
6月の給食だより
" 

4(月） 5(火） 6(水）
ご鰤・オムレツ（ブロッコリ ・じゃが芋） ご●●●の●鴛・切り干し大糧のサラダ ご戴・鯖胄風野菓炒め・トマト・わかめスーブ
ミネストローネ・バナナ みそ汁（じゃがいも）

------------------------------------- -------・----------------・--・---------女糟白皐 女糟臼峯・ t糟a米
セ・＂プa-,:,リー じゃがいも 女飢も重なし ,:,•11+.. ロース（響肉）キャくツにん口胄ピーマン
亡にんCんた皇ねぎ今ャベット,.ト Itビーマン 女軒I.I::、こんご皇にんいいうり だいずもやし
女,<サ t,i=,,. ぶんた仙~tゃtll. 'i, 馳＇綸鰤 f 女＊属しわかめた虹ねぎにんじん●" 

富欝夏●のかりんとう・牛乳(3鵬） オレンジ・チーズ・牛畏(3鱒） 夏●ドーナツClllllll・牛乳(3鴫）
亡凜り夏霧力1ll セブロセスチーズ が拿叶ケー杖ッ9ス止し夏ヽくり糾””

*~ 乳 女讐過牛乳 力讐遍牛乳

11(月） 12(火） 13 "' 
ご飯・・冑のさつばり鴛 枝豆と饉のご饉・五目きんびら・豆乳スーブ ロールパン・大豆入りクリームシチュー

ピーマンのじゃこ炒め マカロニサラダ・パナナ

----------------------------------------------・--------------------------------・-------------------------------
女糟白素 ＊糟白筆さItえだまめ 女ロールバン

t竃も な し 女ごぼうだいこんにんじんLe.I漣ご＊こねぎ *'こんじんたまねぎじゃがいも大豆竃●もも

t冑ピーマンに人とんしらす干し 女豆乳さとしも 1こんじんたまねぎこねぎ グリーンピース・遍牛乳

女にんじんた紅北ぎじ.がいも婁ねぎ繍鰤f 亡マカ0ニ・ス,(?勺鳥ィにんじんキャペッ @'♦うり

:t.ぐろ綸讀缶11(8)-

オレンジ夏乳ゼリー・牛乳(3疇） ピザトースト・牛乳(3欝） わかめおにぎり・牛乳(3剛
女豆乳オレンジジュース拿天 亡貪バンた皇ねぎ冑ピーマンプロセスチーズ セ糟a皐戴わかめむきごま

*"牛乳 セ衝託乳 女●過牛乳
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平直30年 6月 1日 めばえのにわ保青園
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" ご鱚・サパの胡疇揚11•色ゆうりの酢のもの ご鰤•冑夏••小松稟のおひたし

直乳スーブ みそ汁(~のこ）

--噸・-------------. ----・....... -----・-------------------------------------・-・....... 
七糟8攣 亡糟8皐

＊さば：：皇 カ亭かた(.D貪）繊夏鼠櫨耀ねぎ

* '~ り戴わ旧り にん以べ「直 *=鵞力l:A.t:んえ砥If剛嘱

七豆乳（叫心らゃ l::.J.Cんたlbぎこねぎ 女ぶなしめじ えの釘~It にんじんたまねぎこねぎ

玄筆フレーククッキー・牛乳(3鵬） ジャコチーズバン・牛乳(3鵬）

女直皐●纏バクー簿力輸 ウ貪バンしらす干しプロセスチーズいに「拿

*ff牛乳
白讐牛乳

Jr太 8(金 ） 9(土）

ひじきごはん・大豆のかe揚 ご••白鼻亀の檎マヨ量e あんかけ煉きそば・トマト・中肇レタスス ブ

みそ汁（かぼちゃ） きゃぺつの塩昆布和え•かきたま汁

----・--------------------------------------------------------------------------—·疇· ------------------------------亡糟白皐ひじeにんじんダリーンピース 女糟〇皐 *• ●めんいペッ ぶ臼•た 1:.1.ぶん胄ピーマン

