
　【こどもの日献立】ふりかけごはん 照り焼きチキン ミニたい焼き 鶏肉 ウィンナー 白米　ｺﾞﾏ  ｺｰﾝ きゅうり

鯉のぼりｳｨﾝﾅ- ﾌﾚﾝﾁｻﾗﾀﾞ　ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾐﾆｾﾞﾘｰ 牛乳 ﾜｶﾒ　牛乳　 ミニたい焼き　油 玉ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ　　

ごはん　豚肉とﾋﾟｰﾏﾝのｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め 塩せんべい・プルーン 豚肉　 白米　塩せんべい ﾋﾟｰﾏﾝ　赤ﾋﾟｰﾏﾝ　しめじ

小松菜のみそ汁　果物 牛乳 牛乳 小松菜 玉ねぎ　果物

鮭のそぼろ丼　果物 マシュマロおこし 鮭　ｱｰｻ　絹ごし豆腐　 白米 ｺｰﾝ ﾊﾞﾀｰ ﾏｼｭﾏﾛ 人参　ﾎｳﾚﾝ草　ﾈｷﾞ

ほうれん草のお浸し　アーサのすまし汁 牛乳 牛乳 砂糖　ｵｰﾄﾐｰﾙ　油　 ｲﾝｹﾞﾝ 果物　

【ｺﾞ-ﾔ-の日献立】玄米ごはん　ｷﾋﾞﾅｺﾞ南蛮漬 きな粉蒸しパン きびなご 油揚げ　 白米　玄米　黒糖 ｷｬﾍﾞﾂ ﾆﾗ きゅうり

　ｺﾞｰﾔｰﾂﾅサラダ　ｷｬﾍﾞﾂのみそ汁　果物 牛乳 ツナ きな粉　牛乳 油　強力粉　　 ｺﾞｰﾔｰ 果物 

中華あんかけ丼 コーンフレーク 豚肉　ｱｰｻ 白米　コーンフレーク 人参　玉ねぎ　もやし　ﾆﾗ

冬瓜のみそ汁　果物 牛乳 油　 かたくり粉 ﾁﾝｹﾞﾝ菜 冬瓜 ﾈｷﾞ 果物

ごはん　生姜焼き　わかめの和え物 枝豆蒸しパン 豚肉　ﾜｶﾒ　ちくわ　卵 白米 じゃが芋 小麦粉 油 人参 玉ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ 

じゃが芋のみそ汁　果物 牛乳 枝豆　牛乳 ﾁｰｽﾞ 砂糖　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 枝豆 きゅうり ｼﾒｼﾞ ﾈｷﾞ果物

ごはん　魚のゴマみそ焼　果物 ふかし芋 赤魚　ゆし豆腐　豚肉 白米 油 人参 もやし ﾋﾟｰﾏﾝ ﾈｷﾞ

マーミナーチャンプルー　ゆし豆腐 牛乳 牛乳 さつま芋 ｲﾝｹﾞﾝ　果物　

三枚肉そば　 ゆかりおにぎり 豚肉　ひじき 枝豆 ｶﾏﾎﾞｺ　 沖縄そば ｺﾞﾏ　砂糖 人参　ﾚﾝｺﾝ　ﾈｷﾞ

ひじきの白和え　果物 牛乳 木綿豆腐　牛乳 白米 果物

あわごはん　鯖のカレームニエル 小倉あんケーキ 鯖　ｷﾄﾞﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ 白米 あわ 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ ｷｬﾍﾞﾂ　きゅうり

ビーンズサラダ　小松菜のみそ汁　果物 牛乳 油揚げ　枝豆　ﾂﾅ 牛乳 ｺﾞﾏ 砂糖 小倉あん 油 冬瓜　小松菜　果物

　　ｸｰﾌﾞｼﾞｭｰｼｰ 麦ふぁ～　チーズ 豚肉　刻み昆布　油揚げ 白米　ｺﾝﾆｬｸ 人参 ﾈｷﾞ　干ｼｲﾀｹ　

イナムドゥチ　果物 牛乳 ｶｽﾃﾗｶﾏﾎﾞｺ ﾁｰｽﾞ 牛乳 油 果物

【ｶﾐｶﾐ献立】ごはん　鮭のｵｰﾛﾗｿｰｽ焼き おやつパン 鮭 ﾁｰｽﾞ　わかめ 白米　あわ　ｺﾞﾏ　 人参　ｷｬﾍﾞﾂ　きゅうり

ジャコサラダ　えのきのみそ汁　果物 牛乳 しらす 牛乳 油　おやつﾊﾟﾝ ｴﾉｷ　ﾈｷﾞ　果物

焼うどん　中華あえ しそ昆布おにぎり 豚ばら肉 ﾂﾅ ﾅﾙﾄ ｶﾆｶﾏ うどん　ｺﾞﾏ　油 人参 玉ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ にら

