献

立

表

2020年05月

南河原保育園
おやつ

日付

献立名

材料名
（◎は10時おやつ）

01 親子丼（凍り豆腐入
金 り）,きゅうりの浅漬け,
みそ汁（大根、もや
し）,バナナ

元気ヨーグルト、／塩せんべい、／米、鶏もも肉、凍り豆腐、たまねぎ、にんじ ◎ヨーグルト,◎せ
ん、卵、水、しょうゆ、みりん、焼きのり、ほんだし、／きゅうり、キャベツ、食塩、 んべい,牛乳,ポップ
／だいこん、もやし、水、米みそ（淡色辛みそ）、ほんだし、／バナナ、／牛乳、 コーン
／ポップコーン、

02 おにぎり,鶏の唐揚げ,バ
土 ナナ

牛乳、／塩せんべい、／おにぎり、／唐揚げ、／バナナ、／牛乳、／揚げせん ◎牛乳,◎せんべ
べい、
い,牛乳,せんべい

07 御飯,ポークカレー,大根
木 サラダ,オレンジ

牛乳、／ビスケット、／米、／豚肉(肩ロース･脂身付)、じゃがいも、たまねぎ、 ◎牛乳,◎ビスケッ
にんじん、油、カレールウ、ウスターソース、牛乳、／だいこん、きゅうり、にんじ ト ,牛乳,コーンフ
ん、ツナ水煮缶、油、酢、しょうゆ、すりごま、／オレンジ、／牛乳、／コーンフ レーク
レーク、

08 御飯,鶏肉のケチャップ
金 煮,ごぼうとコーンのサ
ラダ,きゃべつスープ,バ

元気ヨーグルト、／塩せんべい、／米、／鶏もも肉、食塩、こしょう、小麦粉、
油、ピーマン、しいたけ、たまねぎ、ケチャップ、ウスターソース、コンソメ、砂
糖、／ごぼう、にんじん、コーン缶、ハム、水、しょうゆ、みりん、マヨネーズ、ほ
んだし、／キャベツ、カットわかめ、水、中華だしの素、食塩、こしょう、すりご
ま、／バナナ、／牛乳、／かりんとう（白）、

◎ヨーグルト,◎せ
んべい,牛乳,野菜
かりんとう

09 おにぎり,メンチカツ,バ
土 ナナ

牛乳、／塩せんべい、／おにぎり、／メンチカツ（冷凍）、／バナナ、／牛乳、
／揚げせんべい、

◎牛乳,◎せんべ
い,牛乳,せんべい

11 御飯,煮込みハンバーグ,
月 酢の物,豆腐みそ汁（な
めこ）,キウイフルーツ

牛乳、／カルテツおさかなサブレ、／米、／豚ひき肉、たまねぎ、油、卵、パン ◎牛乳,◎サブレ,
粉、牛乳、食塩、こしょう、油、ケチャップ、ウスターソース、砂糖、／生わかめ、 牛乳,ラスク
きゅうり、もやし、かにかまぼこ、酢、砂糖、しょうゆ、／木綿豆腐、なめこ、水、
米みそ（淡色辛みそ）、ほんだし、糸みつば、／キウイフルーツ、／牛乳、／食
パン、マーガリン、砂糖、

ナナ

ゴールド

12 ロールパン,スパゲ
火 ティーナポリタン,ボイ
ルブロッコリー,ポテト
スープ,バナナ

13 御飯,鶏つくねのあんか
水 け,小松菜とコーンのご
ま和え,みそ汁（かぶ）,
オレンジ

牛乳、／ビスケット、／ロールパン、／ベーコン、にんじん、たまねぎ、ピーマ
ン、オリーブ油、ケチャップ、ウスターソース、食塩、白こしょう、スパゲティー、
／ブロッコリー、しょうゆ、／じゃがいも、たまねぎ、にんじん、水、コンソメ、食
塩、／バナナ、／麦茶（浸出液）、／調製豆乳、片栗粉、きな粉、黒砂糖、

◎牛乳,◎ビスケッ
ト ,麦茶,くずもち

牛乳、／塩せんべい、／米、／鶏ひき肉、にんじん、ひじき、たまねぎ、水、食 ◎牛乳,◎せんべ
塩、片栗粉、しょうゆ、酒、砂糖、食塩、水、片栗粉、／こまつな、にんじん、
い,牛乳,ふかし芋
コーン缶、しょうゆ、砂糖、ごま、／かぶ、かぶ・葉、水、米みそ（淡色辛みそ）、
ほんだし、／オレンジ、／牛乳、／じゃがいも、食塩、

14 ジャンバラヤ,ほうれん
木 草のナムル（もやし）,
にらの卵スープ,バナナ

牛乳、／ビスケット、／米、たまねぎ、にんじん、ウインナー、酒、ケチャップ、カ ◎牛乳,◎ビスケッ
レー粉、中濃ソース、コンソメ、にんにく、バター、食塩、こしょう、／ほうれんそ ト,牛乳,マカロニき
う、もやし、ごま油、しょうゆ、ごま、／にら、にんじん、水、中華だしの素、食塩、 な粉あえ
こしょう、卵、／バナナ、／牛乳、／マカロニ、きな粉、砂糖、

