献

2021年5月
エネルギー

日付

01
土

献立

脂質／塩分
( )は未満児

ビビンバ、キャベツとは
るさめの中華スープ、フ
ルーツヨーグルト

材

たんぱく質

492.2(414.0)
16.6(13.0)

【赤】血や肉や骨になるもの

豚ひき肉、鶏ひき肉、
ヨーグルト(無糖)

立
料

名

【黄】熱と力になるもの

米、はるさめ、砂糖、ご
ま、油、ごま油

表

聖愛幼稚園

(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)
【緑】体の調子を整えるもの

調味料

もやし、ほうれんそう、みか しょうゆ、中華だしの
ん缶、バナナ、キャベツ、に 素、酒、食塩
んじん、りんご、しょうが

保育園部

（ナースリー）

午前おやつ 午後おやつ
ウエハース

幼児用菓子

米ソフトせん
べい

幼児用菓子

煮干だし汁、かつお・昆
布だし汁、ケチャップ、
しょうゆ、○ドライイー
スト、酢、○食塩、みり
ん
しょうゆ、酒、洋風だし
の素、食塩

果物

こいのぼりパ
ン

全粒粉ビス
ケット

幼児用菓子

10.9(10.0)
1.3(1.0)

06
木
07
金
08
土

お弁当の日
ごはん、ふりかけ、鶏の
ケチャップ煮、じゃがい
もきんぴら、切り干し大
根のナムル、みそ汁
野菜そぼろ丼、スパゲッ
ティサラダ、牛乳スー
プ、果物

507.5(423.1)
18.2(14.6)
12.5(10.1)

鶏もも肉（皮付き）、麦
みそ、いりこ、いり大
豆、かつお節

米、○強力粉、じゃがい
も、片栗粉、○砂糖、○
なたね油、ごま、砂糖、
ごま油

たまねぎ、にんじん、ほうれ
んそう、生わかめ、だいこ
ん、キャベツ、もやし、切り
干しだいこん、◎りんご

牛乳、豚ひき肉、挽きわ
り納豆

米、じゃがいも、スパゲ
ティ、なたね油、マヨ
ネーズ（全卵型）、砂
糖、油、ごま油

りんご、たまねぎ、にんじ
ん、こまつな、キャベツ、
きゅうり、ほうれんそう、
コーン

豚ひき肉、○豆乳、木綿
豆腐、麦みそ、○いりこ

米、じゃがいも、○米
粉、片栗粉、○砂糖、
油、○なたね油、砂糖、
なたね油

たまねぎ、キャベツ、にんじ
ん、だいこん、ほうれんそ
う、○いちごジャム、ひじ
き、あおのり

煮干だし汁、ケチャッ
プ、りんご酢、しょう
ゆ、みりん、食塩、○食
塩

米ソフトせん
べい

米粉蒸しケー
キ、おやつい
りこ

鶏ひき肉、○豆乳、木綿
豆腐、麦みそ、○脱脂粉
乳、かつお節

米、○さつまいも、○小
麦粉、○強力粉、片栗
粉、○なたね油、油、○
砂糖、すりごま、ごま、
砂糖
米、○米、じゃがいも、
油、片栗粉、マヨネー
ズ、砂糖

たまねぎ、ごぼう、ほうれん
そう、キャベツ、にんじん、
こまつな、もやし、生わか
め、コーン、ピーマン、しめ
じ、しょうが

煮干だし汁、かつお・昆
布だし汁、ケチャップ、
しょうゆ、本みりん、食
塩

ウエハース

おさつスコー
ン、チーズ

たきこみおに
ぎり、チーズ

たまねぎ、キャベツ、にんじん、
○たまねぎ、こまつな、ほうれん
そう、○にんじん、切り干しだい
こん、○にら、ごぼう、○コー
ン、ピーマン、しょうが、ひじ
き、◎りんご

