
豚肉のケチャップ煮 油 豚肉 玉ねぎ・人参 きなこボーロ マドレーヌ
春雨サラダ 春雨・調合ごま油・砂糖 さつま揚げ ほうれん草・人参 お茶 お茶
さつま芋ごはん 米・さつま芋・黒ごま 人参
味噌汁 巻麩 うす揚げ・味噌 わかめ
赤魚の味噌焼 砂糖・油 赤魚・白味噌 カルシウムウエハース りんごゼリー
蒸しかぼちゃ かぼちゃ お茶 牛乳
ブロッコリーのソテー 油 さつま揚げ ブロッコリー・キャベツ
精進ごはん 米・砂糖 高野豆腐・うす揚げ 芽ひじき・人参・みつば
鶏肉のおかか焼 砂糖・小麦粉・油 鶏肉・かつお節 チーズ まがりせんべい
小松菜のごま和え 白ごま 小松菜・人参 お茶 いりこ
ひじきとがんもの煮物 油・砂糖 一口がんも 芽ひじき・グリーンピース ジョア
人参ごはん 米 人参
すまし汁 花麩 えのきだけ
五目うどん うどん 豚肉・絹厚揚げ 白菜・人参・しめじ・青ねぎ きなこせんべい ゆかりおにぎり
いんげんともやしのゆかり和え インゲン・もやし お茶 お茶
フルーツ（バナナ） バナナ
ツナチャーハン 米・油 まぐろフレーク 玉ねぎ・人参・ﾁﾝｹﾞﾝ菜 アンパンマンおやさいせんべい さやえんどうスナック

中華スープ もやし・コーン・わかめ・しめじ お茶 お茶
ゼリー ゼリー
サケの旨煮 砂糖 サケ しょうが ヨーグルト（ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑ） ソフトぼうろ
切干大根のハリハリ和え 調合ごま油・白ごま ロースハム 切干大根・ほうれん草・人参 お茶 牛乳
鶏レバー煮込み 鶏レバー
わかめごはん 米 わかめごはんの素
味噌汁 豆腐・うす揚げ・味噌 青ねぎ
厚揚げチャンプルー 砂糖・油・調合ごま油 豚肉・絹厚揚げ 玉ねぎ・人参・まいたけ・にら・しょうが チーズ チヂミ
白菜とブロッコリーのお浸し 白菜・ブロッコリー お茶 牛乳
麦入りごはん 米・押麦
味噌汁 じゃが芋 味噌 ﾁﾝｹﾞﾝ菜・わかめ
焼そば 油・焼きそば麺 豚肉 キャベツ・玉ねぎ・ピーマン・人参 ちょぼちょぼクッキー ごま塩おにぎり
ころころサラダ マヨネーズ ちくわ コーン・きゅうり お茶 お茶
フルーツ（りんご） りんご
キャロットチキンピラフ 米・油 鶏肉 玉ねぎ・人参・ドライパセリ きなこボーロ ミニたい焼
ポテトフライ フライドポテト・油 お茶 牛乳
おかかサラダ 砂糖・油 かつお節 きゅうり・コーン・赤ピーマン
スープ キャベツ・さやえんどう
オレンジかん 砂糖 寒天・オレンジジュース
サバの煮付け 砂糖 サバ しょうが アンパンマンソフトせんべい フルーチェ（いちご）

