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憲法記念日

みどりの日

子どもの日

ご飯（白米）・味のり・チキン豆乳スープ・
厚揚げのチーズ焼き・かみかみサラダ・バナナ

豆乳・
ラスク

鶏肉／豆乳／厚揚げ／
プロセスチーズ／さき
いか

 半つき米／ 押麦／
じゃがいも／なたね油
／小麦粉／ごま油／和
三盆糖／フランスパン

味付けのり／たまねぎ
／にんじん／コーン／
ブロッコリー／切干大
根／きゅうり／もやし

ご飯（玄米）・納豆・豚汁・
魚のオーロラソース・ひじきの煮物・りんご

お茶・
金時豆

糸引き納豆／豚肉／木
綿豆腐／いりこ／脱脂
粉乳／牛肉／高野豆腐
／竹輪／いんげん

 玄米／じゃがいも ／
調合油／板こんにゃく
／和三盆糖／きざら

にんじん／もやし／だ
いこん ／ごぼう／ねぎ
／干しひじき／さやい
んげん／りんご

ご飯（白米）・マーボー豆腐・しゅうまい・
れんこんのおかか煮・さくらんぼ

牛乳・
アップルホットケーキ

豚ひき肉 ／牛ひき肉
／木綿豆腐／しゅうま
い／ かつお節／普通牛
乳／卵

 半つき米／押麦／片栗
粉／和三盆糖／薄力粉

にんじん／キャベツ／
たまねぎ／干ししいた
け／ねぎ／にんにく／
しょうが／れんこん ／

ミートスパゲティー・コンソメスープ・
枝豆・バナナ

お茶・
バターフランスパン

牛ひき肉 ／鶏ひき肉
／プロセスチーズ／
ベーコン／枝豆

スパゲッティ／和三盆
糖／塩バターフランス
パン

にんじん ／セロリ ／
たまねぎ／パセリ ／バ
ナナ

ご飯（白米）・夏野菜カレー・
アスパラソテー・パインサラダ・オレンジ

豆乳・
バナナレーズンコーンフレーク

プロセスチーズ／ヨーグル
ト／脱脂粉乳／牛肉／ロー
スハム／豆乳

 半つき米／ 押麦／
じゃがいも ／調合油／
和三盆糖／コーンフ
レーク

かぼちゃ／にんにく／
にんじん／たまねぎ ／
なす ／トマト／アスパ
ラガス／コーン／ﾊﾟｲﾝ

わかめご飯・中華風コーンスープ・から揚げ・　　　ポ
テト・かつお和え・ミディ―トマト・メロン

お楽しみ　お誕生会

鶏肉／普通牛乳 半つき米／押麦／片栗
粉／薄力粉／調合油／
和三盆糖

コーン／ねぎ／にんじ
ん ／たまねぎ ／しょ
うが ／にんにく ／ミ
ニトマト ／ほうれんそ

ご飯（玄米）・ふりかけ・あすか汁・
鶏肉と大豆の五目煮・ブロッコリー・キウイ

牛乳・
豆乳もち

しらす／かつお節／鶏
肉／脱脂粉乳／いりこ
／大豆／厚揚げ／普通
牛乳／きな粉

 半つき米／ 押麦／ご
ま いり／和三盆糖／な
たね油／じゃがいも ／
板こんにゃく ／片栗粉

塩昆布／はくさい ／に
んじん ／チンゲンサイ
／だいこん ／グリン
ピース ／ブロッコリー

コッペパン・クリームスープ・ハンバーグ・
コーンサラダ・さくらんぼ

お茶・
枝豆チーズおにぎり

鶏肉／脱脂粉乳／牛ひ
き肉／豚ひき肉 ／木綿
豆腐／ロースハム／し
らす／プロセスチーズ

コッペパン／じゃがい
も／半つき米

にんじん ／たまねぎ
／グリンピース／コー
