
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わんぱく広場に「総合遊具」が入り、晴れた日には遊具を楽しむ子どもたちの姿がみられます。 

 ６月に入ったらなかよし広場にはプールが設置されます。梅雨の合間をみて、プール遊びや水遊

びを楽しんでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 園だより （R３年度 6月） 
 

 

 

 

教育目標 明るく素直な子   

こばとこども園 園長 稲葉俊英 

 

＊お知らせ＊ 

 ① 衣替え 6月 7日（月）から、夏制服・夏制帽に変更。半袖体操着、カラ

ー帽子は、カバンに入れて持たせてください。園で着用します。（制服の下

は汗をかくので、下着を着用してください） 

②  徒歩登降園について、パステルにてお知らせしてあるように「６月１１

日」までは、徒歩通園を行います。 

・「徒歩通園お手伝い」の御協力のおかげで、子どもたちも安心して歩くことができま 

す。ありがとうございます。今後も宜しくお願いします。 

・集合場所では、引き渡しが終わりましたら速やかに帰宅しましょう。御近所の迷惑 

にもつながります。 

・天候の変わりやすい季節、登降園中に突然の雨に見舞われることもあります。先日も

急に降ってきました。気温が高く熱中症の恐れがある時も、お迎えをお願いすることも

あります。お願いします。 

③  いちご組の紹介・・・ にとう るりちゃん  いっしょに遊ぼうね！！ 



日 月 火 水 木 金 土

6月1日 2 3 4 5

安全の日 リズム（年中、少） 2号認定

プール開き 年長交流駿河台へ（リズム） 希望保育

6 7 8 9 10 11 12

衣替え 年長鼓笛 2号認定

花火の講習会 希望保育

13 14 15 16 17 18 19

保育参観週間 歯科検診 保育参観週間 2号認定

年長交流こばと（水遊び） 希望保育

職員会議

20 21 22 23 24 25 26

年長鼓笛 交通教室 １号休園 2号認定

２号通常保育 希望保育

職員研修（南ブロック研）

27 28 29 30 7月1日 2 3

年長鼓笛 坐禅・誕生会 安全の日 ２号認定

ちびっこ開放日（リズム） 年長鼓笛 希望保育

その他お知らせ

７月の予定

１（木）安全の日

７（水）七夕パーティー

9（金）作品展搬入

10（土）～11（日）みてみてちびっ

こ作品展

14（水）坐禅・誕生会

15（木）～半日１１時保育

16（金）年長お楽しみ保育

21（水）終業式

19・20・26年少個人面談

26・27年中、年長希望面談

　6　月　の　行　事　予　定

＜プール開き＞　1（火)

・プール遊びが安全に遊べるように園長

先生に法要していただきます。プールの

道具や、けんこうカードを毎日忘れずに

もたせてください。

＜衣替え＞　7（月）

・夏制服、夏制帽になります。

＜花火の講習会＞11（金）

・消防署の方から「安全な花火の遊び

方」を教えていただきます。天気が良け

れば「水遊び」も行います。プールの道

具も用意してください。

＜歯科検診＞17（木）

・午前中検診を行います。朝はご自宅で

しっかり「歯磨き」をしましょう。

＜交通教室＞23（水）

・交通指導員の方から交通ルールや歩行

指導をしていただきます。

＜リズム＞2・8・14・22・30

・半袖体操着をカバンに入れて持たせて

ください。

リズム

リズム

お弁当リズム

リズム



こばと・乳幼児食(3才以上児)