15 御飯,白身魚のフライ,春
金 雨サラダ,みそ汁（たま
ねぎ・油揚げ）,オレン

元気ヨーグルト、／塩せんべい、／米、／たら、食塩、こしょう、小麦粉、卵、パ ◎ヨーグルト,◎せ
ン粉、油、／はるさめ、もやし、きゅうり、にんじん、コーン缶、酢、しょうゆ、砂
んべい,牛乳,カステ
糖、ごま油、／たまねぎ、油揚げ、水、米みそ（淡色辛みそ）、ほんだし、／オレ ラ
ンジ、／牛乳、／カステラ、

ジ

16 おにぎり,コロッケ,バナ
土 ナ

牛乳、／塩せんべい、／おにぎり、／ミートコロッケ（冷凍）、ウスターソース・濃 ◎牛乳,◎せんべ
厚ソース、／バナナ、／牛乳、／揚げせんべい、
い,牛乳,せんべい

18 御飯,チキンカレー,レタ
月 スのサラダ,オレンジ

牛乳、／カルテツおさかなサブレ、／米、／鶏もも肉（皮付き）、じゃがいも、た ◎牛乳,◎サブレ,
まねぎ、にんじん、油、カレールウ、ウスターソース、牛乳、／レタス、きゅうり、ト 牛乳,フライドポテト
マト、コーン缶、酢、しょうゆ、ごま油、砂糖、食塩、／オレンジ、／牛乳、／フレ
ンチフライポテト（冷凍）、油、食塩、ケチャップ、

19 肉うどん,粉ふき芋,小松
火 菜のおかか和え,バナナ

牛乳、／ビスケット、／ゆでうどん、豚肉(肩ロース･脂身なし)、わかめ（生）、に ◎牛乳,◎ビスケッ
んじん、ねぎ、水、ほんだし、しょうゆ、本みりん、食塩、／じゃがいも、パセリ
ト ,牛乳,おいなり
粉、食塩、こしょう、／こまつな、にんじん、かつお節、砂糖、しょうゆ、／バナ
さん
ナ、／牛乳、／米、酢、砂糖、食塩、油揚げ、水、しょうゆ、ほんだし、砂糖、み
りん、

20 御飯,かじきとごぼうの
水 煮つけ,もやしのおひた
し,みそ汁（じゃが芋・

牛乳、／塩せんべい、／米、／かじき、しょうゆ、三温糖、酒、しょうが、ごぼう、 ◎牛乳,◎せんべ
／もやし、にんじん、食塩、しょうゆ、／じゃがいも、しめじ、水、米みそ（淡色辛 い,麦茶,ゼリーフラ
みそ）、ほんだし、／オレンジ、／麦茶（浸出液）、／ゼリーフライ、油、ウスター イ
ソース、

しめじ）,オレンジ

エネルギー
たんぱく質
脂質
食物繊維

635(526)
24.0(18.9)
20.5(14.0)
5.3(4.2)
492(450)
16.6(15.3)
11.7(10.8)
0.8(0.7)
648(612)
19.7(18.2)
22.2(20.8)
3.5(3.1)
633(534)
22.8(18.6)
18.1(12.6)
3.9(3.0)
526(477)
16.4(15.1)
14.9(13.4)
0.8(0.7)
668(632)
26.2(23.1)
23.0(23.0)
3.7(3.2)
464(470)
14.4(15.0)
13.5(15.3)
5.3(4.3)
559(500)
22.9(19.4)
15.8(13.7)
4.4(3.4)
567(540)
18.9(17.5)
17.9(17.3)
3.8(3.3)
604(533)
23.2(19.2)
15.9(11.0)
2.3(1.9)
508(463)
13.3(12.6)
13.5(12.3)
0.8(0.7)
649(617)
17.4(16.1)
23.7(23.6)
3.1(2.7)
574(522)
21.7(19.0)
17.7(16.5)
3.4(2.9)
460(469)
18.1(18.3)
8.6(10.8)
3.4(2.5)

献

立

表
おやつ

日付

献立名

材料名
（◎は10時おやつ）

21 御飯,みそ漬け豚肉のソ
木 テー,三色サラダ,麩のす
まし汁（青梗菜）,バナ
ナ

22 三色どんぶり,パスタサ
金 ラダ,みそ汁（キャベ
ツ、わかめ）,グレープ
フルーツ

牛乳、／ビスケット、／米、／豚肉(ロース)、白みそ、みりん、酒、／ブロッコ
リー、にんじん、コーン缶、酢、油、砂糖、しょうゆ、／焼ふ(車ふ）、チンゲンサ
イ、ねぎ、水、しょうゆ、食塩、ほんだし、／バナナ、／牛乳、／食パン、いちご
ジャム、

◎牛乳,◎ビスケッ
ト,牛乳,ジャム食パ
ン

元気ヨーグルト、／塩せんべい、／米、鶏ひき肉、しょうが、砂糖、しょうゆ、酒、 ◎ヨーグルト,◎せ
卵、砂糖、食塩、油、ほうれんそう、しょうゆ、焼きのり、でんぶ、／スパゲ
んべい,牛乳,せん
ティー、ハム、きゅうり、キャベツ、にんじん、マヨネーズ、／キャベツ、カットわか べい
め、水、米みそ（淡色辛みそ）、ほんだし、／グレープフルーツ、／牛乳、／塩
せんべい、