大根のすまし汁　果物 お茶 しそ昆布　牛乳 白米 きゅうり　大根　しめじ　果物

ごはん　回鍋肉　ゴマ和え　 ポンデケージョ 豚肉 油揚げ 大豆　 白米 砂糖 小麦粉 人参玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ ｷｬﾍﾞﾂ ﾈｷﾞ 

玉ねぎと油あげのみそ汁　果物 牛乳 牛乳　ﾁｰｽﾞ 片栗粉 じゃが芋 赤ﾋﾟｰﾏﾝ きゅうり 大根 果物

チャーハン　ナムル カップケーキ 豚肉 ウィンナー 卵　 白米　油　小麦粉 ｺﾝﾆｬｸ 人参 玉ねぎ ﾈｷﾞ ﾚﾝｺﾝ ｷｬﾍﾞﾂ

豚汁　　果物 牛乳 牛乳 ｺｰﾝ ﾊﾞﾀｰ　砂糖　 もやしﾎｳﾚﾝ草 ﾆﾗ ﾚｰｽﾞﾝ 果物

あわごはん　魚の甘酢あんかけ いちごジャムｻﾝﾄﾞｹｰｷ 赤魚 卵　 白米 あわ ﾏﾖﾈｰｽﾞ 砂糖 人参 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ 南瓜 ﾈｷﾞ

南瓜のサラダ　なめこのみそ汁　果物 牛乳 絹ごし豆腐　牛乳 小麦粉 いちごｼﾞｬﾑ ﾊﾞﾀｰ ﾚｰｽﾞﾝ なめこ ｷｭｳﾘ 果物

　豚丼　 クラッカー　チーズ 豚肉 白米　ｺｰﾝ　春雨 人参 玉ねぎ チンゲン菜

春雨スープ　　果物 牛乳 ﾁｰｽﾞ　牛乳 クラッカー　牛乳 ﾈｷﾞ ﾋﾟ-ﾏﾝ 果物

あわごはん　豆腐のあんかけ くずもち 木綿豆腐　とろろ昆布 白米　あわ 人参 玉ねぎ 冬瓜 ｼｲﾀｹ  

白菜サラダ　冬瓜汁　果物 牛乳 きな粉　牛乳 油　芋くず　黒糖　砂糖 きゅうり 白菜 ﾈｷﾞ果物

麦ごはん　肉じゃが　中華和え スノーボール 豚肉　ﾂﾅ ｱｰｻ　 白米 押し麦じゃが芋　油 人参　玉ねぎ　小松菜　

アーサ汁　果物 牛乳 ﾜｶﾒ　絹ごし豆腐　牛乳 しらたき砂糖 小麦粉 バターきゅうり　ﾈｷﾞ　果物

ごはん　魚の味噌漬け焼き さつま芋くじｱﾝﾀﾞｷﾞｰ 赤魚　ひじき　豚肉　油揚げ 白米 こんにゃく 白玉粉　 人参　ﾆﾗ　みつば

ひじき炒め　あさりのすまし汁　果物 牛乳 あさり　牛乳 さつま芋砂糖 芋くず油 果物

チキンカレーライス　シーザーサラダ おやつパン 鶏肉　ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 白米　じゃが芋　ｺｰﾝ　油 人参 玉ねぎｷｬﾍﾞﾂ ｷｭｳﾘ

もずくスープ　果物 牛乳 もずく　牛乳 ｶﾚｰﾙｰ　おやつパン 赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ 白菜 ﾆﾗ ﾞ 果物

【お誕生日給食】ふりかけごはん　トンカツ　果物 バースデーケーキ 豚肉　卵　ﾁｰｽﾞ 白米　ﾊﾟﾝ粉 油 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 赤ﾋﾟｰﾏﾝ黄ﾋﾟｰﾏﾝ ﾌﾞﾛｯｺﾘ‐ｴﾉｷ

