
令和5年　　5月分 わかくさ保育園

カレーライス カレーライス
カミカミサラダ 野菜ジュース（人参）
飲むヨーグルト ゼリー
ゼリー

きつねうどん 麦入りご飯
じゃがいもとツナの たらのカレームニエル
チーズ焼き こふきいも
オレンジ 豆腐の味噌汁

ヨーグルト

スパゲティーミートソー 肉うどん
飲むヨーグルト 切干大根の煮物
ゼリー ポテトサラダ

果物(オレンジ)

麦入りご飯 カレーライス
つくね焼き カミカミサラダ
キャベツのツナマヨ和え 野菜ジュース
豆腐の味噌汁 ゼリー
ヨーグルト
のりの佃煮
麦入りご飯 ご飯
肉豆腐 納豆
切干大根の胡麻和え 鮭のみそﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き
麩のすまし汁 ワカメサラダ
果物(オレンジ) じゃがいもの味噌汁

麦入りご飯 さばそぼろ丼
豚肉の生姜焼き 焼き油揚げときゅうりの
高野豆腐と人参の煮物 酢の物
にらと春雨のスープ そうめんのすまし汁
ヨーグルト ヨーグルト

麦入りご飯 ハヤシライス
ぶりの照り焼き 飲むヨーグルト
牛肉入りきんぴら ゼリー
わかめの味噌汁

ハヤシライス 麦入りご飯
切干大根サラダ 豚肉のマーマレード焼き
野菜ジュース（人参） ツナとじゃがいもの煮付
オレンジ 玉葱の味噌汁

ゼリー

ご飯 ご飯
鮭の寒こうじ焼き 鮭の寒こうじ焼き
ネバネバ和え 春雨サラダ
玉葱の味噌汁 麩のすまし汁
ヨーグルト

ゆかりご飯 ジャージャー麺
肉じゃが 切干大根サラダ
小松菜のごま和え かきたまスープ
スープ（高野豆腐） 果物(オレンジ)

麻婆丼
もやしのナムル
新玉葱のスープ
ゼリー

麦入りご飯
豆腐とひじきのハンバー
マカロニサラダ
麩の味噌汁
果物(オレンジ)
のりの佃煮
麦入りご飯
春の彩り卵焼き
じゃこサラダ
わかめの味噌汁
ヨーグルト

エネルギー 557 kcal タンパク質   23.2 g
脂      質 15.7 g 食塩相当量   1.6 g

午  後 日
／
曜 体の調子を整えるもの 午  前

1 精白米／押麦／じゃが
いも／上白糖／あまに
油／ゼリー(ぶどう)／
アニマルビスケット／
せんべい

牛乳／和牛肩／豆乳／
刻み昆布／しらす干し
／ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、
加糖)

ﾀﾏﾈｷﾞ／人参／切干しだい
こん

クッキー・せんべい 20 精白米／押麦／じゃが
いも／ゼリー(ぶどう)
／アニマルビスケット
／せんべい

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／和牛肩／豆乳／加
工乳(低脂肪)

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 午  前 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの

日
／
曜
献 立 名 材　  　料　　  名

おやつ

／

月 牛乳 土 飲むヨーグルト

ﾀﾏﾈｷﾞ／人参／にんじん
(ジュース、缶詰)

クッキー・せんべい
麦茶 牛乳

／ ／

／

火 飲むヨーグルト 月 飲むヨーグルト

精白米／押麦／薄力粉
／食塩不使用バター／
オリーブ油／じゃがい
も／上白糖

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／すけとうだら(生)
／木綿豆腐／わかめ／
米みそ／ﾖｰｸﾞﾙﾄ／味付
けのり

パセリ(葉、生)／ﾀﾏﾈｷﾞ 野島のりごはん
麦茶 麦茶

／

2 うどん／じゃがいも／
精白米

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／鶏肉／油揚げ／蒸
しかまぼこ／ﾏｸﾞﾛ(缶
詰･油漬･ﾌﾚｰｸ･ﾗｲﾄ)／
チーズ／しろさけ(焼
き)

ﾎｳﾚﾝｿｳ／人参／ねぎ／ｽｲｰﾄ
ｺｰﾝ／ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ･ｱﾒﾘｶ･ｻ
ｼﾞｮｳ生／キャベツ

春ｷｬﾍﾞﾂの彩りごはん 22

／

土 牛乳 火 飲むヨーグルト

うどん／三温糖／大豆
油／じゃがいも／マヨ
ネーズ(卵黄型)／精白
米

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／和牛肩／蒸しかま
ぼこ／油揚げ／ハム／
大豆／かつお節

