
令和5年　　5月分 予定献立表 吹上保育園

鶏肉とじゃが芋の煮物 ガーリックチャーハン
キャベツのおひたし 鶏のから揚げごまふうみ
みそ汁（えのき・豆腐） ちくわサラダ、ミニトマト
オレンジ スパゲッティー

大根とほたてのスープ
フルーツヨーグルト

鮭のレモンやき わふうスパゲッティー
ポテトのカレーマヨサラダ 豆ふとちんげん菜のスープ
大根とぶたにくのみそ汁 オレンジ
ミックスフルーツ缶

温そうめん なすとぶた肉のみそいため
じゃが芋ソテー マッシュポテト
バナナ きゅうりづけ

みそ汁（もやし・とうふ）
バナナ

鶏のさっぱり煮 メンチカツ
ほうれん草のおかかあえ マカロニサラダ
みそ汁（しめじ・とうふ） 豆乳みそ汁
りんご パインアップル

シーフードカレー ポークチャップ
きゃべつとたまごのさらだ 三色グラッセ
パインのかんづめ 中華風コーンスープ

ようなしのかんづめ

サーモンフライ 鶏レバーの甘辛煮
せんぎりキャベツ 野菜炒め
みにとまと みにとまと
クラムチャウダー みそ汁（かぼちゃ.玉ねぎ)
オレンジ オレンジ

トマトにくじゃが さばの人参みそに
小松菜と油あげのおひたし ブロッコリーのおかかあえ
チーズ 春やさいの豚汁
みそ汁（とうふ・わかめ） グレープフルーツ
パインアップル

とうふのまさごあげ
さばのごまユッケ
ミニうどん
バナナ

じゃじゃめん ちくわの青のりあげ
こまつなと卵のスープ 大根のそぼろ煮
オレンジ むらくも汁

ミックスフルーツ缶

とり肉とごぼうの甘からに さつま芋カレー
しおぶろっこりー ひじきのサラダ
みそ汁（とうふ・油あげ） バナナ
グレープフルーツ

ひきにくなっとう いわしの梅煮
かぶの漬物 こうや豆腐のふわふわ煮
田舎汁 みそ汁（ほうれん草）
もものかんづめ パインアップル

カニ入り厚焼き玉子
ほうれん草のごま和え
みそ汁（なめこ・とうふ）
夏みかん缶

赤魚のおろしに
ひき肉ともやし炒め
ミニラーメン
バナナ

エネルギー 376 kcal タンパク質   19.0 g

脂      質 17.7 g 食塩相当量   2.7 g
月 平 均 栄 養 価

木

おかし

／

18 三温糖／ごま油／中華め
ん(生)／せんべい

あかうお　60ｇ／豚ひき
肉／なると／牛乳

だいこん／こねぎ／もやし／
にんじん／ねぎ／バナナ

牛乳

／

水

おかし

／

17 かたくり粉／ごま(いり）
／せんべい

カニむき身／たまご／木
綿豆腐／米みそ(赤色辛み
そ)／牛乳

ねぎ／グリンピース(冷凍)／
玉葱／ほうれんそう／なめこ
／こねぎ／なつみかん(缶詰)

牛乳

／

火 水

せんべい いわしの梅煮／凍り豆腐
／たまご／木綿豆腐／米
みそ(赤色辛みそ)

干し椎茸／にんじん／切りみつ
ば／さやえんどう／ほうれんそ
う／パインアップル／温州蜜柑
50%果汁入り飲料

オレンジジュース
おかし おかし

／

16 大豆油／三温糖／せんべ
い

ひき割り納豆／豚ひき肉
／鶏肉モモ／木綿豆腐／
米みそ(赤色辛みそ)／牛
乳

にんじん／玉葱／ほうれんそ
う／かぶ／ごぼう／日本かぼ
ちゃ／ねぎ／もも(缶詰果肉)

