
5月　予定献立表
そよかぜ保育園

午前 午後 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

2 月 ご飯
チキンカレー　キャベツのツナレーズンサラダ
オレンジ

菓子
チーズ蒸しパン
牛乳

米、じゃが芋、小麦粉、三
温糖、押し麦、油

牛乳、鶏肉、調製豆乳、ツ
ナ、チーズ

オレンジ、玉ねぎ、人参、スナップエンド
ウ、キャベツ、干しブドウ、グリンピース

3 火 憲法記念日 　

4 水 みどりの日

5 木 子どもの日

6 金 マーボー豆腐丼 きゅうりの中華風サラダ　青梗菜とえのきのスープ 菓子
アメリカンドッグ
牛乳

米、三温糖、油、春雨、ご
ま油、片栗粉、ホットケー
キ粉

牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、
米みそ、卵、ウインナーソー
セージ

もやし、きゅうり、ねぎ、青梗菜、えのきた
け、たけのこ、人参、にら、わかめ

7 土 醤油ラーメン じゃが芋とひき肉の煮物　　オレンジゼリー 菓子
菓子
牛乳

ゆで中華麺、じゃが芋、
油、ごま油、三温糖

牛乳、豚肉、豚ひき肉
玉ねぎ、キャベツ、人参、ねぎ、グリンピー
ス

9 月 わかめご飯
カレー風味の唐揚げ　フレンチサラダ
かぶと油揚げのみそ汁

菓子
おからレーズンクッキー
牛乳

米、小麦粉、無塩バター、
三温糖、油、片栗粉

牛乳、鶏もも、卵、おから、
卵、米みそ、油揚げ、ハム

かぶ、もやし、人参、きゅうり、干しブドウ

10 火 ご飯
鮭の香りみそ焼き　アスパラと人参のソテー
豆腐とほうれん草のすまし汁

菓子
りんご入り
　　パンプティング
牛乳

米、食パン、三温糖、油、
ごま油

牛乳、鮭、卵、絹ごし豆腐、
米味噌

グリーンアスパラガス、ほうれん草、人参、
リンゴ、えのきたけ、コーン、すりごま

11 水 ご飯
豚肉の香味焼き　パインサラダ
チンゲン菜と厚揚げのみそ汁

菓子
きな粉揚げパン
牛乳

米、ロールパン、油、三温
糖、油、片栗粉

牛乳、豚肉、生揚げ、米み
そ、きな粉

もやし、キャベツ、青梗菜、パイン、きゅう
り

12 木
塩ちゃんこ風

うどん
豚しゃぶサラダの玉ねぎドレッシング　オレンジ ジョア

天むす風たぬきおにぎり
牛乳

ゆでうどん、米、天かす、
三温糖、片栗粉、ごま油、
油

牛乳、豚肉、鶏肉、さくらえ
び

オレンジ、キャベツ、白菜、ミニトマト、水
菜、玉ねぎ、きゅうり、人参、大根、えのき
たけ、すりごま、焼きのり、青のり

13 金 ご飯
豆腐と青梗菜のチャンプルー　きゅうりといかの梅和
小松菜と油揚げのみそ汁

菓子
さつま芋チップ
牛乳

米、さつまいも、ごま油、
油、片栗粉

牛乳、木綿豆腐、卵、豚肉、
いか、米みそ、油揚げ、かつ
お節

青梗菜、きゅうり、小松菜、梅びしお、わか
め

14 土 焼きそば さつま芋サラダ　チンゲン菜と卵のスープ 菓子
菓子
牛乳

焼きそば麺、さつま芋、マ
ヨドレ、油

牛乳、豚肉、卵
もやし、人参、キャベツ、青梗菜、玉ねぎ、
きゅうり、コーン、青のり

16 月 ご飯
鶏肉のトマト煮　マカロニソテー
ほうれん草と麩のみそ汁

菓子
甘納豆蒸しパン
牛乳

米、小麦粉、マカロニ、
油、片栗粉、焼ふ

牛乳、鶏もも、調製豆乳、米
みそ

ほうれん草、玉ねぎ、ホールトマト、人参、
キャベツ、赤ピーマン、黄ピーマン、ピーマ
ン

17 火
グリンピース

ご飯
鮭のコロッケ　キャベツとりんごのサラダ
卵と青梗菜のすまし汁　豆乳フルーツかんてん

菓子
ケーキ
　（クリームコンフェ）
牛乳

米、じゃが芋、三温糖、パ
ン粉、油、小麦粉、片栗粉

牛乳、豆乳、卵、さけ
キャベツ、みかん、パイン、リンゴ、玉ね
ぎ、青梗菜、グリンピース、きゅうり、干し
ブドウ、粉寒天

18 水 ご飯
豚肉とピーマンの細切り炒め　きゅうりの中華漬け
切干大根と玉ねぎのみそ汁

菓子
フレンチトースト
牛乳

米、食パン、三温糖、春
雨、油、片栗粉、ごま油

牛乳、豚肉、卵、米みそ、油
揚げ

ピーマン、きゅうり、人参、玉ねぎ、黄ピー
マン、切干大根、すりごま、わかめ

19 木 ご飯
鶏肉のマーマレード焼き　豆苗とツナのサラダ
白菜と油揚げのみそ汁

ジョア
マカロニきな粉
牛乳

米、マカロニ、片栗粉、三
温糖、油

牛乳、鶏もも、きな粉、米み
そ、ツナ、油揚げ

白菜、もやし、豆苗、マーマレード、人参

20 金 ゆかりご飯
高野豆腐の挟み煮　かぶときゅうりの甘酢和え
チンゲン菜とえのきのみそ汁

菓子
おからバナナドーナツ
牛乳

米、小麦粉、三温糖、油、
片栗粉

牛乳、おから、鶏ひき肉、豆
乳、凍り豆腐、米みそ

バナナ、青梗菜、かぶ、きゅうり、えのきた
け、人参、隠元、干し椎茸

21 土 焼うどん さつま芋のりんご煮　オレンジゼリー 菓子
菓子
牛乳

さつま芋、油、三温糖 牛乳、豚肉、かつお節