＊幻［さつ訊もいペッらずFしにんl:A, ＊メルルーサ纏干し だいずもやし

こねぎ..,胃力紛 女今ャペツにんじん纏鼻事ご葦 セト...ト

女にんじんた重ねぎかぼちゃ纂ねぎ 女鶏＂ にんじんた重ね~·幻れしそう 女レ,~た皇ねぎごま樽鴎

夏乳わらび饉・牛乳(3騎） やさい,,.ッブス・牛鳳（埠u ジャムサンド・牛乳(3騎）

亡夏乳 ~~Ill 曾納夏（あずき） 女じゃ紐もさつましも 女貪,tンいらごジャム

女書過牛乳 女 •遍牛乳 女•過傘乳

14(木） 15 C金） 16(土）

ご筆・トマトハンパーグ・ペイクドじゃが ご甑・諏彙と燒き豆●の鴛檜・ひじさリフダ ご飯・犀撮げの生聾煮・大豆のツナマヨサラダ

みそ汁（なす） みそ汁（なす） ニラ犀汁

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------・--
亡糟白米 女糟臼素 セ糟白皐

カト...卜牛ひき肉ぶたひき繭饂" 女木纏豆鷹メルルーサ セ生●11しょうがこねぎ

女じゃがいもバセリ 女にんじん t♦うりひじき争ヤもツごま セ大夏にんじん..うりまぐろ養付けfli鯰

亡なすたまねぎにんじん繍蝙Ifこねぎ *'-けた紺這以んんこねぎ巖尉 セ・ たまねぎにら

きなこ豆・りんご・牛乳(3鵬） フルーツヨーグルト えだまめ・パナナ・牛乳(3疇）

カ大夏乞畑いりごま ＊九ーカ→~ルトバサりに”凶暉 *'くサ

セり人 女讐過牛乳
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18(月） 19(火） 20 JI[) 21(木） 221•1 
大夏入り野稟カレー・リンゴサラダ ご戴・すずきのカレー煉き コ員・・の櫨纏鑢き・カ、IIちゃサラダ ご重•富野のフライ・ひじき煮 ご••白鼻負のねぎ鰊鴫債,.玉子サラダ
オクラの鵬スーブ ひじき・ほ”“‘軍のサラダ・納夏汁 みそ汁（わかめ・えのき） すまし汁(iiヽ訟菫） きのこスーブ

----------... --------... -----------・ ―----.................................. -------------・・-・-・・---
亡にんじした幻2ぎぶたかた（響冑）じゃがしも大豆 t糟e皐 t--糟--e-攣 ----------------------------------・--------------------・--------------・-・・------・-・-・---・------會・・--------

グリーンビース 亡すず會

*~A.::>\>-l'ペ・）にんじん セほうれんもひじeにん1:11,ご拿

亡オクラたまねぎ鑢" 女納豆生いも軍こんにゃくにん¥:A,じゃ‘` もこねぎ

LLLLLLきなこ団子・牛乳(3鱒） りんごのレーズン量・牛畏(31f)
女＜鴨..,.,.""旧量 U珊 紐 嶋 り"I:::'直

*""'乳
セ●逼牛乳

25(月） 26(火
ご鰤・鱚のしそ燻き・ほうれん軍の鯖夏和え トマトご戴·酢•·中肇ス ブ
峰囀ミルクスーブ・-----........ _ .. _ .. __ _ .. ______________ ... _ 

＊糟白攣い~卜訳碩漬〇鰭(8)---------- -女糟白来

亡さけしその婁
セぷたかた(#JIiiにいたまねぎ冑ピーマン

女納豆·~れんそうにんじん たけのこ

亡じゃ純もにばんた紐ぎぷはめじ衝創遺 ~l:A、口たまねぎ劃［わ力荀＂ビ拿
こね雀

ひじき'r,1キー・牛乳(3騎） ツナコーン革餞・牛乳(3鴫）
女ひC會...冑力饒讐遍牛乳隻塩パ9一ご拿 * c.~ 汎-項ft:lぐろ諏籠II
女書遍牛乳 白書過牛乳

