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にゅうえん･しんきゅうして1かげつ。そろそろあたらしいせいかつになれてきたころだとおもいます。
ほいくえんきゅうしょくでは、いろいろなしょくざいをつかってたのしくたべてもらえるように 以上児
くふうをしています。 【栄養目標量】 【今月の平均】

エネルギー　　560kｃａｌ　　 564kcal
たんぱく質　　　21.0ｇ　　　 21.4ｇ

　たんじょうびかい 　こどもがよろこぶメニュー 　　「まごわやさしい」こんだて 脂質　　　　　　16.0ｇ　　　 15.2ｇ
塩分　　　　　　2.5ｇ　　　　 2.6ｇ

※園の行事などで献立が入れ替わることが
※食材の関係で献立が変わることがありま

ふりかけごはん、たまねぎとあぶ
らあげのみそしる、ミートボー
ル、キャベツともやしのおひた
し、オレンジ

こめ、むぎ
ぎゅうにゅう、ミートボール、み
そ、あぶらあげ、かつおぶし

オレンジ、キャベツ、たまねぎ、
もやし

ぎゅうにゅう、ビスケット

ごはん、とんじる、さけのりきゅ
うやき、わふうサラダ、オレンジ

こめ、しょくパン、じゃがいも、
ごま、こむぎこ、むぎ、さとう

さけ、ミルク、かまぼこ、ぶたに
く、みそ、ハム、チーズ、あぶら
あげ、ぎゅうにゅう

オレンジ、キャベツ、だいこん、
ねぎ、にんじん、たまねぎ、わか
め、ピーマン、とうもろこし、し
いたけ

ミルク、スティックパン

ミルク、ピザトースト

オレンジ、ねぎ、にんじん、なめ
こ、グリンピース、いちごジャ
ム、きりぼしだいこん、しょうが

わふうスパゲテイー、コンソメ
スープ、あまずあえ、プチケーキ

スパゲティー、コッペパン、あぶ
ら、さとう

ミルク、ホイップクリーム、ベー
コン、かまぼこ、バター、ぎゅう
にゅう

たまねぎ、キャベツ、にんじん、
しめじ、ピーマン、こまつな、
コーン

ごはん、こまつなとたまねぎのみ
そしる、とりつくねのあんかけ、
キャベツとわかめのごまずあえ

けんちんうどん、むぎちゃ、コ
ロッケ、わふうナムル

こめ、うどん、あぶら、ごまあぶ
ら、ごま

とうふ、あぶらあげ、しらす、
ぎゅうにゅう

もやし、だいこん、キャベツ、に
んじん、ごぼう、ねぎ、しめじ、
しおこんぶ

とりひきにく、とうふ、ウイン
ナー、たまご、みそ、かまぼこ、
かつおぶし、ぎゅうにゅう

キャベツ、もやし、こまつな、た
まねぎ、わかめ、コーン、にんじ
ん、あおのり

こめ、こむぎこ、むぎ、かたくり
こ、マヨネーズ、さとう、あぶ
ら、ごま

ごはん、なめこじる、さばのみそ
に、きりぼしだいこんのうまに、
オレンジ

こめ、むぎ、さとう、くろごま
さば、とうふ、みそ、ミルク、あ
ぶらあげ、ぎゅうにゅう

ごはん、ちんげんさいのちゅうか
スープ、ユーリンチー、やさいの
ごまずあえ

こめ、こむぎこ、かたくりこ、む
ぎ、さとう、あぶら、ごま、ごま
あぶら

とりにく、ミルク、たまご、ベー
コン、バター、ぎゅうにゅう

もやし、チンゲンサイ、キャベ
ツ、たまねぎ、にんじん、きゅう
り、いちごジャム、しょうが

たけのこごはん、はなふのすまし
じる、とりのからあげ、キャベツ
のごまマヨネーズあえ、アップル
ゼリー

わかめごはん、なめこじる、
シューマイ、キャベツとにんじん
のごまあえ、バナナ

こめ、むぎ、ごま、さとう
ぎゅうにゅう、シューマイ、とう
ふ、みそ

バナナ、キャベツ、なめこ、にん
じん、ねぎ

こめ、むぎ、マヨネーズ、さと
う、あぶら、ごま、やきふ

とりのからあげ、カルピス、ちく
わ、あぶらあげ、ぎゅうにゅう

りんごかじゅう、キャベツ、たけ
のこ、こまつな、にんじん、ね
ぎ、さやえんどう、かんてん、の
り

さけ、ミルク、ぶたにく、かまぼ
こ、みそ、あぶらあげ、ぎゅう
にゅう

オレンジ、キャベツ、だいこん、
ねぎ、にんじん、わかめ、しいた
け

チキンカレーライス、ラッシー、
こまつなのおかかあえ、オレンジ

こめ、じゃがいも、こむぎこ、さ
とう、むぎ、あぶら

ぎゅうにゅう、とりにく、たま
ご、ヨーグルト、ミルク、かつお
ぶし

オレンジ、たまねぎ、もやし、こ
まつな、ピーマン、にんじん、ふ
くじんづけ、にんじん、レモンか
じゅう

ごはん、とんじる、さけのりきゅ
うやき、わふうサラダ、オレンジ

こめ、じゃがいも、ごま、さと
う、むぎ、あぶら

