
副　　　　食 おやつ カロリー
10時の
おやつ

主食 副　　　　食 ３時のおやつ カロリー

1 金 しろみさかなのほいるむし・きゅりのしおもみ・じゃがいものすーぷ・くだもの ぎゅうにゅう・かし 417 牛乳 ご飯 白身魚のホイル蒸し・胡瓜の塩もみ・じゃが芋のスープ・果物 牛乳・菓子 545

2 土 やきうどん・ちゅうかすーぷ・くだもの ぎゅうにゅう・かし 612 牛乳 ご飯 焼きうどん・中華スープ・果物 牛乳・菓子 568

3 日

4 月 午睡開始・シャワー開始
はだし保育開始・英語教室 おやこに・かぼちゃのにつけ・くだもの ぎゅうにゅう・ちーず・かし 416 牛乳 ご飯 親子煮・かぼちゃの煮付・果物 牛乳・チーズ・菓子 541

5 火 プール開き
カレーの日

なつやさいのかれーらいす・わふうさらだ・くだもの ぎゅうにゅう・かし 430 牛乳 牛乳・菓子 524

6 水 サッカー（長） ぶたしゃぶのすみそかけ・みそしる・くだもの
ぎゅうにゅう・
にしょくぜりー 441 牛乳 ご飯 豚しゃぶの酢みそかけ・みそ汁・果物 牛乳・二色ゼリー 548

7 木 七夕会 とりにくとあつあげのにつけ・まかろにのかれーそてー・くだもの ぎゅうにゅう・かし 398 牛乳 ご飯 鶏肉と厚揚げの煮付・マカロニのカレーソテー・果物 牛乳・菓子 514

8 金 笹焼き あじのふらい・とまと・こまつなのおかかあえ・くだもの ぎゅうにゅう・ちーず・かし 413 牛乳 ご飯 あじのフライ・トマト・小松菜のおかか和え・果物 牛乳・チーズ・菓子 530

9 土 ひやしちゅうか・かぼちゃのすーぷ・くだもの ぎゅうにゅう・かし 654 牛乳 ご飯 冷やし中華・かぼちゃのスープ・果物 牛乳・菓子 519

10 日

11 月 英語教室（長）
交通安全指導

とうふのいそべあげ・れたす・すぱげてぃそてー・くだもの ぎゅうにゅう・かし 426 牛乳 ご飯 豆腐の磯辺揚げ・レタス・スパゲティソテー・果物 牛乳・菓子 546

12 火 小学校プール体験（長） さけのてりやき・こふきいも・はるさめなます・くだもの・ぎゅうにゅう おちゃ・あいすくりーむ 463 牛乳 ご飯 さけの照り焼き・粉ふき芋・春雨生酢・果物 お茶・アイスクリーム 584

13 水 つないりあつやきたまご・ぶろっこりーのしおゆで・ぽてとさらだ・くだもの・ぎゅうにゅう おちゃ・そふーる 421 牛乳 ご飯 ツナ入り厚焼き卵・ブロッコリーの塩茹で・ポテトサラダ・果物 お茶・ソフール 538

14 木 ちりこんかーん・ほうれんそうのそてー・くだもの
ぎゅうにゅう・
きゃろっとけーき 429 牛乳 ご飯 チリコンカーン・ほうれん草のソテー・果物 牛乳・キャロットケーキ 550

15 金 発育測定 しろみさかなのほいるむし・きゅりのしおもみ・じゃがいものすーぷ・くだもの ぎゅうにゅう・かし 417 牛乳 ご飯 白身魚のホイル蒸し・胡瓜の塩もみ・じゃが芋のスープ・果物 牛乳・菓子 545

16 土 やきうどん・ちゅうかすーぷ・くだもの ぎゅうにゅう・かし 612 牛乳 ご飯 焼きうどん・中華スープ・果物 牛乳・菓子 568

17 日
18 月 海の日

19 火 とりにくとあつあげのにつけ・まかろにのかれーそてー・くだもの ぎゅうにゅう・かし 398 牛乳 ご飯 鶏肉と厚揚げの煮付・マカロニのカレーソテー・果物 牛乳・菓子 514