ﾌﾞﾛｯｺｯﾘ-ﾁ-ｽﾞ焼　彩りｻﾗﾀﾞ　ほうれん草ｽｰﾌﾟ　 牛乳 牛乳 ﾊﾞﾀｰ　小麦粉　砂糖 ｷｬﾍﾞﾂ ｷｭｳﾘ ﾎｳﾚﾝ草 果物

ごはん　鶏肉と野菜のみそ炒め せんべい　ミニｾﾞﾘｰ 鶏肉 ﾜｶﾒ 白米　 しめじ ﾈｷﾞ ﾋﾟｰﾏﾝ 玉ねぎ

わかめのすまし汁　果物 牛乳 牛乳 せんべい油 大根 人参　果物

＊5月3日は憲法記念日でお休みです。

＊5月4日はみどりの日でお休みです。

＊5月5日はこどもの日でお休みです。
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＊5月6日は振替休日でお休みです。
※食材の都合により献立を変更する事があります。
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みやび認定こども園
　　　　　　　　　　　　5　月予定幼児食献立表

日 曜日 昼食 おやつ
赤（血や肉になる

もの）
黄（熱や力になる

もの）
緑（体調を整える

もの）
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8 金

1 金
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1日はこどもの日献立

を予定しています。

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1553673563/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3Qtc3RvY2suY29tL2tvZG9tb25vaGktb3Rva29ub2tv/RS=^ADB5BvcIRYTUCXRxsq2wlGr2IT0un4-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEyOCZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NTSnNNM2JhUlAzbWNHT3pfdGRpaVk5RnN4eGNTeU50MVd6VVJKM1lRQmlJbEtOOElyNkk1eGViMVEEcAM2YS5KNDRHdTQ0Rzg0NEtLSU9hZW9DRGpncVRqZzZuamdybmpnNGpqZ0lEbmhLSG1scGstBHBvcwMxMjgEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1553673563/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3Qtc3RvY2suY29tL2tvZG9tb25vaGktb3Rva29ub2tv/RS=^ADB5BvcIRYTUCXRxsq2wlGr2IT0un4-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEyOCZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NTSnNNM2JhUlAzbWNHT3pfdGRpaVk5RnN4eGNTeU50MVd6VVJKM1lRQmlJbEtOOElyNkk1eGViMVEEcAM2YS5KNDRHdTQ0Rzg0NEtLSU9hZW9DRGpncVRqZzZuamdybmpnNGpqZ0lEbmhLSG1scGstBHBvcwMxMjgEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552371242/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzI2NzY0Lw--/RS=^ADBMpXPxLQetfJ9PHVFMHpxL2ZE4VY-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEwMyZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NRRDk3cnNKT2hUcHJqUDQ0azZ2WXJwWlN2NEd2Z01ka0RMVm1rS251RVMyakphRmdzaGNyLTcyTjAEcAM1cGlsNDRHdTZZR2c2TGF6SU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlPT0FnT2Flb09PQWdDRG5oS0htbHBrLQRwb3MDMTAzBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552371242/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzI2NzY0Lw--/RS=^ADBMpXPxLQetfJ9PHVFMHpxL2ZE4VY-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEwMyZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NRRDk3cnNKT2hUcHJqUDQ0azZ2WXJwWlN2NEd2Z01ka0RMVm1rS251RVMyakphRmdzaGNyLTcyTjAEcAM1cGlsNDRHdTZZR2c2TGF6SU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlPT0FnT2Flb09PQWdDRG5oS0htbHBrLQRwb3MDMTAzBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552371242/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzI2NzY0Lw--/RS=^ADBMpXPxLQetfJ9PHVFMHpxL2ZE4VY-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEwMyZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NRRDk3cnNKT2hUcHJqUDQ0azZ2WXJwWlN2NEd2Z01ka0RMVm1rS251RVMyakphRmdzaGNyLTcyTjAEcAM1cGlsNDRHdTZZR2c2TGF6SU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlPT0FnT2Flb09PQWdDRG5oS0htbHBrLQRwb3MDMTAzBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552371242/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzI2NzY0Lw--/RS=^ADBMpXPxLQetfJ9PHVFMHpxL2ZE4VY-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEwMyZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NRRDk3cnNKT2hUcHJqUDQ0azZ2WXJwWlN2NEd2Z01ka0RMVm1rS251RVMyakphRmdzaGNyLTcyTjAEcAM1cGlsNDRHdTZZR2c2TGF6SU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlPT0FnT2Flb09PQWdDRG5oS0htbHBrLQRwb3MDMTAzBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp

