
材料名 ◎バナナ組午前おやつ,○全員午後おやつ おやつ

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 ◎バナナ組,○午後全員おやつ
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いちご保育園献立表　2022年5月

日付 献立名

御飯、五目汁、
さけの香りみそ焼き（ごま）
キャベツの甘酢あえ
みかん缶

七分つき米、○マカロ
ニ、○砂糖、砂糖、ごま
油、ごま

○牛乳、さけ、木綿豆
腐、○きな粉、油揚げ、
米みそ（淡色辛みそ）、
◎牛乳

みかん缶、だいこん、
キャベツ、にんじん、ね
ぎ、いんげん

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ
○牛乳
○マカロニきな粉

御飯、わかめスープ（コー
ン）
マーボー豆腐（たまねぎ）
ほうれん草のナムル

七分つき米、○砂糖、ご
ま油、片栗粉、砂糖

○牛乳、木綿豆腐、豚ひ
き肉、○ゼラチン、米み
そ（淡色辛みそ）、◎牛
乳

○いちご、もやし、ほう
れんそう、ねぎ、たまね
ぎ、コーン缶、にんじ
ん、カットわかめ、しょ
うが

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ
○牛乳○フルーチェー
（いちご）○せんべい

栄養いっぱい焼きそば
わかめスープ、チーズ
ゆでブロッコリー、バナナ

焼きそばめん、ごま油 ○牛乳、○ヨーグルト(加
糖)、豚肉(ばら)、チーズ

バナナ、キャベツ、ブ
ロッコリー、コーン缶、
もやし、ピーマン、にん
じん、葉ねぎ、カットわ
かめ、あおのり

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ○牛
乳、○ヨーグルト、○
ビスケット

ロールパン
ミートボールのトマトシ
チュー
切干大根のサラダ（しらす干
し）、オレンジ

ロールパン、じゃがい
も、○七分つき米、○も
ち米、○板こんにゃく、
片栗粉、油、米粉、砂
糖、○砂糖

○牛乳、豚ひき肉、牛ひ
き肉、○鶏もも肉、しら
す干し、◎牛乳

オレンジ、たまねぎ、
ホールトマト缶詰、にん
じん、きゅうり、切り干
しだいこん、○にんじ
ん、○ごぼう、さやえん
どう、○干ししいたけ

◎牛乳、◎麦茶、◎乳
児室午前おやつ、○牛
乳、○おこわのちまき

御飯、すまし汁（新たまね
ぎ・あげ）、さけのちゃん
ちゃん焼き、ベイクドじゃが
（あおのり）、りんご

七分つき米、じゃがい
も、○砂糖、油、○油、
砂糖、○ごま

○牛乳、さけ、米みそ
（淡色辛みそ）、油揚
げ、◎牛乳

○かぼちゃ、りんご、
キャベツ、たまねぎ、に
んじん、チンゲンサイ、
しめじ、あおのり

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ
○牛乳○大学かぼちゃ

御飯、豆乳汁（野菜）
鶏のから揚げ（のり）
にんじんのシンプルサラダ

七分つき米、○米粉、片
栗粉、○砂糖、油、○
油、砂糖

○牛乳、鶏もも肉（皮付
き）、豆乳、◎牛乳

きゅうり、○オレンジ濃
縮果汁、にんじん、たま
ねぎ、キャベツ、かぼ
ちゃ、チンゲンサイ、え
のきたけ、焼きのり、
しょうが

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ
○牛乳
○米粉蒸しパン（オレ
ンジジ）

御飯、みそ汁（だいこん・あ
げ）、さわらの野菜レモン蒸
し、きんぴらごぼう（いんげ
ん・ごま）ヨーグルト

七分つき米、○スパゲ
ティ、さつまいも、○
油、ごま油、ごま、砂糖

○牛乳、さわら、ヨーグ
ルト(加糖)　○ウイン
ナー、米みそ（淡色辛み
そ）、油揚げ、◎牛乳

にんじん、チンゲンサ
イ、○たまねぎ、たまね
ぎ、だいこん、ごぼう、
えのきたけ、○ピーマ
ン、コーン缶、いんげ
ん、レモン果汁

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ、○牛
乳、○おやつスパゲテ
イー

豚丼、豆腐スープ（わか
め）、さつま芋のレモン煮、
ゆでスナップえんどう、パイ
ン缶

七分つき米、さつまい
も、○フランスパン、
