
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 小松菜 冬瓜 ﾈｷﾞ 果物

【こどもの日献立】ふりかけごはん  鮭のパン粉焼き ミニたい焼き 鮭　ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ 白米　ｺｰﾝ きゅうり　パセリ

ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ　 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　　

【ｺﾞ-ﾔ-の日献立】  納豆ごはん 　照り焼きチキン ヒラヤーチー 鶏肉 油揚げ　納豆 ｳｨﾝﾅｰ 白米　 ｷｬﾍﾞﾂ ﾆﾗ きゅうり 人参

ｺﾞｰﾔｰﾂﾅ和え　ｷｬﾍﾞﾂのみそ汁　果物 牛乳 ツナ きな粉　牛乳 油　小麦粉 ｺﾞｰﾔｰ ﾈｷﾞ果物 

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

ごはん　鯖の塩焼　果物 ふかし芋 鯖　ゆし豆腐　豚肉 白米 油　車麩 人参 玉ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ  ﾈｷﾞ

麩チャンプルー　ゆし豆腐 牛乳 たまご 牛乳 さつま芋 ﾆﾗ 果物　

チャーハン　ナムル メープルケーキ 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 ﾊﾟﾌﾟﾘｶ

豚汁　　果物 牛乳 ﾊﾞﾀｰ　牛乳 ｺｰﾝ 砂糖　ﾒｰﾌﾟﾙ もやし ｷｭｳﾘ ﾆﾗ 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 お茶 木綿豆腐　 白米 果物

ごはん　生姜焼き　わかめの和え物 南瓜のﾁｰｽﾞｹｰｷ 豚肉　ﾜｶﾒ　ちくわ　卵 白米 じゃが芋 小麦粉 油 人参 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ 南瓜

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

鶏そぼろ丼 麦ふぁ～　チーズ 鶏ミンチ　インゲン 白米　チーズ　コーン 人参 玉ねぎ 

けんちん汁　　果物 牛乳 牛乳 麦ふぁ～ ﾚﾝｺﾝ 大根 長ねぎ　果物

ごはん　回鍋肉　ゴマ和え　 ポンデケージョ 豚肉 油揚げ 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

【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

8 土

1 土

6 木

7 金

　　　　　　　　　　　　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）

　令和３年 みやび認定こども園　　　　作成者：上原典恵

月

11 火

13 木

14 金

15 土

12 水

10 月

お　　　　弁　　　　当　　　　会

18 火

17

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

【食育献立】わかめごはん　タマナ-チャンプル- アガラサー 豚肉　ﾂﾅ　ｶﾏﾎﾞｺ 白米　油　こんにゃく　 大根 人参 ｷｭｳﾘ ｷｬﾍﾞﾂ

大根ｻﾗﾀﾞ　イナムドゥチ　果物 牛乳 牛乳 強力粉　黒糖粉 ｼｲﾀｹ ﾋﾟｰﾏﾝ ﾈｷﾞ 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ﾊﾞﾀｰ 白米 あわ 小麦粉 きゅうり　人参

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

焼うどん　中華あえ しそひじきおにぎり 豚肉  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 ひじき　牛乳 白米 きゅうり　大根　しめじ　果物

ごはん　チキンの香味焼き　　果物　 ロッククッキー 鶏肉　卵　絹ごし豆腐 白米 ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ 油　砂糖 ﾊﾟｾﾘ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 人参 赤ﾋﾟｰﾏﾝ

ヤングコ-ンのソテ-　なめこ汁　 牛乳 ｳｨﾝﾅｰ　 ﾊﾞﾀｰ　牛乳 ｺﾝﾌﾚｰｸ 小麦粉　 なめこ　ﾈｷﾞ ﾚｰｽﾞﾝ　果物　

あわごはん　豆腐のそぼろ煮 くずもち 木綿豆腐　合挽肉 白米　あわｺｰﾝ 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

カレーライス　シーザーサラダ ココア蒸しパン 鶏肉　ｲﾝｹﾞﾝ 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　ｺｺｱ 強力粉 ﾁｮｺ 赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ 白菜 ﾆﾗ ﾞ 果物

ごはん　鯖の味噌漬け焼き おやつパン 鯖　ひじき　豚肉　油揚げ 白米 こんにゃく 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 おやつパン 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 ｼｲﾀｹ 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

麦ごはん　肉じゃが　きゅうりのツナ和え スノーボール 豚肉　ﾂﾅ ｱｰｻ　 バター 白米 押し麦じゃが芋　油 人参　玉ねぎ　小松菜　

アーサのみそ汁　　果物 牛乳 ﾜｶﾒ　絹ごし豆腐　牛乳 しらたき砂糖 小麦粉 きゅうり　ﾈｷﾞ　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。

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

※食材の都合により献立を変更する事があります。

31 月

24 月

21 金

22 土

19 水

20 木

６日はこどもの日献立

を予定しています。