ン／しめじ／キャベツ
／きゅうり ／さくらん

ご飯（白米）・味のり・かき玉汁・　　　　　　さ
ばのみそ煮・小松菜とチーズの和え物・りんご

牛乳・
エビじゃこトースト

かまぼこ／卵／プロセ
スチーズ／普通牛乳／
しらす／干しえび

半つき米／押麦／和三
盆糖／食パン

味付けのり／しめじ／
えのき／にんじん ／た
まねぎ ／ねぎ ／カッ
トわかめ／昆布／しょ

煮込みうどん・茎わかめの煮物・
ゆかり和え・バナナ

お茶・
お芋パン

鶏肉／油揚げ /卵／か
まぼこ／いりこ／牛肉

うどん麺／和三盆糖／
ごま いり

にんじん／だいこん ／
ごぼう ／ねぎ ／茎わ
かめ／きゅうり／もや
し／ゆかり／バナナ

ご飯（玄米）・納豆・春野菜とマカロニのスープ・
厚揚げのはさみ焼き・ごぼうの金平・メロン

豆乳・
にんじんマドレーヌ

納豆／厚揚げ／豚ひき
肉 ／牛肉／豆乳／卵

 玄米／マカロニ／じゃ
がいも ／和三盆糖／板
こんにゃく／ごま いり
／ホットケーキミック

キャベツ ／コーン／エ
リンギ ／パセリ／たま
ねぎ ／にんじん ／さ
やいんげん ／ごぼう

ご飯（白米）・中華丼・手羽元のさっぱり煮・
ひじきのサラダ・キウイ

フルーツヨーグルト・
クラッカー

豚育／かまぼこ／うず
ら卵 ／ツナフレーク／
ヨーグルト

 半つき米／ 押麦／片
栗粉／ごま油／和三盆
糖／ごま いり／クラッ
カー

にんじん ／たまねぎ
／きくらげ／はくさい
／たけのこ ／チンゲン
サイ ／しょうが ／干

ご飯（白米）・味のり・もすく汁・
きびなのマリネ・ブロッコリーの塩炒め・バナナ

お茶・
味ご飯

鶏肉／いりこ／きびな
ご /ツナフレーク

半つき米／ 押麦／はる
さめ ／小麦粉／片栗粉
／調合油／和三盆糖／
なたね油

味付けのり／たまねぎ
／にんじん／乾しいた
け／カットわかめ／
きゅうり ／ブロッコ

ご飯（白米）・チキンビーンズ・
鶏肉のオレンジ焼き・アスパラサラダ・りんご

牛乳・年長児クッキング

よもぎ団子

鶏肉／大豆/牛乳/きな
粉

半つき米／押麦／じゃ
がいも／和三盆糖／マ
ロニー/団子粉/さつま
いも

にんじん／たまねぎ ／
エリンギ／トマト缶／
ミックスジュース／グ
リンピース ／マーマ

ご飯（白米）・ふりかけ・若布と豆腐の味噌汁・
旨煮・小松菜の煮びたし・オレンジ

牛乳・
手作りツナパン

 かつお節／しらす／木
綿豆腐／油揚げ ／いり
こ／脱脂粉乳／鶏肉／
高野豆腐／普通牛乳／

 半つき米／押麦／ごま
いり／じゃがいも／板
こんにゃく ／和三盆糖
／ごま油／強力粉/砂糖

 焼きのり／わかめ／た
まねぎ ／にんじん／ね
ぎ ／乾しいたけ ／ご
ぼう ／れんこん／さや

ビーフン・わかめスープ・
きゅうりの塩っぺ和え・バナナ

お茶・
ミルクスティック

豚肉 ／かまぼこ／むき
えび／むきいか

ビーフン／はるさめ ／
ごま いり／ミルクス
ティック

にんじん ／たまねぎ
／もやし ／キャベツ／
ねぎ/わかめ／えのき／
しめじ／はくさい／

ご飯（白米）・キャベツの味噌汁・