煮干だし汁、かつお・昆
布だし汁、しょうゆ、○
しょうゆ、○みりん、
酒、みりん、○食塩、食
塩
かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、本みりん、
しょうゆ（うすくち）、
酒、みりん、○しょう
ゆ、食塩、○酢、○食塩

星せんべい

米、○米粉、○小麦粉、
砂糖、板こんにゃく、す
りごま、片栗粉、○ごま
油、○砂糖

たまねぎ、きゅうり、だいこ
ん、ほうれんそう、しめじ、
こまつな、ごぼう、エリン
ギ、○にんじん、コーン、に
んじん、○えのきたけ、しょ
うが

果物

チヂミ

豚ひき肉、ヨーグルト(無 米、じゃがいも、砂糖、
糖)
油

たまねぎ、みかん缶、バナ
ケチャップ、酢、酒、
ナ、にんじん、れんこん、り しょうゆ、カレー粉、食
んご、ピーマン
塩

野菜ボーロ

幼児用菓子

鶏もも肉、いんげんまめ
（乾）、麦みそ、高野豆
腐

米、○米、じゃがいも、
油、片栗粉、マヨネー
ズ、砂糖、○油、○ご
ま、○砂糖

キャベツ、たまねぎ、こまつ 煮干だし汁、しょうゆ、
な、にんじん、コーン、○に 米酢、○しょうゆ、○
んじん、○切り干しだいこ
酒、酒、食塩
ん、しょうが

米ソフトせん
べい

おにぎり（は
りはり）、
チーズ

鶏ひき肉、木綿豆腐、高
野豆腐、麦みそ

米、じゃがいも、○小麦
粉、○強力粉、片栗粉、
ごま、砂糖、○砂糖

きんぴらおや
き

米、○米、じゃがいも、
はるさめ、マヨネーズ、
○砂糖、砂糖、なたね油

かつお・昆布だし汁、○
かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、○みりん、
しょうゆ（うすくち）、
○しょうゆ、酒、みり
かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、酒、洋風だし
の素、食塩、○食塩

野菜ボーロ

魚、大豆（乾）、○きな
粉、ツナ水煮缶、しらす
干し、かつお節

たまねぎ、ほうれんそう、だ
いこん、にんじん、○ごぼ
う、しめじ、エリンギ、○に
んじん、○こまつな、切り干
しだいこん、干ししいたけ、
あおのり
たまねぎ、だいこん、にんじ
ん、きゅうり、もやし、こま
つな、コーン、ピーマン、ね
ぎ、ひじき