ダ
，，ト2卜のり 11..h月,vq月召。ト :Zl-lt.1.-1ヤ

優摩L::.-&.~• ft I c." :!. 豆直:'l::.-も

和,.,,、.、あ..,,仕 0 庄の1-,. /j. "'るの lょ

釘 なyt-L,I j I" t.'i以 加9の月こ

tしf::.1,¥t.-庚U各;! Jt 目(~ 巨 2 トジ~―ス
}'-~ のた701",i.一t"J.<. If. ぶ<:1'-(\.I がr~o

、. . y 

亡糟白皐

女ぷたかたた重ねぎこねぎ 亡薗り五バン鱒濤力扮

*•~r._,. ..,., l:lvcんコー冷岬 セひじe綸纏げさやえんどう大豆にんじん

重ぐぶ闘m直<e> セこ直つ’ヽ た拿ねぎにUみ

立 It戴わかめ にいん たまねぎ

ブルーン・小彙•お●子(31t)・牛畏 (3糟） ヨーグルいりんごケーキ・牛乳(3..) 
亡干しブルーン 女九ー;.,,,-.-叶りに”’
女火めいわし丸干し ホットケー＊ミックス

27(水） 28 (;!.) 
ひじきごはん・さばの鴫囀鴛 中肇丼・煮玉子・中肇レタスス＿ブ

ブロッコリーのおかか和え・かきた拿汁

女--糟-白皐ひじ＠にんじん
セぷたかたロース（響貞）キャペツ1::.1、じんた皇ねぎ

tさば
・' 青ピーマン裏いたけ

セブロッコリー ~lみ剛渾 女鶴,~

セ鴫＂にん口たまねぎえの @r-け 女レクスたまねぎごま

パナナのフリッター・牛乳（讀tl ワカメとジャコのかりんとう・牛乳(3聘）
女パナナホットケーキミ,:,?"I闘9讐通牛乳 亡戴箪わかめしらす干し膚カIll鶏卵むきごま
女讐過牛乳 亡讐過牛乳
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セ糟白皐

セルルーサこねぎ七.,,.ャペッt+うり1ふじん

セ ほんしめじえの~けた拿ね9にんじんこねぎ

eなこクッキー・牛乳(3111)

セ転慮鯖櫨バ9ー鰤9讐遍牟乳

*N牛乳

29 ,ll[) 

ご重・鯖の胡廠疇噌慎・漕轟サラダ

みそ汁（なす）

----―----------------・----.. ----------女糟白米

セさけ：：直

力 籠わかめ＊ャペッ t•うり：：虫

亡なすた菫ねぎにんじん●艤げこねぎ

蕩し芋・牛畏(3鵬）

セさつ皇いも

セ讐牛乳

[、

23(土）

ご饂・閾じゃが・鯖夏・す拿し汁（小松藁）

........................ 一__,. ___________ ,._ 
女糟白米

セにんじんた皇ねぎぶたかたロース（●冑）

じゃがいもグリーンピース

セ納豆

亡こ皇つなた皇ねぎにんじん

チーズ・キウイフル ツ・牛乳(31t)

セプ咋スチーズ

女＊ウイフルーツ

30(土）

鶏ねぎうどん・靡燒き・さつまいもサラダ

.... -.. -... -......... -.. ----.. --.. -.. --.. -......... -.. -.... --
女ぽん鼈鶴もも檀讚ね引:.JuCん

*.,, 
＊さつまいもキャペツにん1:J,,色,_うり

塩塁書おにぎリ牛乳(3饒）

力糟9攣塩皇布：：ま

亡讐過牛乳


