献

立

表

201時05月
日付

朝おやつ

みどりの保育園（一般）
献立名

材料名 （011午後おやつ珊） 岬頂蔭方た転壷右面▼￣￣丁血や南面新王なるも誘㌻「葡高商事豪産夏着もあ

おやつ （0は午緩おやつ）

02 煮干し グリンピースごほん、澄ま 胚芽米、○もち、〇 一大正えび、締ごし豆！いちご、キャベツ・にんじん、
月 子供の 日の メニュー
し汁（シイタケ・豆腐）、海 老フライ、ツナサラダ、フ ルーツ 米、なたね油ノパン 粉、小麦軌三温糖、l 0ごま油、〇三温糖 し）、ツナ油凄缶

0お茶、○中華ち
まき、○こんぶ

06

スティック

0牛乳、0オレンジ

金

げ）、豚肉のしょうが蛛き、 砂糖、油、0なたね． ス）、○卵、生扱げ、豆 ペツ、○きゅうり、○オレンジ ￣天然果汁、たまねぎ、にんじ ん、はくさい、にら、万能ね 童ぎ山う鱒 風味のフレンチトー

人参

ご飯みそ汁（白菜・厚揚

野菜妙め、フルーツ

胚芽米、○食パン、01

油、なたね油、ごま油

】

1

○牛乳、豚肉（肩ロー

いよかん、線豆もやし、キヤ

みそ、○米みそ（淡色 辛みそ）

スト、○スティック胡 瓜

07 土 煮干し スパゲッティ・トマトソー ス、フレンチサラダ、フ ルーツ ○胚芽米、なたね油、】 オリ】プ油 j l ツナ油演缶、OLらす1 干し（半乾燥）・ いよかん、キャベツ、たまね 0−お茶、○おにぎり （梅じゃこ）、○かぶ の塩昆布あえ
ぎ、0かぶ、ホールトマト缶
着、みかん缶、しめじ、きゆつ り、にんじん、0かぶ・葉、0

うめ干し，○塩こんぶ、にん
．にく

09 こんぶ ご飯 みそ汁（なめこ・ ○胚芽米、胚芽米、○ べにさけ、○鶏もも肉 いよかん、○たまねぎ、なめ ○お茶、○ケチャッ
月 葱）、鮭の塩焼き、切干大 根の炒り煮、フルーツ なたね油、砂糖、なた■ ね油 L（皮付き）、ちくわ、米 みそ（淡色辛みそ）、 ○チ…ズ こ、こ皇つな、たまねぎ、にん じん、切り干しだいこん、0に 匿㌔グ胱￣ス・軋 】 プライス、0チーズ

10
■▲火

大根の
煮物 ご飯焼き、野菜の含め煮くさ
みそ汁（白菜・玉 け土くさい、にんじん、たけの
妄汚完滝濃艶厚篭芸鵠彦
ね抽
メロン、○たまねぎ、ごぼう、
葱）、鶏肉のマーマレード
こ、いんげん、たまねぎ、
マーマレード・低糖度、0煮 マンポテト、○煮干○牛乳、○ジャー
し
つま揚げ）、フルーツ

干し、万能ねぎ、0パセリ、
干ししいたげ

11

粉ふき芋

たけのこ御飯、姓のすま

水

し汁（三つ葉）、かじきの

マヨドレ、○油、油、ご

胚芽米、○食パン、○
ナ油漬缶、鶏ささ身、

○牛乳、かじき、○ツ

照り焼き、いんげんと鶏さ
ま、境ふ、三温糖、砂
さ身のごま和え、フルー ツ 糖、○はちみつ
12
木

スティック 胡瓜
お豆のサラダ、フルーツ

カレーライス、福神漬け、

オレンジ・ネーブル、いんげ

ね油、三温糖

上油揚げ

胚芽米、○マカロニ、

ンド、0にんじんの

マリネ

オレンジ・ネーブル、にんじ

ん、たまねぎ、きゅうり、0ご ぼう、○みかん缶、福神蒲、 ．しめじ、えだまめ（冷凍）、しょ ∃うが、にんにく 1

ご飯、豆腐のスープ、回

○牛乳、○ツナサ

ん、0にんじん、にんじん、 たけのこ、0きゅうり、糸みつ ば、えのきたけ、さやえんどう l

○お茶、○ヨーグル

トシリアル、○ごぼう スティック

13

ゆで

金

鍋肉、中華風和え物、フー ○砂糖、砂糖、油、ご ス）、木綿豆腐、○きな庫ヤべツ、もやし、0に
きな粉、0スティック
かぼちゃ ルーツ ま油 粉、米みそ（淡色辛み そ）、○米みそ（淡色 i辛みそ） んじん、チンゲンサイ、 にんじん、ピーマン、 にら、ねぎ 人参

