
醤油・中華だし・塩
小魚 かえりちりめん 酢

ジャーマンポテト ベーコン 玉ねぎ・三度豆 じゃが芋 塩・コンソメ

★　０・１・２歳児は、午前のおやつがあります。(変更する事もあります）
★　幼児組は、主食(白ご飯又はパン）が毎日要ります。
★　幼児組は、お誕生日会（１７日）は、主食は要りません。          
★　裏面に食事便りを載せています。ご覧ください。　　　　　　　　

27(土) お菓子・牛乳

0.1歳　牛乳

ほうれん草の澄まし汁 鰹節・わかめ えのき・ほうれん草・人参 醤油・みりん 牛乳 お菓子
(水) 小魚 かえりちりめん 酢

牛乳 牛乳
31 豚肉と野菜の味噌炒め 豚肉・味噌 キャベツ・玉ねぎ・人参・ピーマン・生姜・にんにく 三温糖・片栗粉 醤油・酒 果物 ジョア

豆腐とえのきの味噌汁 豆腐・わかめ・味噌・煮干し えのき・ねぎ 醤油

果物 いちご蒸しパン(手)
(火) 0.1歳　蒸しパン

30
キャベツときゅうりのおかか和え 鰹節 キャベツ・きゅうり・人参 醤油
赤魚の煮付け 赤魚 生姜 三温糖 醤油・みりん・酒・酢

お菓子
牛乳 牛乳

（月） 小魚 かえりちりめん 酢
じゃが芋とベーコンのスープ ベーコン・鰹節 玉ねぎ・人参 じゃが芋 コンソメ

バナナ

お菓子
酢・醤油 牛乳 牛乳

（金）

29 トマトとツナのスパゲティ ツナ トマト缶・玉ねぎ・人参・にんにく・パセリ・生姜 スパゲティ・オリーブオイル・三温糖 ケチャップ・コンソメ・ウスターソース・塩 お菓子

人参・キャベツ・きゅうり・コーン マヨネーズ・ごまツナサラダ ツナ

牛乳 牛乳
26 ポークカレー 豚肉 玉ねぎ・人参 じゃが芋・油・マーガリン

ごぼうの味噌汁 油揚げ・味噌・煮干し ごぼう・玉ねぎ・人参・ねぎ 醤油
カレー粉・カレールウ・コンソメ・ケチャップ・醤油 果物 チーズ

果物 シュガートースト（手）
(木) 小魚 かえりちりめん 酢 0.1歳　食パンスティック

25 焼きそば 豚肉 キャベツ・人参・ピーマン 中華麺・ごま油 お好み焼きソース・ウスターソース・塩

そうめんの澄まし汁 蒲鉾・わかめ・鰹節 三つ葉・干し椎茸・椎茸 そうめん 醤油・みりん 牛乳 お菓子
(水) 小魚 かえりちりめん 酢

牛乳 牛乳
24 五目ひじき 鶏肉・大豆・ひじき・ちくわ・鰹節・油揚げ 人参 三温糖・油 醤油・みりん 果物 ヨーグルト

大根と油揚げの味噌汁 油揚げ・わかめ・味噌・煮干し 大根・ねぎ 醤油

0.1歳　ロールパン

スパゲティサラダ ハム

醤油・酢 0.1歳　オレンジ・お菓子

23 鯖の香味焼き 鯖 にんにく・生姜 醤油・みりん・酒

お菓子
牛乳 牛乳
果物 餃子ピザ(手)

(火) 海苔酢和え ツナ・のり 小松菜・人参・キャベツ

牛乳 牛乳
（金）

塩・醤油・みりん
（月） 小魚 かえりちりめん

20(土) お菓子・牛乳
22 高野豆腐そぼろ煮 高野豆腐・鶏ミンチ・鰹節 玉ねぎ・ミックスベジタブル 三温糖・片栗粉 醤油・みりん お菓子 りんご

牛乳 お菓子
19 果物 パンハヤシルウ 牛肉 玉ねぎ・人参 じゃが芋・油・マーガリン ハヤシルウ・ケチャップ・コンソメ

もやしの味噌汁 油揚げ・わかめ・味噌・煮干し もやし・ねぎ 醤油

果物 ヨーグルト
(木) 小魚 かえりちりめん 酢
18 おからの炒り煮 鶏肉・おから・ツナ・油揚げ・ちくわ・煮干し・鰹節 ごぼう・玉ねぎ・人参・椎茸・ねぎ こんにゃく・三温糖・油 醤油・みりん