南瓜のそぼろ煮・しそスパゲティー・メロン

牛乳・
じゃが芋もち

木綿豆腐／油揚げ／い
りこ／脱脂粉乳／牛ひ
き肉 ／豚ひき肉 ／牛
乳

半つき米／ 押麦／板こ
んにゃく／和三盆糖／
スパゲッティ／なたね
油／じゃがいも／片栗

キャベツ ／にんじん／
ねぎ／たまねぎ ／かぼ
ちゃ／昆布／さやいん
げん ／ゆかり／メロン

ご飯（玄米）・味のり・オニオンスープ・
チンジャオロースー・青じそドレッシング・バナナ

牛乳・
ぼうしパン

豚肉／牛肉／ロースハ
ム／普通牛乳／卵

 玄米／和三盆糖／片栗
粉／はるさめ ／ごま
いり／ロールパン／バ
ター／小麦粉

味付けのり／たまねぎ
／にんじん ／セロリ／
しめじ ／パセリ ／
ピーマン／たけのこ ／

ご飯（玄米）・納豆・玉ねぎの味噌汁・
魚のカレー揚げ・五色和え・オレンジ

豆乳・
コロコロ揚げ

納豆／豆腐／油揚げ／
脱脂粉乳／いりこ／ か
つお節／豆乳／高野豆
腐／普通牛乳／きな粉

 玄米／薄力粉／調合油
／和三盆糖／片栗粉／
なたね油／黒砂糖

しめじ／たまねぎ／に
んじん／カットわかめ
／葱／こまつな／もや
し ／コーン／オレンジ

ご飯（白米）・ハヤシライス・
ハムエッグ・フレンチサラダ・キウイ

お茶・
じゃこごはん

牛肉 ／スキムＭ／ロー
スハム／卵／しらす／
油揚げ

 半つき米／ 押麦／
じゃがいも／和三盆糖
／調合油／白米

にんじん／たまねぎ ／
なす ／グリンピース／
みかん 缶／きゅうり
／キャベツ／キウイ

ご飯（白米）・ワンタンスープ・
豚肉とじゃが芋の甘辛・短冊サラダ・りんご

牛乳・
寒天・かんぱん

豚ひき肉 ／豚肉／牛乳  半つき米／ 押麦／ワ
ンタンの皮／じゃがい
も ／なたね油／和三盆
糖／ごま油／かんぱん

ねぎ／チンゲンサイ／
さやいんげん ／だいこ
ん／にんじん ／きゅう
り／りんご ／ 寒天／

肉うどん・キャベツとツナの炒め・
チーズ・バナナ

お茶・
ミニボルガ

牛肉／かまぼこ／いり
こ／シーチキン／プロ
セスチーズ

和三盆糖／うどん ／ボ
ルガ

にんじん ／もやし／た
まねぎ ／ねぎ ／キャ
ベツ ／コーン／バナナ

5月予定献立表

昼　食 おやつ 肉や血をつくる 熱や体温となる 体の調子をよくする
日

ご飯（玄米）・トマトスープ・
れんこんバーグ・マカロニサラダ・オレンジ

豆乳・
ジャムサンド

ベーコン／卵 ／豚ひき
肉／ロースハム／豆乳

 玄米／片栗粉／なたね
油／マカロニ／食パン

トマト／にんじん ／た
まねぎ ／オクラ ／か
ぼちゃ ／キャベツ ／
きゅうり ／コーン／オ

ご飯（白米）・味のり・けんちん汁・
魚のホイル焼き・切干し大根煮・りんご

牛乳・
ドーナツ

油揚げ /豆腐／いりこ
／鮭／牛乳／卵

半つき米／押麦／じゃ
がいも／板こんにゃく
／和三盆糖／小麦粉

 味付けのり／にんじん
／だいこん ／ごぼう／
乾しいたけ／ねぎ ／た
まねぎ ／しめじ ／切

曜日
献　立 材　料
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