○牛乳、豚肉（肩ローiオレンジ・ネーブル、

○牛乳、○マカロニ

14 こんぶ 豚肉の味噌井、すまし汁 ○焼きそばめん、胚芽 iO牛乳、豚肉（窟・脂身 いよかん、チンゲンサイ、0 ○牛乳、0焼きそ
土 （ほうれん草・しいたけ）、 米、砂糖、○なたね 油、なたね油 E付）、○豚肉（ロース・脂 身付）、米みそ（淡色辛 みそ）、○いわし（煮干 ．し） たまねぎ、たまねぎ、ほうれ んそ一〇キャベツにんじ ば、○煮干し（乳児
フ′レーツ

フ、、− ん、しいたけ、○にんじん、 ○ピ−マン、○あおのり

のみ）

16
月

煮干し ご飯、澄まし汁（里芋・小 胚芽米、○小麦粉（2 ○牛乳、さわら、0豆 りんご、きゅうり、○だ
0牛乳、○チーズ
栓菜）、さわらのみそ煮、 等）、はるさめ、〇三温 ．乳、豆みそ、○チ丁 いこん、大豆もやし、こ
蒸しパン、○大根ス
春雨の酢の物、フルーツ 糖、三温糖、ごま油、ズ、ツナ油漬缶、0米怪つな、ねぎ、にんじ
ティツク
砂糖
みそ（淡色辛みそ）
iん、しょうが、干ししい
‡たけ

17
火

かぶの パン、トマトスープ、マカ ミルクパン、マカロニ、 ■牛乳、鶏もも肉、○米 オレンジ、0キャベツ、たま ○お茶、○ゆかり御
ロニグラタン（チキン）、プ ○米、○米粒麦（切断 みそ（淡色辛みそ）、 し1ター粉チーズ ねぎ、にんじん、0兄．のきた け、トマト、ブロッコリー、カリ フラワー、セロリー、レタス、 飯、○みそ汁（えの

煮物

ロッコリTのサラダ、フ
麦）、小麦粉、なたね
／レーツ
油、オリーブ油、○ご ま、パン粉
】
パセリ

き・キャベツ）

18 水 ごぼうの スティック ビビンバ井、中華風スー プ（青梗菜）、ふかし芋、 フルーツ 胚芽米、さつまいも、 ○スパゲティ一、ごま （むき）、ごま油、○オ リーブ油、三温糖 毒○牛乳、豚肉（ロース・ i賢蕊ミ0 l l 賢いよかん、ほうれんそう、大豆 ほ等濫読漂琵 匿霊長、たけ、○艶きの し 0牛乳、○たらこス パゲティ、〇二んぶ （乳児のみ）

幼児の給食と軽食の平均値です。（エネルギー537kcal・たんばく質21，2g・脂質16・Og）
5月のフルーツは、宇和ゴールド・きよみオレンジ・メロン・いちご等になります。

菜の花

アスパラガス

おひたし、白和えや、か
らしをほんのりきかせ
て、からし風味に。

ゆでてそのまま。サラダ
にもおいしい。クリーム
和え、パター炒めにも。

献

様式FlOO

2016年

立

表

05月

日付 朝おやつ 献立名

材料名l鰍lO触やつ′○醇恥やつ珊） 一°−【葡言方だ亮竜高石￣T￣瓦車両専有蘭￣丁葡涌亨重電貢石も面￣￣

、−ま

おやつ ○お茶、○焼きお にぎり（しょうゆ）、○ キャベツとベーコン のスープ レ、／手写

19 木 野外 保育 ロツコリ の ごま和え ご飯、みそ汁（小松菜・油 揚げ）、かじきのマヨドレ 焼き、かぼちゃの煮物、 フルーツ 幣彗蒜ド弓 】 】 胚芽米、○食パン、○！ 砂糖、油、○なたね 油・なたね軌ごま油弓 l l O胚芽米、なたね沖． オリーブ油＋1 1 l r O胚芽米、胚芽米、○賢 要汚葦、且みl l 1 1 かぼちゃ、メロン、− つな、○キャベツ

20 金 スティック 人参 ご飯、みそ汁（白菜・厚揚 げ）、豚肉のしょうが鱒き、 野菜炒め、フルーツ ○牛乳、豚肉（肩ロー1 鼓讐讃投書！ 辛みそ）〜 l いよかん、緑豆もやし、キャ ベツ、0きゅうりこ○オレンジ 天然果汁、たまねぎ、にんじ ん，はくさい、にら、万能ね ぎ、しょうが や、、一まね 0牛乳、○オン∴／ 風味のフレンチトー
スト、○スティック胡 瓜 、0おにぎり

21 土 煮干し スパゲッティ・トマトソー ス、フレンチサラダ、フ
／レーツ

23
月

l i

ツナ波涛缶、OLらす【 干し（半乾燥）l いよかん、キャベツ、た ぎ、○かぶ、ホールトマト缶 詰みかん缶、しめじ、きゆう ○お茶、 （梅じゃこ）、○かぶ の塩昆布あえ ゝ0ケチ、、
り、にんじん、0かぶ・乗、0 うめ干し、○生こんぶ、にん にく