1 2 3 4
白ライス 白ライス ふりかけごはん(のりかつお) 白ライス

とんかつ タンドリーチキン 鮭の磯部揚げ 豚肉の生姜焼き

ピーマンと筍の炒め物 青菜ソテー ビーフン炒め コーン焼売

大根ツナ煮 ポテトサラダ 枝豆のごま和え ブロッコリーのマヨ和え

パイン缶 ミニゼリー(青りんご) フルーツ(もも) フルーツ(みかん）

みそ汁（小松菜と玉ねぎ） 野菜スープ みそ汁（小松菜とえのき） みそ汁（キャベツと油揚げ）

7 8 9 10 11　おべんとうの日

白ライス わかめごはん ミートソーススパゲティ 白ライス

豆腐ハンバーグ 白身魚のカレー風味揚げ イカフライ 酢豚風

もっちりちー丸 れんこんソテー レタスサラダ 厚焼き玉子

青菜磯香和え ひじきのサラダ オレンジゼリー きゅうりとわかめのサラダ

ミニゼリー(ストロベリー) フルーツ(もも) フルーツ(みかん）

みそ汁（わかめと玉ねぎ） みそ汁（小松菜とお麩） 中華スープ

14 15 16 17 18
白ライス 白ライス 白ライス さくらごはん 白ライス

野菜入りメンチカツ さばの照り焼き ハムカツ 野菜入り鶏つくね ポークカレー

野菜カレー炒め 鶏肉の炒め物 ツナオニオン 肉じゃが エビフライ

ブロッコリーのおかかマヨネーズ和え 青菜胡麻和え 海藻サラダ 小松菜と油揚げの煮浸し ブロッコリーのマヨ和え

ミニゼリー(青りんご) パイン缶 ぶどうゼリー フルーツ(みかん） バナナ

みそ汁（豆腐とわかめ） みそ汁（キャベツと油揚げ） 野菜スープ すまし汁

21 22 23 24 251号休園・2号おべんとうの日

ふりかけごはん(やさい) 白ライス 白ライス ミルク山パン

肉団子甘酢あん チキントマト煮 白身魚の野菜あんかけ オムレツ

海苔入り玉子焼き 星型ポテト しゅうまい ポークシチュー

野菜炒め 人参ときゅうりのサラダ マカロニサラダ 蒸し鶏サラダ

ミニゼリー(ストロベリー) フルーツ(みかん） ミニゼリー(青りんご) フルーツ(もも)

みそ汁（わかめとお麩） 野菜スープ みそ汁（小松菜とえのき） 牛乳

28 29 30
白ライス 二色丼 白ライス

ハンバーグ 白身魚のフリッター チキンカツ

コーンソテー ブロッコリーのツナ和え さつま芋の甘煮

レンコンサラダ バナナ 大根サラダ

ミニゼリー(グレープ) すまし汁 フルーツ(みかん）

野菜スープ みそ汁（玉ねぎとえのき）

こめやフードサービスみのりキッチン

令和3年 6月　献　立　表
月 火 水 木 金



こばと(3才以上児)

日付 給食 からだの血や肉になるもの からだの熱や力になるもの 体の調子をととのえるもの その他
ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質
脂質

1(火)

白ライス,とんかつ,ピーマンと筍の炒め物,
大根ツナ煮,パイン缶,みそ汁（小松菜と玉
ねぎ）

ロースとんかつ,鶏肉,ツナ めし･陸稲･精白米,油,砂糖 ピーマンスライス緑,ピーマ
ンスライス赤,コーン,たけの
こ千切り,大根,えだまめ･冷
凍,ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(缶詰),たまね
ぎ,にんじん,小松菜

ケチャップ,和風だし駿河,
しょうゆ,塩,みりん風調味
料,合成清酒,赤味噌,白
味噌

478kcal
18.7g
14.0g
2.4g

2(水)

白ライス,タンドリーチキン,青菜ソテー,ポテ
トサラダ,ミニゼリー(青りんご),野菜スープ

鶏もも開き40ｇ,蒸し鶏ほぐし めし･陸稲･精白米,砂糖,油,
チルドポテトダイス,ノンエッ
グマヨネーズ,ミニゼリー

しょうが,小松菜,コーン,むき
玉葱,にんじん,きゅうり,キャ
ベツ,カットわかめ

タンドリーチキンオイル,
しょうゆ,みりん風調味料,
チキンコンソメ,塩

426kcal
13.3g
11.0g
2.4g

3(木)

ふりかけごはん(のりかつお),鮭の磯部揚
げ,ビーフン炒め,枝豆のごま和え,フルーツ
(もも),みそ汁（小松菜とえのき）

さけ20ｇ,鶏挽肉 めし･陸稲･精白米,小麦粉,
油,ビーフン,砂糖,ごま油,す
りごま

にんじん,むき玉葱,にら,む
き枝豆・冷凍,ダイスカット黄
桃缶,小松菜,えのきたけ水
煮,たまねぎ

ふりかけ(のりかつお),水,
塩,あおのり,しょうゆ,和風
だし駿河,赤味噌,白味噌

437kcal
16.8g
8.8g
2.5g

4(金)

白ライス,豚肉の生姜焼き,コーン焼売,ブ
ロッコリーのマヨ和え,フルーツ(みかん）,み
そ汁（キャベツと油揚げ）

豚小間,コーン焼売,刻み揚
げ

めし･陸稲･精白米,油,砂糖,
ノンエッグマヨネーズ

むき玉葱,にんじん,ピーマン
スライス緑,しょうが,ブロッコ
リー,コーン,みかん缶,キャ
ベツ,冷凍しめじ

しょうゆ,塩,みりん風調味
料,和風だし駿河,赤味噌,
白味噌

451kcal
17.3g
13.2g
2.5g

7(月)