細切昆布とごぼうの煮物 油・砂糖 きざみ昆布・ごぼう・人参・グリーンピース お茶 お茶
青菜しらすご飯 米 しらす干し 小松菜
味噌汁 豆腐・味噌 白菜・えのきだけ
のっぺいうどん うどん・片栗粉 豚肉 大根・しいたけ・青ねぎ フルーツ（バナナ） りんごのタルト
豆腐しゅうまい 豆腐しゅうまい お茶 お茶
ゼリー ゼリー
おさかなハンバーグ 油・砂糖・片栗粉 いわし入りハンバーグ ヨーグルト せんべい（雪の宿）
ブロッコリーサラダ オリーブ油・砂糖 ブロッコリー・コーン お茶 牛乳
がんもの煮物 こんにゃく・砂糖 一口がんも
人参ごはん 米 人参
味噌汁 巻麩・里芋 味噌 わかめ
白身魚のサクサク焼 マヨネーズ【除去】・パン粉・油 ホキ 豆乳ウエハース りんご蒸しパン
うす揚げと白菜の煮浸し うす揚げ 白菜・人参・ほうれん草 お茶 牛乳
大豆ご飯 米 大豆・しらす干し 人参
スープ 玉ねぎ・えのきだけ
焼豚チャーハン 米・油 焼豚 玉ねぎ・人参・青ねぎ チーズ ゼリー
ナムル 白ごま・砂糖・調合ごま油 ﾁﾝｹﾞﾝ菜・もやし・人参・にんにく お茶 牛乳
中華スープ コーン・キャベツ・しめじ
豆腐のふわふわ丼 米・油・砂糖・片栗粉 豚肉・豆腐 玉ねぎ・人参・さやえんどう アンパンマンおやさいせんべい ちんすこう
もやしのあおさ和え 白ごま もやし・ブロッコリー・あおさのり お茶 牛乳
味噌汁 麩 味噌 白菜・青ねぎ
フルーツ（オレンジ） オレンジ
豚肉と筍の甘辛炒め 油・砂糖 豚肉 筍・玉ねぎ・黄ピーマン・エリンギ・にら フルーツ（バナナ） ふかし芋
ひじきと高野豆腐の煮物 油・砂糖 高野豆腐 芽ひじき・人参・グリーンピース お茶 いりこ
麦入りごはん 米・押麦 牛乳
味噌汁 じゃが芋 味噌 大根・ほうれん草
そぼろ醤油ラーメン ラーメン・油・調合ごま油 牛ミンチ 玉ねぎ・人参・キャベツ・小松菜 きなこせんべい ベジスナック
かぼちゃの甘煮 砂糖 かぼちゃ お茶 お茶
ゼリー ゼリー
白身魚のフライ 油 白身フライ（たら） カルシウムウエハース ドームケーキ
切干大根とコンニャクの甘辛炒め こんにゃく・油・砂糖 切干大根・人参・グリーンアスパラガス お茶 牛乳
青菜ご飯 米 小松菜
味噌汁 麩 味噌 わかめ
鶏肉の梅しそ焼 油 鶏肉 大葉・しそ練り梅 ヨーグルト（ブルーベリー） 焼うどん
細切昆布の煮物 油・砂糖 きざみ昆布・人参・れんこん お茶 お茶
炊き込みごはん 米 うす揚げ 人参・椎茸・グリーンピース
味噌汁 じゃが芋 味噌 しめじ・青ねぎ
カレーライス 米・押麦・じゃが芋・油 牛肉 玉ねぎ・人参 きなこボーロ ハッピーターン
平天と胡瓜のサラダ 油・砂糖 さつま揚げ きゅうり・コーン お茶 いりこ
フルーツ（バナナ） バナナ ジョア
サバのごま醤油煮 砂糖・白ごま サバ しょうが チーズ きなこマカロニ
蒸しかぼちゃ かぼちゃ お茶 牛乳
ハムとブロッコリーのソテー 油 ロースハム ブロッコリー・玉ねぎ・人参
麦入りごはん 米・押麦
味噌汁 うす揚げ・味噌 大根・小松菜
ハオユー豆腐 油・砂糖・片栗粉 豚肉・豆腐 白菜・玉ねぎ・ピーマン・まいたけ ちょぼちょぼクッキー アップルパイ
根菜の煮物 里芋・こんにゃく・油・砂糖 玉ねぎ・人参 お茶 牛乳
人参ごはん 米 人参

午前おやつ 午後おやつ
主に熱や力のもとになるもの

日
付

曜
日 主にからだをつくるもの 主にからだの調子を整えるもの

献立名
主な材料と体内での働き

5月給食だより

 認定こども園金生幼稚園 ★献立の一部を変更することもありますので、ご了承下さい。

7 火

11 土

10 金

9 木

8 水

16 木

15 水

14 火

13 月

17 金

25 土

24 金

23 木

22 水

21 火

20 月

18 土

27 月

31 金

30 木

29 水

28 火


