﾖｰｸﾞﾙﾄ・せんべい

日 火 フレンチサラダ 南瓜、玉葱 F　１２．９/１１．６ 牛乳（2～5歳）

みそ汁 食塩　２．０ ﾖｰｸﾞﾙﾄババロア

6 とりクリームライス 人参、鶏肉、南瓜、玉葱 E　４９９/５５２ 麦茶(0・1歳） 22 ご飯 豆腐、鶏肉、スキムミルク E　４４６/４８０ 牛乳

トマトスープ ﾊﾞﾀｰ、ｽｷﾑﾐﾙｸ､小麦粉 P　１６．１/１６．９ ﾖｰｸﾞﾙﾄ・せんべい 豆腐入り鶏味噌つみれ 生姜、葱、パン粉、卵 P　１８．１/１９．４ ビスケット

月 ﾊﾟｾﾘ､ﾄﾏﾄ､卵､ﾊﾑ、玉葱 F　１２．８/１２．４ 牛乳（2～5歳） 水 胡瓜の華風和え 胡瓜、わかめ、ｺｰﾝ缶、ごま F　１５．３/１５．１ せんべい

　　　　　　　バナナ 食塩　１．２ あじさいゼリー みそ汁 もやし、ごま油、小松菜、油揚げ 食塩　２．８

7 発芽玄米ご飯 ごま､カラスカレイ、りんご E　４２９/４４８ 牛乳 23 ご飯 豚肉、玉葱、ケチャップ E　４３５/４７２ 牛乳

魚のＢＢＱ焼き 小麦粉、胡瓜、キャベツ P　１６．９/１８．０ クラッカー 豚肉のｹﾁｬｯﾌﾟ焼き じゃが芋、人参、胡瓜、ﾊﾑ P　１９．９/２１．７

火 コーンサラダ コーン缶 F　１０．４/８．５ せんべい 木 マセドアンサラダ チーズ、ﾏﾖﾈｰｽﾞ F　１３．８/１３．６ さつま芋パイ

みそ汁 さつま芋､ほうれん草 食塩　２．２ みそ汁 もやし、舞茸 食塩　２．２

8 ご飯 生揚げ、豚肉、ピーマン、生姜 E　４２１/４４８ 牛乳 24 焼きそば 焼きそば、豚肉、キャベツ E　４３６/４５７ 麦茶

生揚げと豚肉の炒め煮ごま油、鶏がらスープの素 P　１６．１/１６．９ ビスケット チーズワンタン揚げ 人参、ピーマン、もやし P　１７．８/１９．０

水 もやしサラダ もやし、胡瓜、人参､ごま油 F　１５．５/１５．２ せんべい 金 すまし汁 ソース、ワンタンの皮 F　１７．２/１６．９ しらすおにぎり

　 すまし汁 葱、えのき 食塩　１．８ チーズ、にら、卵 食塩　２．３

9 ふりかけご飯 磯香のり、鶏肉、筍、蓮根 E　４４０/４７８ 牛乳 25 中華丼 豚肉、舞茸、玉葱、人参 E　３７１/３９２ 牛乳

筑前煮 人参、蒟蒻、小松菜 P　１９．３/２１．０ すまし汁 白菜、うずらの卵 P　１４．４/１４．８ ビスケット

木 小松菜ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ハム、卵、豆腐、わかめ F　１２．３/１１．７ マカロニあべかわ 土 鶏ガラスープの素 F　１１．２/１０．３ せんべい

みそ汁 食塩　２．３ チンゲン菜、豆腐 食塩　１．４

10 ツナスパゲティー ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ､ﾂﾅ、ﾋﾟｰﾏﾝ、トマト、玉葱 E　４１２/４２８ 牛乳 26
フルーツヨーグルト にんにく、ｹﾁｬｯﾌﾟ、トマトジュース P　１６．９/１８．０