牛乳 31

／

月 火

じゃがいも／さつまいも
／大豆油／ごま油／せん
べい

豚肉（薄切り）／ひじき
／牛乳

玉葱／にんじん／にんにく／
しょうが／グリンピース(冷凍)
／かぶ／きゅうり／ミニトマト
／バナナ

牛乳
おかし おかし

／

15 板こんにゃく／三温糖／
せんべい

鶏肉モモ／木綿豆腐／油
揚げ／米みそ(赤色辛み
そ)／牧場の朝ヨーグルト

ごぼう／ぶなしめじ／さやい
んげん／にんじん／ブロッコ
リー／ねぎ／グレープフルー
ツ

ヨーグルト 30

／

土 月

ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ粉(てんぷら用)／
大豆油／かたくり粉／せ
んべい

焼き竹輪／あおのり／た
まご／鶏ひき肉／元気
ヨーグルト

だいこん／にんじん／玉葱／チ
ンゲンツァイ

ヨーグルト
おかし おかし

／

13 中華めん(生)／ごま油／
三温糖／かたくり粉／せ
んべい

豚ひき肉／米みそ(赤色辛
みそ)／たまご／牛乳

ねぎ／しょうが／もやし／こ
まつな／バレンシアオレンジ

牛乳 29

／

金 土
遠 　足

どらやき

／

12 かたくり粉／大豆油／白
ごま(いり）／ごま油／三
温糖／干しうどん(乾)／
どら焼

木綿豆腐／むきえび／鶏
ひき肉／ちりめん雑／た
まご／さば(水煮缶詰）／
鶏肉モモ／牛乳

にんじん／きゅうり／サラダ
菜／玉葱／こねぎ／バナナ

牛乳 27

／

木 金

三温糖／じゃがいも／せ
んべい

骨なし鯖／米みそ(赤色辛
みそ)／かつお加工品(か
つお節)／豚ばら(脂身付)
／牛乳

しょうが／にんじん／ブロッコ
リー／玉葱／アスパラガス／ね
ぎ／ごぼう／グレープフルーツ

牛乳
おかし おかし

／

11 じゃがいも／三温糖／せ
んべい

豚肉（薄切り）／油揚げ
／キャンディーチーズ／
木綿豆腐／わかめ／米み
そ(赤色辛みそ)／牛乳

にんじん／玉葱／トマト／さ
やえんどう／こまつな／パイ
ンアップル

牛乳
26

／

水 木

三温糖／大豆油／せんべ
い

鶏レバー／豚肉（薄切
り）／米みそ(赤色辛み
そ)／牛乳

ねぎ／しょうが／キャベツ／に
んじん／もやし／にんにく／玉
葱／青ピーマン／ミニトマト／
日本かぼちゃ／バレンシアオレ
ンジ

牛乳
わかめおにぎり おかし

／

10 大豆油／有塩バター／薄
力粉／ごはん

鮭フライ(ﾌﾗｲ済、冷凍／
ベーコン／あさり(缶詰､
水煮)／牛乳／わかめ

キャベツ／ミニトマト／にん
じん／玉葱／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)／パセリ／バレンシ
アオレンジ

お茶 25

／

火 水

三温糖／じゃがいも／か
たくり粉／せんべい

豚肉（薄切り）／たまご
／牛乳

玉葱／にんじん／ブロッコリー
／とうもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／ね
ぎ／チンゲンツァイ／西洋なし
(缶詰)

牛乳
おかし おかし

／

9 じゃがいも／マヨネーズ
(全卵型）／せんべい

むきえび／ほたてがい(水
煮)／するめいか／たまご

にんにく／しょうが／にんじ
ん／玉葱／キャベツ／パイン
アップル(缶詰)／りんご 濃縮
還元ジュース

りんごジュース 24

／

月 火

マカロニ／マヨネーズ(全
卵型）／せんべい

ロースハム／油揚げ／豆
乳／米みそ(赤色辛みそ)
／牛乳

にんじん／きゅうり／サラダ菜
／キャベツ／パインアップル

牛乳
おかし おかし

／

8 三温糖／せんべい 鶏肉モモ／たまご／かつ
お節／木綿豆腐／米みそ
(赤色辛みそ)／牛乳

だいこん／にんじん／にんに
く／ほうれんそう／ぶなしめ
じ／りんご

牛乳 23

／

土 月

ごま油／かたくり粉／
じゃがいも／有塩バター
／せんべい

豚肉（薄切り）／米みそ
(赤色辛みそ)／牛乳200／
木綿豆腐／ジョア

にんじん／なす／玉葱／きゅう
り／もやし／バナナ

ジョア
おかし おかし

／

6 そうめん･ひやむぎ(乾)／
じゃがいも／大豆油／有
塩バター／せんべい

豚中型種ﾛｰｽ(脂身付き)／
味付けいなり／牛乳

にんじん／玉葱／ねぎ／ほう
れんそう／バナナ

牛乳 22

／

火 土

スパゲッティー／大豆油
／せんべい

ベーコン／焼きのり／木
綿豆腐／わかめ／牛乳

にんじん／玉葱／ぶなしめじ／
えのきたけ／生しいたけ(菌床
栽培、生)／チンゲンツァイ／
バレンシアオレンジ

牛乳
おかし おかし

／

2 じゃがいも／マカロニ／
マヨネーズ／せんべい

さけ　40ｇ／ツナフレー
ク／豚肉（薄切り）／米
みそ(赤色辛みそ)／牛乳

レモン／しょうが／にんじん
／きゅうり／だいこん／こま
つな

牛乳 20

材　  　料　　  名
おやつ

／

月 金

にんにく／にんじん／玉葱／青
ピーマン／しょうが／きゅうり
／ミニトマト／サニーレタス／
だいこん／水菜

牛乳
おかし 赤ちゃんのおしり

／ ／

午  後 日
／
曜 体の調子を整えるもの

1 じゃがいも／ごま油／せ
んべい

鶏胸肉／かつお節／木綿
豆腐／米みそ(赤色辛み
そ)／牛乳

にんじん／さやえんどう／
キャベツ／えのきたけ／バレ
ンシアオレンジ

牛乳 19 水稲穀粒(精白米)／大豆
油／かたくり粉／薄力粉
／白ごま／マヨネーズ(全
卵型）／スパゲッティー
／赤ちゃんのおしり

ベーコン／鶏肉モモ／た
まご／焼き竹輪／米みそ
(赤色辛みそ)／ほたてフ
レーク／ブルガリアヨー
グルト／牛乳

献 立 名
材　  　料　　  名

おやつ
午  後

熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの

日
／
曜

献 立 名

ご
は
ん