星せんべい

きなこおにぎ
り、チーズ

木綿豆腐、豚ひき肉、○
脱脂粉乳、麦みそ、○バ
ター

米、さつまいも、○じゃ
がいも、○小麦粉、○砂
糖、米粉、じゃがいも、
油、砂糖、片栗粉

たまねぎ、こまつな、にんじ 煮干だし汁、しょうゆ、
ん、ほうれんそう、しめじ、 みりん、酒、食塩
コーン、エリンギ、ひじき、
あおのり

全粒粉ビス
ケット

ポテトクッ
キー

魚、○バター、チーズ、
麦みそ、ツナ水煮缶、油
揚げ、○いりこ

米、じゃがいも、○焼
ふ、○砂糖、油、なたね
油、砂糖、ごま油

にんじん、りんご、たまね
ぎ、こまつな、キャベツ、ご
ぼう、ほうれんそう、だいこ
ん、しめじ、ひじき、焼きの
り

煮干だし汁、かつお・昆
布だし汁、しょうゆ、ケ
チャップ、酒、みりん、
食塩

ウエハース

お麩ラスク、
おやついりこ

牛乳、豚肉(もも)、ツナ
水煮缶

米、じゃがいも、油、マ
ヨネーズ

たまねぎ、バナナ、にんじ
デミグラスソース、ケ
ん、キャベツ、ほうれんそ
チャップ、洋風だしの
う、きゅうり、えのきたけ、 素、米酢、食塩
グリンピース、コーン

米ソフトせん
べい

幼児用菓子

鶏もも肉（皮付き）、麦
みそ、ツナ水煮缶、高野
豆腐、○麦みそ

○めし、米、じゃがい
も、○砂糖、片栗粉、砂
糖、○ごま、油、なたね
油

たまねぎ、キャベツ、にんじ
ん、マーマレード、こまつ
な、きゅうり、コーン、切り
干しだいこん、ピーマン

米ソフトせん
べい

五平もち、
チーズ

魚、○牛乳、○バター、
麦みそ、チーズ

米、じゃがいも、○小麦
粉、○砂糖、砂糖、○す
りごま、マヨネーズ、片
栗粉、なたね油

たまねぎ、キャベツ、にんじ 煮干だし汁、酢、しょう
ん、ほうれんそう、コーン、 ゆ、食塩、酒
ピーマン、ごぼう、こまつ
な、きゅうり

ウエハース

ごまクッキー

○豆乳、豚肉(もも)、○
いりこ

米、じゃがいも、○砂
糖、油

たまねぎ、にんじん、キャベ カレールウ、しょうゆ
ツ、○みかん缶、きゅうり、 （うすくち）、みりん
○粉かんてん

星せんべい

豆乳みかん寒
天、おやつい
りこ

豚ひき肉、麦みそ、ツナ
水煮缶、○粉チーズ、い
りこ、○脱脂粉乳、油揚
げ、いり大豆、かつお節

米、○小麦粉、じゃがい
も、○強力粉、○なたね
油、はるさめ、○砂糖、
片栗粉、○マヨネーズ、
マヨネーズ、油、ごま、

たまねぎ、○キャベツ、にん 煮干だし汁、かつおだし
じん、こまつな、コーン、は 汁、ケチャップ、しょう
くさい、ほうれんそう、だい ゆ、みりん、酒、食塩
こん、ひじき、しょうが、◎
りんご

果物

キャベツク
ラッカー

野菜ボーロ

幼児用菓子

全粒粉ビス
ケット

幼児用菓子

米ソフトせん
べい

焼きおにぎ
り、チーズ

1.5(1.2)
509.4(445.8)
16.4(13.8)
14.1(12.1)
0.8(0.8)

10
月

ごはん、ミートローフ、
ベイクドじゃが、にんじ
んマリネサラダ、みそ汁

455.1(372.7)
14.3(10.6)
10.8(8.5)
0.9(0.7)

11
火

菜飯、ナゲット、きんぴ
らごぼう、五色和え、み
そ汁

514.9(443.0)
18.3(15.0)
16.0(14.3)
1.4(1.2)

12
水

ごはん、竜田揚げ、炒り
豆腐、大根とツナのあえ
物、みそ汁

505.3(425.2)
19.8(19.1)
14.3(14.7)

魚、木綿豆腐、○ツナ水
煮缶、麦みそ、ツナ水煮
缶、○油揚げ

1.4(1.2)

13
木
14
金
15
土

ごはん、ツナふりかけ、
豚肉の生姜焼き、大豆の
五目煮、キャベツのごま
和え、すまし汁

412.8(347.3)
19.0(15.2)
7.9(6.4)
1.3(1.0)

豚肉(もも)、木綿豆腐、
大豆（乾）、○ツナ水煮
缶、○とろけるチーズ、
ツナ水煮缶、しらす干
し、高野豆腐、かつお節

親子遠足
ドライカレー、れんこん
マリネ、フルーツヨーグ
ルト

513.5(448.4)
16.0(11.7)
14.3(10.5)
0.7(0.6)

17
月

ごはん、鶏のから揚げ、
コールスローサラダ、金
時豆の甘煮、みそ汁

517.6(425.4)
20.4(16.5)
12.4(9.5)
1.2(1.0)