ごはん、キャベツとあぶらあげの
みそしる、とりにくのやわらか
に、ビーフンとやさいのソテー

こめ、しょくパン、ビーフン、む
ぎ、マヨネーズ、さとう、あぶ
ら、ごまあぶら

とりにく、ミルク、たまご、み
そ、あぶらあげ、ぎゅうにゅう

キャベツ、にんじん、ピーマン、
ねぎ、しめじ、たまねぎ、しょう
が、にんにく、パセリ

なっとうごはん、とうふとわかめ
のみそしる、ボイルウインナー、
ブロッコリーのごまあえ、オレン
ジ

こめ、むぎ、ごま、さとう
ぎゅうにゅう、とうふ、ウイン
ナー、なっとう、みそ

オレンジ、ブロッコリー、わかめ

ごはん、こまつなとたまねぎのみ
そしる、とりつくねのあんかけ、
キャベツとわかめのごまずあえ

こめ、うぎ、かたくりこ、さと
う、あぶら、ごま

アメリカンドッグ、とりひきに
く、とうふ、ミルク、たまご、み
そ、かまぼこ、ぎゅうにゅう

キャベツ、もやし、こまつな、た
まねぎ、わかめ、にんじん

もやし、チンゲンサイ、キャベ
ツ、たまねぎ、にんじん、きゅう
り、しょうが

ミルク、フレンチトースト

ホットドッグ、やさいスープ、
コールスロー、カルピスゼリー

コッペパン、じゃがいも、マヨ
ネーズ、さとう、あぶら

フランクフルト、カルピス、ミル
ク、ぎゅうにゅう

キャベツ、たまねぎ、コーン、ほ
うれんそう、にんじん、かんてん

ごはん、なめこじる、さばのみそ
に、きりぼしだいこんのうまに、
オレンジ

こめ、むぎ、さとう、ごま
さば、とうふ、みそ、ミルク、あ
ぶらあげ、ぎゅうにゅう

オレンジ、バナナ、ねぎ、にんじ
ん、なめこ、グリンピース、きり
ぼしだいこん、しょうが

バナナヨーグルト、アスパラガス
ビスケット

ぎゅうにゅう、とりにく、ミル
ク、きなこ、かつおぶし

オレンジ、たまねぎ、もやし、こ
まつな、ピーマン、にんじん、ふ
くじんづけ、レモンかじゅう

けんちんうどん、むぎちゃ、コ
ロッケ、わふうナムル

うどん、こめ、あぶら、ごま、ご
まあぶら

とうふ、あぶらあげ、ぎゅうにゅ
う

もやし、だいこん、キャベツ、に
んじん、ごぼう、ねぎ、しめじ、
しおこんぶ

あおなごはん、たまねぎとあぶら
あげのみそしる、ミートボール、
キャベツともやしのおひたし、バ
ナナ

こめ、むぎ

こいのぼりライス、はるさめスー
プ、エビフライ、やさいのごまあ
え

こめ、むぎ、あぶら、はるさめ、
ごま、さとう

エビフライ、ミルク、とりにく、
ぎゅうにゅう

たまねぎ、ほうれんそう、キャベ
ツ、にんじん、グリンピース

ぎゅうにゅう、ミートボール、み
そ、あぶらあげ、かつおぶし

バナナ、キャベツ、たまねぎ、も
やし、こまつな

チキンカレーライス、ラッシー、
こまつなのおかかあえ、オレンジ

こめ、じゃがいも、マカロニ、さ
とう、むぎ、あぶら

2021ねん05がつ

ひづけ こんだて

ふりかけごはん、なめこじる、
シューマイ、キャベツとにんじん
のごまあえ、オレンジ

こめ、むぎ、ごま、さとう
ぎゅうにゅう、シューマイ、とう
ふ、みそ

オレンジ、キャベツ、なめこ、に
んじん、ねぎ

ぎゅうにゅう、せんべい

むぎちゃ、きつねごはん

ごはん、キャベツとあぶらあげの
みそしる、とりにくののやわらか
に、ビーフンとやさいのソテー

こめ、ビーフン、あぶら、むぎ、
さとう、あぶら、ごまあぶら

とりにく、ミルク、みそ、あぶら
あげ、ぎゅうにゅう

たまねぎ、キャベツ、にんじん、
ピーマン、ねぎ、しめじ、しょう
が、にんにく

ミルク、フライドポテト

ごはん、ちんげんさいのちゅうか
スープ、ユーリンチー、やさいの
ごまずあえ

こめ、しょくぱん、かたくりこ、
むぎ、さとう、あぶら、こむぎ
こ、ごま、ごまあぶら

とりにく、ぎゅうにゅう、たま
ご、ミルク、ベーコン

いちごヨーグルト
アスパラガスビスケット

むぎちゃ、おこのみやき（コー
ン）

ミルク、ドーナツ

ミルク、アメリカンドッグ

ぎゅうにゅう、ビスケット

ミルク、タマゴトースト

ミルク、コーンフレーク

ミルク、レモンケーキ

こ　　　ん　　　だ　　　て　　　ひ　　　ょ　　　う

ざ　　い　　り　　ょ　　う　　め　　い

カルピス、カステラ

ミルク、いちごむしケーキ

ぎゅうにゅう、せんべい

むぎちゃ、じゃこわかめごはん

おやつ

ぎゅうにゅう、ビスケット

ミルク、かりんとう

ミルク、マカロニあべかわ


