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（3歳未満時のみ） 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 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 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 3歳未満児 3歳以上児

焼き肉丼 精白米 ぶたロース たまねぎ コーン エネルギー 527 Kcal 591 Kcal 豚玉丼 精白米 ぶたロース たまねぎ チーズ エネルギー 512 Kcal 572 Kcal

中華サラダ 押麦 鶏卵 赤ピーマン トースト たんぱく質 19.5ｇ 21.1ｇ マカロニサラダ 押麦 鶏卵 なめこ トースト たんぱく質 20.8ｇ 22.7ｇ

卵と人参のスープ 調合油 青ピーマン 脂  質 19.1 ｇ 20.2 ｇ 大根となめこの味噌汁 マカロニ ロースハム きゅうり 脂  質 19.1 ｇ 20.3 ｇ

果物 三温糖 きゅうり 牛乳 果物 マヨネーズ 淡色辛みそ にんじん 牛乳

片栗粉 キャベツ 食パン プロセスチーズ だいこん

緑豆はるさめ くだもの くだもの

ナポリタンスパゲティー スパゲティ ロースハム たまねぎ ポテトもち エネルギー 495 Kcal 555 Kcal マーボー豆腐丼 精白米 木綿豆腐 長ねぎ フレンチ エネルギー 522 Kcal 577 Kcal

大根とツナのサラダ オリーブ油 パルメザンチーズ にんじん たんぱく質 16.3ｇ 17.1ｇ ナムル 押麦 ぶたひき肉 にんじん トースト たんぱく質 18.6ｇ 19.8ｇ

木 豆乳 たまごとしいたけのスープ 有塩バター まぐろ油漬缶 マッシュルーム 牛乳 脂  質 19.7 ｇ 21.0 ｇ 春雨スープ 調合油 淡色辛みそ にら 脂  質 15.3 ｇ 15.3 ｇ

ミニゼリー マヨネーズ 鶏卵 トマト缶 果物 三温糖 鶏卵 こまつな 牛乳

ゼリー パセリ 片栗粉 もやし

じゃがいも ごま油 くだもの

グリンピースご飯 精白米 若鶏もも グリーンピース 麩菓子 エネルギー 536 Kcal 595 Kcal ご飯 精白米 あじ アスパラガス ブルーベリー エネルギー 489 Kcal 544 Kcal

鶏肉のコーンフレーク焼き マヨネーズ しらす干し キャベツ たんぱく質 18.8ｇ 20.0ｇ あじのフライ 薄力粉 鶏卵 きゅうり マフィン たんぱく質 19.2ｇ 20.9ｇ

金 牛乳 きゅうりとわかめの酢の物 コーンフレーク 油揚げ にんにく 牛乳 脂  質 20.3 ｇ 21.6 ｇ アスパラサラダ パン粉 はんぺん にんじん 脂  質 16.9 ｇ 17.6 ｇ

キャベツと油揚げの味噌汁 調合油 淡色辛みそ きゅうり はんぺんとみつばのすまし汁 調合油 削り節 糸みつば 牛乳

果物 三温糖 塩わかめ 果物 三温糖 くだもの

観世ふ くだもの ホットケーキミックス

ツナピラフ 精白米 まぐろ油漬缶 たまねぎ にんじん エネルギー 530 Kcal 576 Kcal 卵ドック コッペパン 鶏卵 ブロッコリー わかめ エネルギー 508 Kcal 569 Kcal

切り干し大根のサラダ 有塩バター ベーコン にんじん 蒸しパン たんぱく質 17.1ｇ 17.2ｇ 鶏肉の照り焼き ソフトマーガリン 若鶏もも キャベツ むすび たんぱく質 19.5ｇ 21.1ｇ

チンゲン菜とベーコンのスープ 調合油 豆乳 コーン缶詰粒 脂  質 17.7 ｇ 18.0 ｇ ブロッコリーのごまサラダ マヨネーズ 生クリーム 赤ピーマン 脂  質 20.7 ｇ 22.0 ｇ