油、砂糖、片栗粉

○牛乳、豚肉(肩ロース)、
木綿豆腐、◎牛乳

パイン缶、たまねぎ、ス
ナップえんどう、ねぎ、
こまつな、えのきたけ、
○いちごジャム、にんじ
ん、レモン果汁、カット
わかめ、にんにく、しょ
うが

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ、○牛
乳、○いちごスティッ
ク

御飯、みそ汁（さつまいも・
もやし）、さけの塩焼き、
（ス）炒り豆腐（ちくわひじ
き）、ゆでブロッコリー

七分つき米、さつまい
も、○砂糖、油、片栗
粉、砂糖

○牛乳、木綿豆腐、○
ヨーグルト(無糖)、さけ、
○生クリーム、ちくわ、
米みそ（淡色辛みそ）、
○ゼラチン、◎牛乳

○みかん天然果汁、○オ
レンジ、もやし、ブロッ
コリー、たまねぎ、にん
じん、ねぎ、さやえんど
う、ひじき、干ししいた
け

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ、○牛
乳、○オレンジムース

御飯、みそ汁（切干だいこ
ん・わかめ）、豆腐の五目焼
き、チンゲン菜のとろみ炒め
（えのき）
幼児：キウイフルーツ
乳児：りんご

七分つき米、○食パン、
さつまいも、片栗粉、○
マヨネーズ、油

○牛乳、木綿豆腐、鶏ひ
き肉、○とろけるチー
ズ、米みそ（淡色辛み
そ）、◎牛乳

チンゲンサイ、キウイフ
ルーツ、にんじん、たま
ねぎ、○コーン缶、えの
きたけ、切り干しだいこ
ん、ひじき、カットわか
め、しょうが、りんご

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ、○牛
乳、○コーンチーズ
トースト

御飯、みそ汁（なす・あ
げ）、さわらのごま焼き
昆布の煮物（にんじん）
ゆでアスパラ、オレンジ

七分つき米、○白玉粉、
○三温糖、ごま、○片栗
粉、ごま油

○牛乳、さわら、○木綿
豆腐、米みそ（淡色辛み
そ）、ちくわ、油揚げ、
◎牛乳

オレンジ、にんじん、な
す、グリーンアスパラガ
ス、たまねぎ、刻みこん
ぶ

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ
○牛乳
○みたらし豆腐団子

御飯、豆腐みそ汁（もやし・
わかめ）肉じゃが・カレー味
キャベツとほうれんそうの磯
和え、フルーツミックス缶

七分つき米、○ゆでうど
ん、じゃがいも、油、砂
糖、○ごま油

○牛乳、木綿豆腐、豚肉
(肩ロース)、○豚肉(ば
ら)、米みそ（淡色辛み
そ）、◎牛乳

○キャベツ、キャベツ、
ほうれんそう、たまね
ぎ、にんじん、もやし、
フルーツミックス缶、○
にんじん、えのきたけ、
グリンピース、焼きの
り、カットわかめ、○あ
おのり

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ
○牛乳、○焼きうどん

いちご保育園献立表　2022年5月



材料名 ◎バナナ組午前おやつ,○全員午後おやつ おやつ

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 ◎バナナ組,○午後全員おやつ
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◆食べたことがない食材がある場合は事前に食べておきましょう。

◆都合により内容を変更する場合があります。その際は掲示板でご案内させていただきます。

いちご保育園献立表　2022年5月

日付 献立名

御飯、みそ汁（かぼちゃ・な
す）、かじきの竜田揚げ、ゆ
でブロッコリー、切干大根と
凍り豆腐の煮物、りんご

七分つき米、○コッペパ
ン、片栗粉、油、○油、
○グラニュー糖、砂糖、
○砂糖

○牛乳、かじき、米みそ
（淡色辛みそ）、凍り豆
腐、油揚げ、○きな粉、
◎牛乳

かぼちゃ、ブロッコ
リー、なす、にんじん、
切り干しだいこん、りん
ご、干ししいたけ、しょ
うが

りんご、キャベツ、たま
ねぎ、にんじん、チンゲ
ンサイ、しめじ、あおの
り

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ
○牛乳〇幼児：ピーナ
ツバターサンド
乳児：ミルクコッペ