0.1歳　蒸しパン

お誕生日会 コンソメ・塩・醤油 牛乳 牛乳
(水) 酢・レモン果汁・塩

牛乳 牛乳
17 わかめご飯　鮭の味噌マヨネーズ焼き わかめ　　　　　鮭・味噌 玉ねぎ 米　　　　　マヨネーズ お菓子 ケーキ

トマトと卵のスープ 卵・鰹節・昆布 トマト缶・玉ねぎ・人参 片栗粉

フレンチドレッシングサラダ

果物 チーズ入りおやき(手)
(火) ナムル風煮浸し 油揚げ ほうれん草・人参・もやし・生姜 三温糖・ごま油 醤油・酢・塩 0歳　ふかしじゃが芋

16 鶏肝の元気煮・小魚 鶏肝・味噌　　　　　かえりちりめん 生姜・にんにく 三温糖・油　　　　　 みりん・酒・醤油　　酢

お菓子
キャベツとしめじの味噌汁 油揚げ・味噌・煮干し キャベツ・しめじ・ねぎ 醤油 牛乳 牛乳

酢

牛乳 野菜ジュース　0.1歳 牛乳

13(土) お菓子・牛乳
15 千切り大根と豚肉の炒め煮 豚肉・油揚げ・鰹節 千切り大根・人参・三度豆 三温糖

ミックスサラダ ハム きゅうり・人参・キャベツ・コーン マヨネーズ

醤油・みりん お菓子 オレンジ

果物 チーズ
(金) お菓子
12 チキンカレー 鶏肉 玉ねぎ・人参 じゃが芋・油・マーガリン カレー粉・カレールウ・コンソメ・ケチャップ・醤油

0.1歳　コーン入りおにぎり

なめこと油揚げの味噌汁 油揚げ・煮干し・味噌・わかめ なめこ・ねぎ 醤油 牛乳 お茶
(木) 小魚 かえりちりめん

牛乳 お菓子
11 豚の生姜焼き 豚肉 玉ねぎ・人参・キャベツ・ピーマン・生姜 三温糖・油・片栗粉 醤油・酒 果物 コーン入り焼きおにぎり(手)

醤油かぼちゃ・玉ねぎ・ねぎかぼちゃの味噌汁 油揚げ・わかめ・味噌・煮干し

果物 ヨーグルト
(水) 小魚 かえりちりめん 酢
10 五目豆腐 豆腐・豚肉・鰹節 人参・玉ねぎ・チンゲン菜・干し椎茸・生姜 片栗粉・砂糖・油 醤油

0.1歳　蒸しパン

野菜スープ ベーコン・鰹節・昆布 キャベツ・玉ねぎ・人参・椎茸・ねぎ コンソメ・塩・醤油 牛乳 牛乳
(火) ひじきのスパゲティソテー ひじき 赤ピーマン・ピーマン・えのき スパゲティ 塩・コンソメ・醤油

牛乳 牛乳
9 白身魚の甘酢あんかけ 白身魚 三温糖・片栗粉・小麦粉・油 醤油・ケチャップ・中華だし・酢 果物 ピーチケーキ（手）

果物 コーンフレークボール(手)

三温糖・ごま 酢・醤油・塩

お菓子 バナナ
(月) 小魚 かえりちりめん 酢 お菓子
8 栄養汁 鶏肉・鰹節 キャベツ・玉ねぎ・人参・ねぎ・椎茸・ピーマン・もやし 片栗粉 コンソメ・醤油・カレー粉・塩

豚肉とじゃが芋の炒め物 豚肉 人参・ピーマン・もやし・竹の子

0.1歳　オレンジ・お菓子

6(土) お菓子・牛乳

麩とわかめの味噌汁 わかめ・味噌・煮干し 玉ねぎ・ねぎ 麩 醤油 牛乳 牛乳
祝日　３(水)憲法記念日　　４(木)みどりの日　　５(金)こどもの日

(火)

りんご

牛乳 牛乳
（月） 小魚 かえりちりめん 酢 お菓子

キャベツのごま酢和え ひじき キャベツ・人参・きゅうり

醤油・みりん お菓子1 親子汁 鶏肉・卵・蒲鉾・鰹節 玉ねぎ・人参・椎茸・ねぎ 三温糖・片栗粉

２０２３年　   　５月　　　給　　食　　献　　立　　表

日（曜日） 献立
　　　　　　　　　　　　　　　　材　　　　　　　　　料　　　　　　　　　名 午前おやつ 午後おやつ

赤(血や肉になる） 緑(体の調子を整える） 黄（力や体温になる） その他 乳児のみ (手）は手作り

塩・レモン果汁

酢

ハム キャベツ・人参・きゅうり・玉ねぎ 油・砂糖

舞茸汁 鰹節 舞茸・ごぼう・人参・ねぎ 醤油・みりん

砂糖

かきたま汁 卵・わかめ・鰹節・蒲鉾 ねぎ・玉ねぎ 片栗粉

人参・きゅうり・キャベツ スパゲティ・マヨネーズ

2

（月） 小魚 かえりちりめん

じゃが芋・砂糖・ごま油・片栗粉
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