白ライス,豆腐ハンバーグ,もっちりちー丸,
青菜磯香和え,ミニゼリー(ストロベリー),み
そ汁（わかめと玉ねぎ）

国産豆腐のハンバーグ
40(鉄・Ca),もっちりチー丸,
刻みのり

めし･陸稲･精白米,油,砂糖,
ミニゼリー

小松菜,にんじん,カットわか
め,たまねぎ

しょうゆ,酒,みりん風調味
料,赤味噌,白味噌,和風だ
し駿河

375kcal
11.6g
5.9g
2.5g

8(火)

わかめごはん,白身魚のカレー風味揚げ,
れんこんソテー,ひじきのサラダ,フルーツ
(もも),みそ汁（小松菜とお麩）

骨なしホキ20g,豚ひき肉,ツ
ナ

めし･陸稲･精白米,天ぷら
粉(金星）,油,ノンエッグマヨ
ネーズ,ふ

わかめごはんの素,れんこ
ん水煮スライス,にんじん,む
き玉葱,ピーマンスライス緑,
キャベツ,芽ひじき,ダイス
カット黄桃缶,小松菜

塩,カレー粉,チキンコンソ
メ,赤味噌,白味噌,和風だ
し駿河

412kcal
12.9g
11.5g
3.4g

9(水)

ミートソーススパゲティ,イカフライ,レタスサ
ラダ,オレンジゼリー

豚ひき肉,いかフライ ミニスパゲッティ,油,砂糖,ﾌﾚ
ﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ,ゼリー(オレン
ジ)

冷凍たまねぎみじん切り,に
んじん,マッシュルーム,カッ
トトマト,レタス,きゅうり,コー
ン

しょうが,合成清酒,ケ
チャップ,バーモントソー
ス,ソース,チキンコンソメ,
塩

534kcal
21.2g
16.0g
2.2g

10(木)

白ライス,酢豚風,厚焼き玉子,きゅうりとわ
かめのサラダ,フルーツ(みかん）,中華スー
プ

肉団子,厚焼き玉子 めし･陸稲･精白米,油,砂糖,
かたくり粉,ごま油

むき玉葱,にんじん,ピーマン
スライス緑,たけのこいちょ
う,干ししいたけ,きゅうり,カッ
トわかめ,みかん缶,チンゲ
ンサイ,冷凍しめじ

しょうゆ,酢,ケチャップ,中
華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｾﾊﾟﾚｰﾄ,塩,と
りがらだし

450kcal
13.5g
14.5g
2.1g

14(月)

白ライス,野菜入りメンチカツ,野菜カレー炒
め,ブロッコリーのおかかマヨネーズ和え,ミ
ニゼリー(青りんご),みそ汁（豆腐とわかめ）

メンチカツ,ウインナースライ
ス,かつお節,冷凍豆腐

めし･陸稲･精白米,油,ノン
エッグマヨネーズ,ミニゼリー

むき玉葱,たけのこ千切り,ｱ
ｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(ｸﾞﾘ-ﾝ),ピーマンス
ライス赤,ブロッコリー,にん
じん,カットわかめ

ソース,カレー粉,塩,チキ
ンコンソメ,赤味噌,白味
噌,和風だし駿河

433kcal
12.2g
9.7g
2.4g

15(火)

白ライス,さばの照り焼き,鶏肉の炒め物,青
菜胡麻和え,パイン缶,みそ汁（キャベツと
油揚げ）

骨なしさば切り身30g,鶏肉,
刻み揚げ

めし･陸稲･精白米,砂糖,油,
かたくり粉,すりごま

むき玉葱,ピーマンスライス
緑,ピーマンスライス赤,コー
ン,小松菜,にんじん,冷凍し
めじ,ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(缶詰),キャベ
ツ,たまねぎ

みりん,しょうゆ,和風だし
駿河,塩,赤味噌,白味噌

442kcal
20.0g
11.2g
2.5g

16(水)

白ライス,ハムカツ,ツナオニオン,海藻サラ
ダ,ぶどうゼリー,野菜スープ

ツナ めし･陸稲･精白米,油,ぶど
うゼリー

むき玉葱,ピーマンスライス
緑,コーン,カットわかめ,キャ
ベツ,きゅうり,にんじん,冷凍
しめじ,たまねぎ

ハムかつ,ソース,チキンコ
ンソメ,塩,和風ドレッシン
グ,しょうゆ

418kcal
12.0g
10.9g
2.3g

17(木)

さくらごはん,野菜入り鶏つくね,肉じゃが,小
松菜と油揚げの煮浸し,フルーツ(みかん）,
すまし汁

野菜入鶏つくね30g,豚小間,
刻み揚げ,冷凍豆腐

めし･陸稲･精白米,チルドポ
テト,油,砂糖

むき玉葱,にんじん,小松菜,
みかん缶

しょうゆ,酒,しょうゆ（うすく
ち）,和風だし駿河,みりん
風調味料,塩

387kcal
12.9g
5.6g
2.7g

18(金)