18
火

ごはん、松風焼き、切干
大根と凍り豆腐の煮物、
三色和え、すまし汁

431.8(402.5)
16.4(13.5)
7.5(6.0)
1.1(0.9)

19
水
20
木
21
金
22
土

ごはん、ツナふりかけ、
魚の焼きおろし煮、はる
さめともやしのソテー、
大豆サラダ、野菜スープ
ごはん、豆腐ハンバー
グ、ベイクドさつまい
も、小松菜とコーンの和
え物、みそ汁
ひじきごはん、魚のオー
ブン焼き、にんじんしり
しり、小松菜とキャベツ
の磯あえ、みそ汁、果物
ハヤシライス、コールス
ローサラダ、牛乳スー
プ、果物

507.0(426.4)
19.2(18.6)
12.6(13.4)
1.3(1.1)
449.6(403.0)
14.1(12.2)
10.0(9.1)
0.9(0.8)
403.6(332.6)
16.6(12.2)
9.9(9.5)
1.5(1.2)
474.8(367.1)
16.2(12.5)
10.8(8.2)
0.8(0.6)

24
月
25
火

ごはん、鶏肉のマーマ
レード煮、キャベツソ
テー、みそ汁、切干し大
根サラダ
ごはん、南蛮漬け、キャ
ベツのコーン煮、マセド
アンサラダ、みそ汁

531.3(439.4)
17.9(14.5)
12.1(9.7)

煮干だし汁、○みりん、
酢、○しょうゆ、しょう
ゆ（うすくち）、酒、み
りん、しょうゆ、食塩

1.3(1.1)
421.5(371.1)
14.0(11.6)
9.8(9.7)
1.2(1.1)

26
水

カレーライス、野菜の和
え物

543.0(449.9)
16.6(15.5)
9.8(11.0)
1.2(0.9)

27
木
28
金
29
土

ごはん、ふりかけ、コー
ンしゅうまい、ひじきと
じゃが芋の炒り煮、はる
さめサラダ、みそ汁

498.7(420.5)
16.5(13.6)
13.5(11.2)
1.1(0.9)

お弁当の日
鶏肉の照り焼き丼、ほう
れんそうと豆腐のごま和
え、みそ汁、チーズ

463.5(419.4)
16.4(14.1)

鶏もも肉（皮付き）、木
綿豆腐、麦みそ

米、さつまいも、片栗
粉、砂糖、ごま

たまねぎ、にんじん、こまつ 煮干だし汁、しょうゆ、
な、ほうれんそう、キャベ
みりん、食塩
ツ、ひじき

豚肉(もも)、麦みそ、○
しらす干し、○かつお節

米、○米、じゃがいも、
しらたき、砂糖、油、○
砂糖、○ごま油

たまねぎ、りんご濃縮果汁、
にんじん、だいこん、きゅう
り、こまつな、キャベツ、生
わかめ、ごぼう、切り干しだ
いこん、グリンピース、粉か
んてん

13.6(12.4)
1.3(1.2)

31
月

ハリハリごはん、肉じゃ
が、ワカメ酢の物、りん
ごゼリー、みそ汁

469.0(371.5)
14.8(11.7)
7.5(6.0)
1.6(1.3)

※
※

煮干だし汁、しょうゆ、
みりん、○しょうゆ、
酒、しょうゆ（うすく
ち）、○みりん、酢、り
んご酢

食材の仕入れなどにより、献立・材料が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
活動の中で、公園などの園外で給食（お弁当）を食べる場合があります。その時は、汁物の代わりに、デザート（ゼリーや果物）がつきます。

0.1.2歳児クラス（ナースリー）の給食は、家庭での食事の様子に合わせて、献立内容が変更になります。
まだ食べたことのない食材を家庭で食べて、アレルギー症状などの問題がない場合は、お知らせください。給食で提供します。

※26日（水）は、カレーの日です。カレー皿は、幼稚園のお皿を使用します。キンダーさんのみスプーンの準備をお願いします。