たまねぎ土め

こんぶ ご飯、みそ汁（なめこ・
べにさけ、0鶏もも肉 いよかん、OL、芸 一一まつなたまねぎにん ○お茶、ヤツ プライス、○チーズ
葱）、鮭の塩焼き、切干大 なたね池、砂糖、なた （皮付き）、ちくわ、米 ここ切り干しだいこん○
ヽlH−
根の妙り煮、フルーツ ね油 l 【 ○じゃがいも、胚芽 米、＿。油、砂糖、なた巨 ね油 みそ（淡色辛みそ）、○ チーズ にんじん、○グリンピース、 干ししいたけ

24 火 大根の 煮物 ご飯、みそ汁（白菜・玉 葱）、鶏肉のマーマレード 焼き、野菜の含め煮（さつ 0牛乳、鶏もも肉、○メロン、0たまねぎ・ご闇汚、 ウインナー、さつま揚豊：忍法遊子の げ、豆みそ マ＿マレード．低繚乱○煮 ○牛乳、○シャ マンポテト、○煮干 し 0牛乳、○ツナサ ンド、○にんじんの
ま揚げ）、フルーツ

1干し、万能ねぎ、○パセリ、
ヽヽ

干しLI倒す 、〜◆−プレいんげ

25 粉ふき芋 たけのこ御飯、姓のすま 胚芽米、○食ハン、○■ ヨドレ0油油￣ ○牛乳、かじき、○ツ ナ油津缶鶏ささ身 オレノン・ネ ノ、 ん、0にんじん、にんじん、
水

し汁（二つ菓）、かじきの 照り焼き、いんげんと鶏さ さ身のごま和え、フルー ツ マ 、、し ま、焼ふ、三温糖、砂 糖、0はちみつ 紺揚げ ； たけのこ、○きゅうり、糸みつ ば、えのきたけ、さやえんどう 、、−ネーブルにんじ マリネ 0お茶○ヨーグル

26 木 スティック 胡瓜 カレーライス、福神漬け、 お豆のサラダ、フルーツ 荒蕪竜諸賢 ね油、三温糖 lオレンツ・ 鮭還蓋済 】しょうが・にんにく トシリアル、○ごぼう スティック

27 ゆで ご 豆腐みそ わか 、じゃがいも、旧牛乳、豚ひき肉、木組且賢いよかん・たまね、グ
○牛乳、○抹茶 ケーキ、○こんぶ
金
め）ハンバーグ、アスパ 0′ト麦粉、〇三温軌贋、0卵、○あずき腰）、
辛そ）
リーンアスパラガス、に
誕 生 ∠ゝ つて かぼちゃ ラとベーコンのソテー、粉 ふき芋、フルーツ パン粉、○なたね油、 油 卵、米みそ（淡色ケ、 牛乳、○いわし（煮干し）、 ′ヾ−コン んじん、ねぎ、わかめ （乾）
28 こんぶ 豚肉の味噌井、すまし汁 ○焼きそばめん、胚芽 ○牛乳、豚肉（肩・脂身 いよかん、チ／ゲ／サイ、○ たまねぎたまねぎほうれ ○牛乳、○焼きそ ば、○煮干し（乳児
土
（ほうれん草・しいたけ）−、 米、砂糖、○なたね 付）、○豚肉（ロース・脂 んそ一〇キヰべツ、にんじ
フルーツ 油、なたね油 身付）、米みそ（淡色辛 みそ）、0いわし（煮干 し） つ、 ん、しいたけ、○にんじん、 ○ピーマン、0あおのり ー■ のみ） ○牛乳○チーズ

30
月

煮干し ご飯、澄まし汁（里芋・小 胚芽米、○小麦粉（2 0牛乳、さわら、○且 りん」、きゆフり、0だ
松葉）さわらのみそ煮
等）、〇三温糖、はるさ
乳、豆みそ、0チー
いこん、大且もやし、し

春雨の酢の物、フルーツ 霊嘉楓ごま油、重言詔琵葺苧

蒸レ1ン、○大根ス

踪崇錯豊 卜たけ 、÷▼0キべツたま ティツク 、茶○ゆかり御

31 火 かぶの 煮物 パン、トマトスープ、マカ ロニグラタン（チキン）、ブ ロッコリーのサラダ、フ ミルクハン、マカロニ0 米、○米粒麦（切断 麦）、小麦粉、なたね 置農笠寺深く 汐一粉チーズ オレ｝／／、ヤ、− ねぎ、にんじん、○えのきた lけ・トマト・ブロッコリー、カリ jフラワー、セロリー、レタス、 ○お、 飯、○みそ汁（えの き・キャベツ）
／レーツ

油、オリーブ油、○こ

l

パセリ

ま、パン粉

☆19日（木）は野外保育になります。3〜5才児クラス軋お弁当の用意をお掛＼します0
0〜2才児クラスは、給食があります。

かまなく
レトルト食品、カップめん、スナック菓子などは、
疎が濃く旨味調味料が添加され、かまなくてもロ
の中に味が広がります。このような加工食品に慣
れてしまうとかまない習慣が身につき、野菜など
いろいろなものが食べられなくなってしまいます。