金 たまごスープ みかん缶、りんご、ﾖｰｸﾞﾙﾄ F　１２．７/１１．４ 野菜蒸しパン 日
卵、葱、コンソメ 食塩　２．０

11 焼肉丼 豚肉、生姜、キャベツ E　４０８/４３８ 牛乳 27 キーマカレー 豚肉、玉葱、人参、ﾋﾟｰﾏﾝ E　４７４/５１５ 麦茶

すまし汁 玉葱 P　１６．６/１７．５ ビスケット ひじきとﾂﾅのサラダ カレールウ、ひじき、ツナ P　１５．０/１５．５ ヨーグルト

土 チンゲン菜、豆腐 F　１４．８/１４．９ せんべい 月 すまし汁 キャベツ、人参、胡瓜 F　１８．７/１９．３ せんべい

食塩　１．６ 　　　　　　　オレンジ ﾏﾖﾈｰｽﾞ、小松菜、豆腐 食塩　３．４

12 28 鮭寿司 鮭、ごま、胡瓜、卵、のり E　４５４/４８０ 牛乳

スパゲティーサラダ ｻﾗｽﾊﾟ、ハム、みかん缶 P　１６．１/１６．９ ビスケット

日 火 なめこ汁 胡瓜、りんご、ﾏﾖﾈｰｽﾞ F　１７．３/１７．２ せんべい
なめこ、豆腐、葱 食塩　１．７

13 米ぬかふりかけご飯 米ぬかふりかけ、鶏肉 E　４６１/４９９ 牛乳 29 ロールサンド ロールパン、いちごｼﾞｬﾑ E　５５６/６２３ 牛乳

やみつきチキン ｹﾁｬｯﾌﾟ、ﾏﾖﾈｰｽﾞ、にんにく P　１９．２/２０．８ （ｼﾞｬﾑ、ﾂﾅｺｰﾝ） ツナ、コーン、ﾏﾖﾈｰｽﾞ P　１６．０/１６．８

月 ポパイサラダ ﾊﾟｾﾘ、ほうれん草、えのき F　１７．８/１８．２ ﾊﾟﾘﾊﾟﾘｶﾙｼｳﾑ 水 ポトフ 人参、ｷｬﾍﾞﾂ、ﾍﾞｰｺﾝ F　１７．８/１８．６ ふかし芋

みそ汁 キャベツ、豆腐、ｺｰﾝ缶 食塩　２．８ 玉葱、じゃが芋、コンソメ 食塩　２．５

14 雑穀米ご飯 ごま、鮭、ﾏﾖﾈｰｽﾞ E　４０８/４２２ 麦茶(0・1歳） 30 ご飯 鶏肉、片栗粉 E　４７２/５１３ 牛乳

鮭のみそマヨ焼き キャベツ、胡瓜、人参 P　１８．８/２０．３ ﾖｰｸﾞﾙﾄ・せんべい 鶏の照り焼き 胡瓜、トマト、ごま、ごま油 P　１９．９/２１．６ お麩の

火 ひじきサラダ ひじき、ごま F　１４．３/１３．３ 牛乳（2～5歳） 木 胡瓜とトマトのナムル鶏がらスープの素 F　１７．３/１７．５ 　チーズスナック

みそ汁 豆腐、葱 食塩　２．６ 桃ゼリー みそ汁 大根、わかめ 食塩　３．１

15 親子そぼろ丼 鶏肉、卵、でんぶ、絹さや E　４６１/５０５ 牛乳

ほうれん草のお浸し のり、ごま、ほうれん草 P　２０．９/２３．０ クラッカー

水 みそ汁 もやし、人参、えのき、鰹節 F　１４．１/１４．６ せんべい

しらす、大根、じゃが芋 食塩　２．７

16 チャーハン 焼豚、なると、万能ねぎ E　４５２/４８８ 牛乳

ﾁｰｽﾞ入りトマトサラダ 卵、胡瓜、キャベツ、トマト P　１６．６/１７．５ 　　　　※ は新メニューです。

木 オニオンスープ チーズ F　１６．５/１６．５ ごまマドレーヌ

             バナナ 玉葱、わかめ、コンソメ 食塩　２．５

※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。

【虫歯を予防しよう！】
子供たちの歯は軟らかく虫歯になりやすいため、毎日の歯磨きで虫歯を予防することが大切です。

　 健康な歯をつくるためにも、バランスのよい食事をよく噛んで食べることを心がけましょう。

※栄養価表示について、未満児0～2歳児、以上児3～5歳児を表しています。また食塩の数値は以上児のものです。

　　おやつ　　献　　立 　　　材　　料 　　おやつ 　　献　　立 　　　材　　料



　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６月　離乳食 献立表
　　　　　             令和4年5月31日
　　　　　                  　和ほいくえん

日 中期 日 中期
後期 後期

曜 午後おやつ 午後おやつ 曜 午後おやつ 午後おやつ

1 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、キャベツ、人参 ご飯　みそ汁 17 お粥 煮込みうどん 煮干、鰹節、醬油、鶏肉 冷やしきつね