23 おにぎり,鶏の唐揚げ,バ
土 ナナ

牛乳、／塩せんべい、／おにぎり、／唐揚げ、／バナナ、／牛乳、／揚げせん ◎牛乳,◎せんべ
べい、
い,牛乳,せんべい

25 御飯,鶏の唐揚げ,茹で野
月 菜サラダ,ミネストロー
ネスープ,オレンジ

牛乳、／カルテツおさかなサブレ、／米、／鶏もも肉、しょうゆ、酒、しょうが、に ◎牛乳,◎サブレ,
んにく、片栗粉、油、／キャベツ、きゅうり、にんじん、酢、砂糖、しょうゆ、すりご 牛乳,ホットケーキ
ま、ごま油、／ベーコン、たまねぎ、にんじん、マカロニ、ホールトマト缶詰、水、
コンソメ、食塩、／オレンジ、／牛乳、／油、ホットケーキ粉、卵、調製豆乳、干
しぶどう、メープルシロップ、

26 味噌ラーメン,揚げシュ
火 ウマイ,バナナ

牛乳、／ビスケット、／生中華めん、コーン缶、もやし、わかめ（生）、なると、ね ◎牛乳,◎ビスケッ
ぎ、赤みそ、本みりん、中華あじ、水、／しゅうまい（冷凍）、小麦粉、卵、油、／ ト ,麦茶,わかめお
バナナ、／麦茶（浸出液）、／米、炊き込みわかめ、
にぎり

27 御飯,魚の香草焼き,五目
水 きんぴら,みそ汁（なめ
こ・大根）,オレンジ

牛乳、／塩せんべい、／米、／かれい、食塩、酒、しょうが、にんにく、パセリ
粉、油、／切り干しだいこん、ごぼう、にんじん、さやえんどう、しらたき、ごま
油、砂糖、しょうゆ、みりん、／なめこ、だいこん、ねぎ、水、米みそ（淡色辛み
そ）、ほんだし、／オレンジ、／ジョア、／揚げせんべい、

28 御飯,肉団子の甘辛煮,中
木 華風サラダ,わかめスー
プ,グレープフルーツ

牛乳、／ビスケット、／米、／肉団子（冷凍）、油、たまねぎ、にんじん、しいた ◎牛乳,◎ビスケッ
け、油、しょうゆ、砂糖、みりん、片栗粉、／キャベツ、きゅうり、にんじん、食塩、 ト,牛乳,おやつ焼き
油、酢、マヨネーズ、／わかめ（生）、ねぎ、中華スープ、しょうゆ、食塩、／グ
そば
レープフルーツ、／牛乳、／焼きそばめん、豚肉(肩)、キャベツ、にんじん、
ピーマン、ごま油、ウスターソース、

29 御飯,田舎煮,バンサン
金 スー,みそ汁（小松菜、
えのき）,バナナ

元気ヨーグルト、／塩せんべい、／米、／鶏もも肉、れんこん、ごぼう、にんじ ◎ヨーグルト,◎せ
ん、しいたけ、板こんにゃく、さといも、油、三温糖、酒、淡色みそ、しょうゆ、／ んべい,牛乳,クリー
はるさめ、トマト、きゅうり、ハム、酢、砂糖、しょうゆ、ごま、ごま油、／こまつな、 ムパン
えのきたけ、水、米みそ（淡色辛みそ）、ほんだし、／バナナ、／牛乳、／クリー
ムパン、

30 おにぎり,メンチカツ,バ
土 ナナ

牛乳、／塩せんべい、／おにぎり、／メンチカツ（冷凍）、／バナナ、／牛乳、
／揚げせんべい、

☆今月のひとこと☆
日差しがあたたかいですね。太陽の光を浴びて、お野
菜がぐんぐん大きくなっています。病気に負けない身
体を作るために、手洗い・うがいをしっかり行い、お
いしい給食を食べてすくすく成長しますように！

◎牛乳,◎せんべ
い,ジョア,あられせ
んべい

◎牛乳,◎せんべ
い,牛乳,せんべい

エネルギー
たんぱく質
脂質
食物繊維

619(586)
23.1(21.0)
19.3(18.5)
3.3(3.0)
600(483)
22.4(17.7)
21.1(14.6)
2.7(2.0)
492(450)
16.6(15.3)
11.7(10.8)
0.8(0.7)
668(619)
27.2(22.5)
20.3(20.2)
2.6(2.3)
550(548)
16.4(16.7)
8.9(11.4)
3.4(3.0)
463(484)
18.6(19.7)
8.6(10.8)
3.5(2.9)
663(622)
20.7(19.0)
24.7(22.8)
4.0(3.5)
649(499)
22.0(16.1)
17.4(10.2)
4.9(3.7)
526(477)
16.4(15.1)
14.9(13.4)
0.8(0.7)