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ
○牛乳
○ツイストドーナッツ
（きな粉）

ケチャップチキンライス、野
菜スープ（キャベツ）、ボイ
ルブロッコリー、バナナ

米 ○牛乳、○ヨーグルト(加
糖)、鶏もも肉、ベーコン

バナナ、キャベツ、ブ
ロッコリー、ミックスベ
ジタブル（冷凍）、たま
ねぎ、にんじん

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ○牛
乳、○ヨーグルト、○
せんべい

にんじん、チンゲンサ
イ、たまねぎ、だいこ
ん、ごぼう、えのきた
け、コーン缶、いんげ
ん、レモン果汁

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ、○牛
乳、○お楽しみカップ
ケーキ

ロールパン、ミートボールの
トマトシチュー
切干大根のサラダ（しらす干
し）オレンジ

ロールパン、じゃがい
も、○七分つき米、○も
ち米、○板こんにゃく、
片栗粉、油、米粉、砂
糖、○砂糖

○牛乳、豚ひき肉、牛ひ
き肉、○鶏もも肉、しら
す干し、◎牛乳

オレンジ、たまねぎ、
ホールトマト缶詰、にん
じん、きゅうり、切り干
しだいこん、○にんじ
ん、○ごぼう、さやえん
どう、○干ししいたけ

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ
○牛乳
○おこわ（鶏肉・ごぼ
う）

御飯、すまし汁（新たまね
ぎ・あげ）、さけのちゃん
ちゃん焼き、ベイクドじゃが
（あおのり）、りんご

七分つき米、じゃがい
も、○フランスパン、○
ピーナッツバター、油、
砂糖

○牛乳、さけ、米みそ
（淡色辛みそ）、油揚
げ、◎牛乳、○クリーム
チーズ

バナナ、ブロッコリー、
たまねぎ、にんじん、
ピーマン、ねぎ、あおの
り

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ○牛
乳、○ヨーグルト、○
ビスケット

御飯、豆乳汁（野菜）
鶏のから揚げ（のり）
にんじんのシンプルサラダ

七分つき米、○米粉、片
栗粉、○砂糖、油、○
油、砂糖

○牛乳、鶏もも肉（皮付
き）、豆乳、◎牛乳

きゅうり、○オレンジ濃
縮果汁、にんじん、たま
ねぎ、キャベツ、かぼ
ちゃ、チンゲンサイ、え
のきたけ、焼きのり、
しょうが

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ
○牛乳○米粉蒸しパン
（オレンジジ）

御飯、みそ汁（だいこん・あ
げ）、さわらの野菜レモン蒸
し、きんぴらごぼう（いんげ
ん・ごま）、ヨーグルト

七分つき米、○ホット
ケーキ粉、さつまいも、
○砂糖、ごま油、ごま、
砂糖

○牛乳、ヨーグルト(加
糖)、さわら、米みそ（淡
色辛みそ）、○生クリー
ム、油揚げ、◎牛乳

バナナ、にんじん、な
す、○コーン缶、グリー
ンアスパラガス、たまね
ぎ、刻みこんぶ

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ、○牛
乳、○コーンチーズ
トースト

豚丼、豆腐スープ（わか
め）、さつま芋のレモン煮、
ゆでスナップえんどう、パイ
ン缶

七分つき米、さつまい
も、○砂糖、○油、油、
砂糖、片栗粉、○ごま

○牛乳、豚肉(肩ロース)、
木綿豆腐、◎牛乳

パイン缶、○かぼちゃ、
たまねぎ、スナップえん
どう、ねぎ、こまつな、
えのきたけ、にんじん、
レモン果汁、カットわか
め、にんにく、しょうが

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ
○牛乳○大学かぼちゃ
（ごま）

チャーハン（豚肉）
豆腐スープ（ねぎ）
ゆで野菜（ブロッコリー）
バナナ

七分つき米、油 ○牛乳、○ヨーグルト(加
糖)、木綿豆腐、豚ひき肉

1日の平均栄養所要量

３ー５歳児：エネルギー550㌍　タンパク質22.7ｇ　脂質17.6ｇ　カルシウム252ｍｇ
　　　　　　鉄分2.4　ビタミンC35　食物繊維5.6　　塩分.1.7ｇ
１ー２歳児：エネルギー446㌍　タンパク質18.3ｇ　脂質14.6ｇ　カルシウム242ｍｇ
　　　　　　鉄分1.8　ビタミンC24　食物繊維4.0　塩分1.3ｇ

白パン、コーンクリームスー
プ、鶏ささ身のケチャップあ
ん、粉ふき芋、オレンジ

白パン、じゃがいも、○
七分つき米、片栗粉、
油、○ごま、ごま油、砂
糖

○牛乳、鶏ささ身、豆
乳、○しらす干し、◎牛
乳

たまねぎ、クリームコー
ン缶、コーン缶、チンゲ
ンサイ、にんじん、オレ
ンジ
○焼きのり

◎麦茶、◎牛乳、◎乳
児室午前おやつ
○牛乳、○おにぎり
（じゃこごま）

御飯、みそ汁（なす・あ
げ）、さわらのごま焼き、昆
布の煮物（にんじん）、ゆで
アスパラ、バナナ

七分つき米、○食パン、
○マヨネーズ、ごま、ご
ま油

○牛乳、さわら、○とろ
けるチーズ、米みそ（淡
色辛みそ）、ちくわ、油
揚げ、◎牛乳