豆腐煮 鶏と野菜の煮物 醤油、砂糖 豚肉のマーマレード焼き さつま芋煮 さつま芋の甘煮 うどん、ほうれん草 さつま芋の甘煮

水 人参煮 みそ汁（豆腐、葱） 煮干、鰹節、味噌 キャベツのごま和え 金 人参煮 人参、さつま芋、砂糖

野菜スープ ヨーグルト・ビスケット 豆腐、葱 牛乳　ビスケット・せんべい 野菜スープ ヨーグルト・食パン 醤油、食パン 牛乳　ﾊﾞﾀｰｽﾃｨｯｸﾊﾟﾝ

2 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、キャベツ、人参 ご飯　みそ汁 18 親子丼

キャベツ煮 鶏と野菜のコンソメ煮 コンソメ タンドリーチキン すまし汁

木 人参煮 みそ汁（大根） 煮干、鰹節、味噌、大根 フルーツフレンチサラダ 土
野菜スープ ヨーグルト・せんべい 牛乳　クラッカー・せんべい 牛乳　ビスケット・せんべい

3 お粥 煮込みうどん 煮干、鰹節、醬油、うどん 冷汁うどん 19
じゃが芋煮 じゃが芋のそぼろ煮 ほうれん草、人参 ゼリーフライ

金 人参煮 じゃが芋、玉葱、鶏肉 プチトマト　 日
野菜スープ ヨーグルト・食パン 醤油、砂糖、食パン 牛乳　ぶどうパン

4 煮込みうどん 20 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、玉葱、しめじ スタミナ丼

さつま芋の甘煮 さつま芋煮 鶏と野菜のあんかけ煮 人参、醤油、砂糖 すまし汁

土 月 人参煮 すまし汁（わかめ、麩） 片栗粉、煮干、鰹節 バナナ

牛乳　ビスケット・せんべい 野菜スープ ヨーグルト・ビスケット 醤油、わかめ、麩 牛乳　クラッカー・せんべい

5 21 お粥 お粥（軟飯） 鮭、キャベツ、人参 雑穀米ご飯　みそ汁

キャベツ煮 魚と野菜のコンソメ煮 コンソメ 鮭のバター醬油焼き

日 火 南瓜煮 みそ汁（南瓜、玉葱） 煮干、鰹節、味噌 フレンチサラダ

野菜スープ ヨーグルト・せんべい 南瓜、玉葱 麦茶　ヨーグルト・せんべい

6 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、玉葱、南瓜 とりクリームライス 22 お粥 お粥（軟飯） 豆腐、葱、人参、鶏肉 ご飯　みそ汁

南瓜煮 鶏肉と南瓜のクリーム煮 コンソメ、スキムミルク トマトスープ 豆腐煮 豆腐のそぼろ煮 醬油、砂糖 豆腐入り鶏味噌つみれ

月 人参煮 トマトスープ　バナナ トマト、玉葱、煮干、鰹節 バナナ 水 小松菜煮 みそ汁（小松菜） 煮干、鰹節、味噌 胡瓜の華風和え

野菜スープ ヨーグルト・せんべい 醬油、バナナ 麦茶　ヨーグルト・せんべい 野菜スープ ヨーグルト・ビスケット 小松菜 牛乳　ビスケット・せんべい

7 お粥 お粥（軟飯） カラスカレイ、キャベツ 発芽玄米ご飯　みそ汁 23 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、玉葱、じゃが芋 ご飯　みそ汁

さつま芋煮 魚と野菜の煮物 人参、醬油、砂糖 魚のＢＢＱ焼き じゃが芋煮 鶏と野菜の煮物 人参、醤油、砂糖 豚肉のケチャップ焼き

火 ほうれん草煮 みそ汁（さつま芋、ほうれん草）煮干、鰹節、味噌 コーンサラダ 木 人参煮 みそ汁（もやし、舞茸） 煮干、鰹節、味噌、舞茸 マセドアンサラダ

野菜スープ ヨーグルト・ビスケット さつま芋、ほうれん草 牛乳　クラッカー・せんべい 野菜スープ ヨーグルト・ふかし芋 もやし、さつま芋 牛乳　さつま芋パイ

8 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、もやし、ピーマン ご飯　すまし汁 24 お粥 煮込みうどん 煮干、鰹節、醬油 焼きそば

ほうれん草煮 鶏と野菜の煮物 人参、醬油、砂糖 生揚げと豚肉の炒め煮 キャベツ煮 さつま芋の甘煮 うどん、キャベツ、人参 チーズのワンタン揚げ

水 人参煮 すまし汁（葱、えのき） 煮干、鰹節、醤油、葱 もやしサラダ 金 人参煮 鶏肉、さつま芋、醬油 すまし汁

野菜スープ ヨーグルト・せんべい えのき 牛乳　ビスケット・せんべい 野菜スープ 麦茶　しらす粥 砂糖、しらす、醬油 麦茶　しらすおにぎり

9 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、蓮根、筍、人参 ふりかけご飯　みそ汁 25 中華丼