白ライス,ポークカレー,エビフライ,ブロッコ
リーのマヨ和え,バナナ

豚小間,無頭エビフライM めし･陸稲･精白米,油,ノン
エッグマヨネーズ

むき玉葱,にんじん,ブロッコ
リー,バナナ

カレールウ 540kcal
14.4g
19.6g
3.0g

21(月)

ふりかけごはん(やさい),肉団子甘酢あん,
海苔入り玉子焼き,野菜炒め,ミニゼリー(ス
トロベリー),みそ汁（わかめとお麩）

FM肉団子たれつき,蒸し鶏
ほぐし

めし･陸稲･精白米,油,ミニ
ゼリー,ふ

小松菜,にんじん,たまねぎ,
ピーマンスライス緑,カットわ
かめ

ふりかけ（いろいろやさ
い）,海苔入り玉子焼き,チ
キンコンソメ,塩,赤味噌,
白味噌,和風だし駿河

369kcal
11.1g
6.4g
2.5g

22(火)

白ライス,チキントマト煮,星型ポテト,人参と
きゅうりのサラダ,フルーツ(みかん）,野菜
スープ

鶏もも開き40ｇ,ツナ めし･陸稲･精白米,砂糖,油,
北海道星型ポテト

冷凍たまねぎみじん切り,
カットトマト,にんじん,きゅう
り,コーン,みかん缶,キャベ
ツ,たまねぎ

ケチャップ,チキンコンソ
メ,塩,和風ドレッシング,
しょうゆ

403kcal
13.1g
11.0g
2.3g

23(水)

白ライス,白身魚の野菜あんかけ,しゅうま
い,マカロニサラダ,ミニゼリー(青りんご),み
そ汁（小松菜とえのき）

たら骨なし20g,しゅうまい16
ｇ

めし･陸稲･精白米,天ぷら
粉(金星）,油,砂糖,かたくり
粉,マカロニ,ノンエッグマヨ
ネーズ,ミニゼリー

むき玉葱,にんじん,たけのこ
いちょう,きゅうり,小松菜,え
のきたけ水煮,たまねぎ

椎茸細切,ケチャップ,しょ
うゆ,塩,酢,赤味噌,白味
噌,和風だし駿河

413kcal
12.8g
8.9g
2.2g

24(木)

ミルク山パン,オムレツ,ポークシチュー,蒸し
鶏サラダ,フルーツ(もも),牛乳

ふっくらプレーンオムレツ,豚
こま,蒸し鶏ほぐし,牛乳

ミルク山パン,油,じゃがいも たまねぎ,にんじん,カットトマ
ト,キャベツ,コーン,ダイス
カット黄桃缶

水,チキンコンソメ,ケ
チャップ,ハヤシルウ,デミ
グラスソース缶,ソース,中
華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｾﾊﾟﾚｰﾄ

584kcal
16.4g
20.8g
3.4g

25(金) 1号休園　2号おべんとうの日

28(月)

白ライス,ハンバーグ,コーンソテー,レンコン
サラダ,ミニゼリー(グレープ),野菜スープ

鶏肉と豚肉のハンバーグ,
蒸し鶏ほぐし

めし･陸稲･精白米,油,ノン
エッグマヨネーズ,ミニゼリー

コーン,小松菜,むき玉葱,に
んじん,れんこん水煮スライ
ス,冷凍しめじ,カットわかめ,
たまねぎ

ケチャップ,ソース,塩,チキ
ンコンソメ,しょうゆ

392kcal
10.9g
8.2g
2.5g

29(火)

二色丼,白身魚のフリッター,ブロッコリーの
ツナ和え,バナナ,すまし汁

鶏そぼろ,卵,骨なしホキ20g,
ツナ,冷凍豆腐

めし･陸稲･精白米,天ぷら
粉(金星）,油

ブロッコリー,バナナ,小松菜 ケチャップ,和風ドレッシン
グ,塩,しょうゆ,和風だし駿
河

462kcal
21.3g
12.1g
2.4g

30(水)

白ライス,チキンカツ,さつま芋の甘煮,大根
サラダ,フルーツ(みかん）,みそ汁（玉ねぎと
えのき）

チキンカツ めし･陸稲･精白米,油 大根,きゅうり,カットわかめ,
みかん缶,むき玉葱,えのき
たけ,にんじん

ソース,さつまいも甘露煮,
和風ドレッシング,赤味噌,
白味噌,和風だし駿河

395kcal
11.4g
7.7g
2.1g

月平均栄養価　　　エネルギー   439kcal　　　たんぱく質   14.8g　　　脂質   11.4g　　　食塩相当量   2.5g

令和3年 6月     こんだてひょう
こめやフードサービスみのりキッチン