ﾎｳﾚﾝｿｳ(葉、冬採り、生)／
ねぎ／人参／こまつな／切
干しだいこん／きゅうり／ｽ
ｲｰﾄｺｰﾝ(缶詰、ﾎｰﾙｶｰﾈﾙ)／オ
レンジ

大豆入りごはん
牛乳 麦茶

／

6 スパゲティ／大豆油／
三温糖／ゼリー(ぶど
う)／アニマルビスケッ
ト／せんべい

牛乳／豚ひき肉(生)／ﾅ
ﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ(ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝ)／ﾖｰ
ｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加糖)
／加工乳(低脂肪)

人参／ﾀﾏﾈｷﾞ／パセリ(葉、
生)

クッキー・せんべい 23

／

月 牛乳 水 牛乳

精白米／押麦／じゃが
いも／三温糖／あまに
油／ゼリー(ぶどう)／
上白糖

牛乳／和牛肩(脂身付､
生)／豆乳／刻み昆布／
しらす干し／ﾖｰｸﾞﾙﾄ(全
脂無糖)

ﾀﾏﾈｷﾞ／人参／切干しだいこ
ん／バナナ／ﾓﾓ(缶詰、黄肉
種、果肉)／温州蜜柑(缶
詰、果肉)

フルーツヨーグルト
牛乳 麦茶

／

8 精白米／押麦／三温糖
／パン粉／ごま(むき)
／マヨネーズ／上白糖
／薄力粉／食塩不使用
バター／ごま油

牛乳／鶏肉／米みそ／
脱脂粉乳／ツナ／木綿
豆腐／わかめ／ﾖｰｸﾞﾙﾄ
／おから(乾燥)／豆乳
／加工乳(低脂肪)

ﾀﾏﾈｷﾞ／人参／キャベツ／
バナナ

バナナブレッド 24

／

火 飲むヨーグルト 木 飲むヨーグルト

精白米／三温糖／マヨ
ネーズ(全卵型)／あま
に油／じゃがいも

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／挽きわり納豆／さ
け／米みそ(甘みそ)／
乾燥わかめ(素干し)／
寒天／加工乳(低脂肪)

人参／きゅうり／ｽｲｰﾄｺｰﾝ／
キャベツ／ﾀﾏﾈｷﾞ／温州蜜柑
(缶詰、果肉)／缶詰もも

フルーツゼリー
牛乳 牛乳

／

9 精白米／押麦／しらた
き／三温糖／ごま(む
き)／あまに油／焼きふ
／パイ皮

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／和牛肩／木綿豆腐
／豚ひき肉(生)／加工
乳(低脂肪)

ﾀﾏﾈｷﾞ／人参／ねぎ／こま
つな／切干しだいこん／ﾊﾞ
ﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ･ｱﾒﾘｶ･ｻｼﾞｮｳ生／
マッシュルーム(生)

ミートパイ 25

／

水 牛乳 金 飲むヨーグルト

精白米／押麦／三温糖
／大豆油／そうめん／
上白糖／ロールパン／
マヨネーズ(全卵型)

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／まさば(生)／米み
そ／あおのり／油揚げ
／しらす干し／わかめ
／ﾖｰｸﾞﾙﾄ／加工乳(低脂
肪)

ﾀﾏﾈｷﾞ／人参／しょうが／
きゅうり／こねぎ／キャベ
ツ／ｽｲｰﾄｺｰﾝ

コールスローサンド
麦茶 牛乳

／

10 精白米／押麦／大豆油
／三温糖／春雨／かた
くり粉／上白糖／ごま
油

牛乳／豚肉（肩）／高
野豆腐／ﾖｰｸﾞﾙﾄ(全脂無
糖)／豚ベーコン

ﾀﾏﾈｷﾞ／しょうが／人参／
さやいんげん／にら／温州
蜜柑(缶詰、果肉)／ねぎ／
ｽｲｰﾄｺｰﾝ

五目チャーハン 26

／

木 飲むヨーグルト 土 牛乳

精白米／押麦／大豆油
／ゼリー(ぶどう)／ア
ニマルビスケット／せ
んべい

牛乳／和牛肩(脂身付､
生)／ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲ
ﾌﾟ、加糖)／加工乳(低
脂肪)

ﾀﾏﾈｷﾞ／人参／マッシュルー
ム(生)

クッキー・せんべい
麦茶 牛乳

／

11 精白米／押麦／三温糖
／ごま油

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／ぶり(成魚、生)／
牛ひき肉(生)／乾燥わ
かめ(素干し)／米みそ
(甘みそ)

だいこん根／ごぼう／人参
／ﾀﾏﾈｷﾞ／えのきたけ(生)