20 水 サッカー（長） ぶたしゃぶのすみそかけ・みそしる・くだもの
ぎゅうにゅう・
にしょくぜりー 441 牛乳 ご飯 豚しゃぶの酢みそかけ・みそ汁・果物 牛乳・二色ゼリー 548

21 木 誕生会 きっずびびんばどん・ふらいどぽてと・つなさらだ・すぱげてぃそてー・くだもの ぎゅうにゅう・かし 638 牛乳 牛乳・菓子 542

22 金 ニコニコランド おやこに・かぼちゃのにつけ・くだもの ぎゅうにゅう・ちーず・かし 416 牛乳 ご飯 親子煮・かぼちゃの煮付・果物 牛乳・チーズ・菓子 541

23 土 ひやしちゅうか・かぼちゃのすーぷ・くだもの ぎゅうにゅう・かし 654 牛乳 ご飯 冷やし中華・かぼちゃのスープ・果物 牛乳・菓子 519

24 日

25 月 避難訓練 とうふのいそべあげ・れたす・すぱげてぃそてー・くだもの ぎゅうにゅう・かし 426 牛乳 ご飯 豆腐の磯辺揚げ・レタス・スパゲティソテー・果物 牛乳・菓子 546

26 火 さけのてりやき・こふきいも・はるさめなます・くだもの・ぎゅうにゅう おちゃ・あいすくりーむ 463 牛乳 ご飯 さけの照り焼き・粉ふき芋・春雨生酢・果物 お茶・アイスクリーム 584

27 水 つないりあつやきたまご・ぶろっこりーのしおゆで・ぽてとさらだ・くだもの・ぎゅうにゅう おちゃ・そふーる 421 牛乳 ご飯 ツナ入り厚焼き卵・ブロッコリーの塩茹で・ポテトサラダ・果物 お茶・ソフール 538

28 木 ちりこんかーん・ほうれんそうのそてー・くだもの
ぎゅうにゅう・
きゃろっとけーき 429 牛乳 ご飯 チリコンカーン・ほうれん草のソテー・果物 牛乳・キャロットケーキ 550

29 金 プール納め あじのふらい・とまと・こまつなのおかかあえ・くだもの ぎゅうにゅう・ちーず・かし 413 牛乳 ご飯 あじのフライ・トマト・小松菜のおかか和え・果物 牛乳・チーズ・菓子 530

30 土 ちゃんぽんめん・かぼちゃのぐらっせ・くだもの ぎゅうにゅう・かし 619 牛乳 ご飯 チャンポンメン・かぼちゃのグラッセ・果物 牛乳・菓子 463

31 日

                                                                      ※５日（火）はカレーの日・２１日（木）は誕生会です。お弁当はいらないです、はしだけ持ってきてください。

                                                                      ※毎週土曜日はお弁当はいりません、はしだけ持ってきてください。

７月の行事と献立表　　　　　　　認定こども園郷原保育所

曜 行事予定

幼　　　　　　　　児 乳　　　　　　　　児

　夏野菜のカレーライス・和風サラダ・果物

　キッズビビンバ丼・フライドポテト・ツナサラダ・スパゲティソテー・果物



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

作ってみませんか 

和風ドレッシング 

＜材料＞        （ｇ） 

酢            ５０ 

さとう         ５０ 

しょうゆ        ５０ 

本みりん（煮切る）  ５０ 

 

みどり・きぐみさん

は、毎日！水やりを

がんばっています。 

＜作り方＞ 

☆酢・さとう・しょうゆ・本みりん（全て同量）をまぜて出来上がり

です。 

多めに作って、冷蔵庫に保存しておくといろいろ使えて便利

です。すりゴマや、ごま油を混ぜて中華風にしたり、鶏肉など

焼いてタレとしても使えます。 

 
 甘味があって子どもも

食べやすいです。 