ヨーグルト いりごま マッシュルーム 牛乳 コーンポタージュ 三温糖 コーン缶 麦茶

三温糖 切干しだいこん いりごま たまねぎ

きゅうり 調合油

ドライカレー 精白米 ぶたひき肉 たまねぎ 大学芋 エネルギー 536 Kcal 595 Kcal

キャベツのサラダ 有塩バター 大豆水煮 にんじん たんぱく質 17.4ｇ 17.9ｇ

チーズキッス 調合油 チーズ トマトケチャプ 牛乳 脂  質 20.2 ｇ 20.9 ｇ

もやしと玉ねぎのスープ 薄力粉 キャベツ

三温糖 きゅうり

さつまいも 赤ピーマン

ご飯 精白米 さば しょうが コッペパン エネルギー 515 Kcal 570 Kcal

さばの竜田揚げ 片栗粉 大豆水煮 乾ひじき （あん＆マーガリン） たんぱく質 20.6ｇ 22.3ｇ

五目ひじき 調合油 焼き竹輪 にんじん 脂  質 16.6 ｇ 16.9 ｇ

じゃがいもとさやえんどうの味噌汁 板こんにゃく 淡色辛みそ さやいんげん 牛乳

果物 三温糖 つぶしあん たまねぎ

じゃがいも さやえんどう

にんじんロールパン ロールパン ぎんざけ 玉ねぎ フライ エネルギー 491 Kcal 542 Kcal

さけのパン粉焼き マヨネーズ パルメザンチーズ パセリ たこ焼き たんぱく質 22.4ｇ 24.7ｇ

ブロッコリーのドレッシングサラダ パン粉 ロースハム ブロッコリー 脂  質 22.1 ｇ 24.1 ｇ

かぶとしめじの豆乳スープ オリーブ油 豆乳 黄ピーマン 牛乳

果物 三温糖 かつお節 かぶ

調合油 くだもの

玄米ご飯 精白米 鶏ひき肉 れんこん チーズ エネルギー 491 Kcal 549 Kcal

れんこん鶏つくね 玄米 鶏卵 長ねぎ クッキー たんぱく質 17.9ｇ 19.1ｇ

いんげんのごま味噌あえ パン粉 淡色辛みそ えのきたけ 脂  質 17.2 ｇ 17.7 ｇ

えのきと麩のすまし汁 オリーブ油 削り節 さやいんげん 牛乳

果物 三温糖 パルメザンチーズ にんじん

片栗粉 くだもの

わかめうどん ゆでうどん 若鶏もも 長ねぎ おかか エネルギー 503 Kcal 541 Kcal

かき揚げ 薄力粉 なると ピーマン おむすび たんぱく質 20.9ｇ 21.9ｇ

ミニトマト 調合油 鶏卵 みついしこんぶ 脂  質 13.4 ｇ 12.6 ｇ

ヨーグルト 精白米 削り節 たまねぎ 麦茶

押麦 えび にんじん

かつお節
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※材料の都合により、変更することがあります。
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5月の旬の食材

アスパラガス たけのこ グリーンピース さやえんどう

ごぼう メロン かつお

夏の収穫を

お楽しみに！

園長先生の畑に、今年も夏野菜の苗を植

える予定です。ナス、ピーマン、トマトな

ど、給食では苦手で食べられない野菜も、

園で育てて実ったものをその場で調理して

食べれば、おいしさに感動すること間違い

なしです。これから日照量が増え、気温も

上昇するにつれ、ぐんぐん茎が伸び、花が

咲いて実をつけていきます。子どもたちは

毎日ワクワクしながら見守り、収穫を楽し

みに待っています。飛んでくる蝶や、葉を

食べる青虫も、子どもには魅力的な生き物

です。

5月5日はこどもの日「端午の節句」です。

もともと中国から伝わった五節句の一つで、

ちまきや柏餅を食べます。ちまきは中国の

聖人「屈原」の忌日が5月5日にあたり、と

むらうためにお米を笹で巻いて蒸したもの

を供えたのが始まりといわれています。

柏は、新芽が出るまで葉が落ちないこと

から、後継者が絶えない縁起の良い木であ

り、また葉の強い香りが邪気を払うとされ、

餅を柏の葉に巻いて食べる風習が

生まれたといわれています。

ちまきと柏餅

子どもの日には、柏餅やちまきを食べたり、

しょうぶ湯に入る習慣があります。

幼児期は味覚を鍛え、広げる時期です。

さまざまな味を味わう機会（行事）、いろい

ろな食材に触れてみましょう。