りんご、キャベツ、人参、玉ねぎ、もやし、
ピーマン、レモン果汁

23 月 ご飯
タンドリーチキン　スパゲティサラダ
豆腐としめじのみそ汁

菓子
小豆の豆腐団子
牛乳

米、米粉、白玉粉、サラダ
用スパゲティ、マヨドレ、
片栗粉、三温糖

牛乳、鶏もも、木綿豆腐、木
綿豆腐、ゆであずき、米み
そ、ツナ、油揚げ

しめじ、玉ねぎ、キャベツ、人参、きゅう
り、ねぎ、レモン果汁、わかめ

24 火 ご飯
カジキの西京漬け焼き　きゅうりとみかんの酢の物
ひじき煮　かまぼことほうれん草のすまし汁

菓子
大学芋
牛乳

さつま芋、米、三温糖、
油、ごま油、片栗粉

牛乳、かじき、白みそ、かま
ぼこ、油揚げ

きゅうり、ほうれん草、みかん、人参、さや
えんどう、ひじき、黒ごま、わかめ

25 水 わかめご飯
真珠蒸し　せん野菜の和風サラダ
かぶと厚揚げのみそ汁

菓子
セサミクッキー
牛乳

米、小麦粉、もち米、無塩
バター、三温糖、片栗粉、
ごま油

牛乳、豚ひき肉、生揚げ、お
から、米みそ、卵、干しえび

きゅうり、かぶ、玉ねぎ、大根、人参、ご
ま、干し椎茸、青のり

26 木
ツナクリーム

サンド
クリームシチュー　コロコロサラダ
オレンジ

菓子
きのこと油揚げの
　　　　　　おにぎり
牛乳

食パン、米、じゃが芋、無
塩バター、小麦粉、油、米
粉、三温糖

牛乳、鶏肉、豆乳、ツナ、油
揚げ

オレンジ、玉ねぎ、人参、トマト、きゅう
り、黄ピーマン、コーン、隠元、しめじ、万
能ねぎ、焼のり、干ししいたけ、パセリ

27 金
高野豆腐の
そぼろ丼

海藻サラダ　豚汁 菓子
オレンジ風味
　　　カップケーキ
牛乳

米、小麦粉、じゃが芋、三
温糖、無塩バター、油、ご
ま油

牛乳、鶏ひき肉、木綿豆腐、
豚肉、かにかまぼこ、米み
そ、油揚げ、凍り豆腐、卵

人参、もやし、ねぎ、オレンジ果汁、大根、
きゅうり、たけのこ、板こんにゃく、ごぼ
う、わかめ、干し椎茸

28 土
和風トマト

ハヤシライス
南瓜のサラダ　麩と葱のみそ汁 菓子

菓子
牛乳

米、マヨネーズ、油、米
粉、焼ふ

牛乳、豚肉、米みそ
玉ねぎ、南瓜、ホールトマト、人参、ねぎ、
コーン、きゅうり、干しブドウ、わかめ

30 月 ご飯
厚揚げのそぼろ煮　キャベツとかぶのゆかり和え
小松菜と麩のみそ汁

菓子
餃子の皮ピザ
牛乳

米、ぎょうざの皮、片栗
粉、三温糖、油、焼ふ

牛乳、生揚げ、豚ひき肉、魚
肉ソーセージ、とろけるチー
ズ、米みそ

かぶ、小松菜、キャベツ、人参、玉ねぎ、え
のきたけ、グリンピース

31 火 ご飯
おさかなバーグ  コーンサラダ
もやしと油揚げのみそ汁

菓子
ほうれん草とバナナの
　　　　　スティック
牛乳

米、小麦粉、パン粉、無塩
バター、三温糖、油

牛乳、白身魚すり身、鶏ひき
肉、卵、米みそ、油揚げ

キャベツ、玉ねぎ、もやし、ほうれん草、バ
ナナ、きゅうり、人参、コーン、わかめ

 

材料（昼食と午後おやつ）

※食材の仕入れなど状況に応じて、献立の内容が変更になる場合がありますので、あらかじめ
　ご容赦ください。
※三芳町の地産地消を取り入れています。
　今月使用予定の三芳町でとれた食品は、太字で記載してあります。
※１・2歳児クラスは、午前おやつとして牛乳７０mlとお菓子が出ます。
※アレルギーについては、アレルゲンの除去または、代替えで対応します。ご相談ください。

　　　　　　　　　　【５月の栄養摂取（予定）】
　　　　　　　　　　　3歳以上児　　　　　　　3歳未満児
　エネルギー　　          517kcal　                  　484kcal
　タンパク質                21.5g                         　20.4g
　脂　　　質                16.3g                        　16.6g
　カルシウム                224mg                     　  291mg
　　　鉄                       2.4mg                       　 2.5mg
　ビタミンA                 177μg                     　 173μg
　ビタミンB1               0.31mg                     　 0.28mg
　ビタミンB2               0.37mg                     　 0.44mg
　ビタミンC                 29mg                        　 24mg
　塩　　　分                1.7g                           　1.5g

令和　4年

日 曜 主食 副食
おやつ