青菜ごはん 27

／

金 牛乳 月 飲むヨーグルト

精白米／押麦／大豆油
／じゃがいも／三温糖
／ゼリー(ぶどう)／
ロールパン

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／豚肉／ツナ／乾燥
わかめ(素干し)／米み
そ／加工乳(低脂肪)

ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞｼﾞｬﾑ／ﾀﾏﾈｷﾞ／人参 スナックパン
牛乳 牛乳

／

12 精白米／押麦／大豆油
／上白糖／あまに油／
しょうゆせんべい／ゼ
リー(ぶどう)

牛乳／和牛肩／豚ロー
スハム／ﾖｰｸﾞﾙﾄ(全脂無
糖)／加工乳(低脂肪)

ﾀﾏﾈｷﾞ／人参／マッシュ
ルーム(生)／切干しだいこ
ん／きゅうり／赤ピーマン
／にんじん(ジュース、缶
詰)

ゼリー＆せんべい 29

／

月 牛乳 火 飲むヨーグルト

精白米／春雨／ごま油
／あまに油／三温糖／
ごま(むき)／焼きふ／
食パン／マヨネーズ(全
卵型)

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／さけ／ハム／鶏卵
／加工乳(低脂肪)

きゅうり／人参／きくらげ
(乾)／こまつな／オレンジ

ふわふわエッグサンド
牛乳 牛乳

／

15 精白米／マヨネーズ(全
卵型)／上白糖／ロール
パン

牛乳／さけ／挽きわり
納豆／乾燥わかめ／米
みそ(甘みそ)／ﾖｰｸﾞﾙﾄ
(全脂無糖)／加工乳(低
脂肪)

にら／もやし／人参／キャ
ベツ／ﾀﾏﾈｷﾞ

スナックパン 30

／

火 飲むヨーグルト 水 飲むヨーグルト

中華めん／三温糖／ご
ま油／調合油／かたく
り粉／あまに油／精白
米

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／豚ひき肉(生)／米
みそ(甘みそ)／ハム／
鶏卵

ねぎ／ﾀﾏﾈｷﾞ／切干しだいこ
ん／きゅうり／赤ピーマン
／チンゲンサイ／オレンジ
／しそ

ゆかりごはん
牛乳 麦茶

／

16 精白米／押麦／じゃが
いも／大豆油／三温糖
／ごま(むき)／あまに
油／薄力粉／マヨネー
ズ(全卵型)

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／和牛肩／高野豆腐
／牛乳／鶏卵／かつお
節／あおのり(素干し)
／加工乳(低脂肪)

しそ／ﾀﾏﾈｷﾞ／人参／ｻﾔｴﾝ
ﾄﾞｳ／こまつな／ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝ
ｼﾞ･ｱﾒﾘｶ･ｻｼﾞｮｳ生／キャベ
ツ

お好み焼き風蒸しパン 31

／

水 飲むヨーグルト

麦茶

／

17 精白米／押麦／三温糖
／ごま油／かたくり粉
／大豆油／ゼリー(ぶど
う)／黒砂糖／せんべい

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／木綿豆腐／豚ひき
肉(生)／米みそ／豚
ロースハム／牛乳／ゼ
ラチン

ねぎ／ﾀﾏﾈｷﾞ／さやいんげ
ん／しょうが／もやし／人
参／きゅうり

クッキー・せんべい

／

木 飲むヨーグルト

牛乳

／

18 精白米／押麦／パン粉
(乾燥)／大豆油／スパ
ゲティ／マヨネーズ／
焼きふ／ホットケーキ
の素／食塩不使用バ
ター／油

ﾖｰｸﾞﾙﾄ(ﾄﾞﾘﾝｸﾀｲﾌﾟ、加
糖)／木綿豆腐／豚肉／
干ひじき／鶏卵／ハム
／わかめ／米みそ／お
から／豆乳／加工乳(低
脂肪)

ﾀﾏﾈｷﾞ／人参／きゅうり／ｽ
ｲｰﾄｺｰﾝ／ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ･ｱﾒﾘ
ｶ･ｻｼﾞｮｳ生

おからスコーン

月 平 均 栄 養 価

金 牛乳

麦茶

／

19 精白米／押麦／大豆油
／三温糖／あまに油／
上白糖

牛乳／鶏卵／鶏若鶏肉
もも(皮無､生)／脱脂粉
乳／しらす干し／わか
め(素干し)／米みそ／
ﾖｰｸﾞﾙﾄ／チーズ／かつ
お節

人参／ﾀﾏﾈｷﾞ／青ピーマン
／ぶなしめじ(生)／切干し
だいこん／きゅうり／えの
きたけ(生)

チーズおかかごはん