人参煮 鶏と根菜の煮物 小松菜、醬油、砂糖 筑前煮 すまし汁

木 豆腐煮 みそ汁（豆腐、わかめ） 煮干、鰹節、味噌、豆腐 小松菜ドレッシング和え 土
野菜スープ ヨーグルト・ビスケット わかめ 牛乳　マカロニあべかわ 牛乳　ビスケット・せんべい

10 お粥 洋風うどん うどん、トマト、ほうれん草 ツナスパゲティー 26
ほうれん草煮 フルーツヨーグルト 玉葱、コンソメ、みかん缶 フルーツヨーグルト

金 さつま芋煮 りんご、ヨーグルト たまごスープ 日
野菜スープ ヨーグルト・蒸しパン ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 牛乳　野菜蒸しパン

11 焼肉丼 27 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、じゃが芋、人参 キーマカレー

すまし汁 キャベツ煮 肉じゃが 玉葱、醬油、砂糖 ひじきとツナのサラダ

土 月 人参煮 すまし汁（小松菜、豆腐） 煮干、鰹節、醬油 すまし汁　オレンジ

牛乳　ビスケット・せんべい 野菜スープ ヨーグルト・せんべい 小松菜、豆腐 麦茶　ヨーグルト・せんべい

12 28 お粥 鮭粥（軟飯） 鮭、じゃが芋、人参 鮭寿司

じゃが芋煮 ポテトサラダ 胡瓜、塩 スパゲティサラダ

日 火 豆腐煮 なめこ汁 煮干、鰹節、味噌、葱 なめこ汁

野菜スープ ヨーグルト・ビスケット なめこ、豆腐 牛乳　ビスケット・せんべい

13 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、ほうれん草、えのき 米ぬかふりかけご飯　 29 お粥 パン粥（食パン） 食パン、ミルク ロールサンド

ほうれん草煮 鶏とほうれん草のクリーム煮 スキムミルク、コンソメ やみつきチキン じゃが芋煮 ポトフ じゃが芋、人参、玉葱 （ジャム、ツナコーン）

月 豆腐煮 みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ、豆腐） 煮干、鰹節、味噌 ポパイサラダ　みそ汁 水 人参煮 ｷｬﾍﾞﾂ、鶏肉、コンソメ ポトフ

野菜スープ ヨーグルト・ビスケット ｷｬﾍﾞﾂ、豆腐 牛乳　ﾊﾟﾘﾊﾟﾘｶﾙｼｳﾑ 野菜スープ ヨーグルト・ふかし芋 さつま芋 牛乳　ふかし芋

14 お粥 お粥（軟飯） 鮭、ひじき、キャベツ 雑穀米ご飯　みそ汁 30 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、ﾄﾏﾄ、ほうれん草 ご飯　みそ汁

キャベツ煮 魚と野菜の味噌煮 人参、味噌、砂糖 鮭のみそマヨ焼き さつま芋煮 鶏のトマト煮 コンソメ 鶏の照り焼き

火 人参煮 みそ汁（豆腐、葱） 煮干、鰹節、味噌、豆腐 ひじきサラダ 木 ほうれん草煮 みそ汁（大根、わかめ） 煮干、鰹節、味噌 胡瓜とトマトのナムル

野菜スープ ヨーグルト・せんべい 葱 麦茶　ヨーグルト・せんべい 野菜スープ ヨーグルト・ビスケット 大根、わかめ 牛乳　お麩のチーズスナック

15 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、ほうれん草、人参 親子そぼろ丼

ほうれん草煮 野菜のそぼろ煮 えのき、醤油、砂糖 ほうれん草のお浸し

水 じゃが芋煮 みそ汁（大根、じゃが芋） 煮干、鰹節、味噌 みそ汁

野菜スープ ヨーグルト・ビスケット 大根、じゃが芋 牛乳　クラッカー・せんべい

16 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、キャベツ、トマト チャーハン

キャベツ煮 鶏とキャベツのトマト煮 コンソメ、玉葱、わかめ チーズ入りトマトサラダ ※ は新メニューです。
木 人参煮 オニオンスープ　バナナ バナナ オニオンスープ　バナナ

野菜スープ ヨーグルト・蒸しパン ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 牛乳　ごまマドレーヌ

※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。
※アレルギー食は除去または代替えで対応しています。
※離乳食の塩分は０．５ｇを目安にしています。
※離乳食初期の献立は月齢に対応した形態で提供しています。

完了期
初期 離乳食・材料

完了期
初期 離乳食・材料


