
2019年05月の献立 献　　　立　　　表 大谷園林保育園

5月の旬の食材
キャベツ・ちんげん菜・三つ葉・ジャガイモ 新年度がスタートして1ヶ月が経ちました！

サワラ・メバル・ホタテ貝・キウイ・甘夏みかん 季節の変わり目で体調も崩しやすいです。

モリモリ食べて元気いっぱいに過ごしましょう

牛乳○牛乳○

牛乳○ 牛乳○ 牛乳○ 牛乳○

ミルクもち 片栗粉　砂糖　牛乳○　きな粉　砂糖

鶏もも肉　にんにく　淡色みそ　みりん　ごま油
鮭のオニオンガーリッ

ク

牛乳○ 牛乳○

牛乳○牛乳○牛乳○

米

鮭のオニオンガーリック

さけ　食塩　片栗粉　なたね油　たまねぎ　にん
にく　しょうが　油　淡色みそ　みりん　砂糖
酒　しょうゆ

チンジャオロース
牛肉　しょうゆ　酒　片栗粉　ピーマン　しょう
ゆ　本みりん　酒　オイスターソース

ジャムケーキ
ホットケーキ粉　いちごジャム　砂糖　無塩バ

ター○　牛乳○

牛丼

鶏もも肉　しょうゆ　酒　しょうが　片栗粉　油

ごま和え

牛乳 牛乳○

牛乳○

カスタードロールパン ロールパン◎

月曜日

6

祝　日

ハヤシライス
米　牛肉　たまねぎ　じゃがいも　にんじん　し
めじ　マッシュルーム　油　ハヤシルウ　ケ

チャップ

牛乳○

牛乳○ 牛乳○

さばの塩焼き さば　食塩 鶏肉の香味焼き 鶏もも肉　にんにく　淡色みそ　みりん　ごま油

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

11

御飯 米 御飯

7 8 9 牛乳○ 10

御飯 米 御飯 米

みつば　えのきたけ　かまぼこ　かつおだし汁
しょうゆ　食塩

ブロッコリーのおかか和え
ブロッコリー　キャベツ　しょうゆ　本みりん

かつおだし汁　かつお節ひじきの煮物
ひじき　油揚げ　にんじん　しょうゆ　砂糖　酒

ごま油 マカロニサラダ
マカロニ　ツナ水煮缶　キャベツ　コーン缶　ﾏﾖ
ﾄﾞﾚ　しょうゆ　砂糖　酢

チンゲンサイのおかか和え
チンゲンサイ　にんじん　かつお節　かつおだし
汁　しょうゆ　本みりん 中華和え

もやし　きゅうり　にんじん　カットわかめ
しょうゆ　砂糖　酢　ごま油

麩とわかめのみそ汁きゃべつスープ

牛乳

ミルクもち

さつまいものみそ汁 さつまいも　たまねぎ　淡色みそ　かつおだし汁 レタススープ
レタス　にんじん　しょうゆ　食塩　かつおだし
汁

すまし汁(みつ
ば・かまぼこ）

牛乳 牛乳○

御飯

牛乳 牛乳○

お茶

マーボー丼
米　木綿豆腐　豚ひき肉　しょうが　たまねぎ
にんじん　ねぎ　淡色みそ　本みりん　しょうゆ

砂糖　片栗粉　ごま油

お茶

肉うどん

牛乳
マリービスケッ

ト
ビスケット

干しうどん　牛肉　たまねぎ　ほうれんそう　か
つおだし汁　みりん　しょうゆ

牛乳○

牛乳○

カレー蒸しパン
ホットケーキ粉　カレー粉　砂糖　食塩　ウイン

ナーソーセージ●　水

17

片栗粉　砂糖　牛乳○　きな粉　砂糖

18

牛丼
米　牛肉　たまねぎ　にんじん　ねぎ　砂糖

しょうゆ　しょうゆ　本みりん

ジャムケーキ
ホットケーキ粉　いちごジャム　砂糖　無塩バ

ター○　牛乳○
カスタードロールパン ロールパン◎

キャベツ　しめじ　コーン缶　しょうゆ　かつお
だし汁

焼ふ　カットわかめ　淡色みそ　かつおだし汁

牛乳

きゃべつのナム
ル

キャベツ　だいこん　カットわかめ　しょうゆ
砂糖　ごま　ごま油

13 14 15 16牛乳○

大根サラダ
だいこん　ツナ水煮缶　コーン缶　カットわかめ

砂糖　しょうゆ　酢　ごま油

米 御飯 米

ぶりの照り焼き ぶり　しょうゆ　本みりん　砂糖　酒 肉どうふ
豚肉　木綿豆腐　たまねぎ　しらたき　砂糖　酒
本みりん　しょうゆ　かつおだし汁

御飯 米

鶏のから揚げ

はくさい　にんじん　すりごま　しょうゆ　みり

ん　かつおだし汁はくさい煮浸し
はくさい　にんじん　油揚げ　しょうゆ　しょう
ゆ　砂糖　本みりん　酒　かつおだし汁 納豆和え

ほうれんそう　にんじん　挽きわり納豆　しょう
ゆ　本みりん　かつおだし汁

はくさいスープ
はくさい　コーン缶　しょうゆ（うすくち）　ご
ま油　かつおだし汁

ひじきサラダ
ひじき　しょうゆ　砂糖　かつおだし汁　こまつ
な　にんじん　ツナ水煮缶　ごま　しょうゆ　酢

砂糖　ごま油

パイン缶 パイン缶大根のみそ汁
だいこん　カットわかめ　淡色みそ　かつおだし
汁

豆腐すまし汁
（わかめ・あ

げ）

油揚げ　カットわかめ　ねぎ　かつおだし汁
しょうゆ　食塩

じゃがいもみそ汁 じゃがいも　たまねぎ　淡色みそ　かつおだし汁

牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○

クラッカーサンド
（クリームチーズ＆

ジャム）
クラッカー　いちごジャム　クリームチーズ○ ショコラケーキ

ホットケーキ粉　ココア　無塩バター○　卵●
砂糖 きな粉マカロニ マカロニ　きな粉　砂糖

牛乳○

ドーナツ◎

お茶 お茶 牛乳 牛乳○

23

御飯

24

御飯

25

ピザトースト
食パン○　とろけるチーズ○　たまねぎ　ハム●

ケチャップ
バナナヨーグルト バナナ　ヨーグルト(無糖)○　砂糖 ベビーあんドーナツ

米

鶏肉の香味焼き

20 21 22

なすと豚肉のオイスター炒め
豚肉　なす　たまねぎ　ピーマン　オイスター

ソース　しょうゆ　砂糖

御飯 米

さばの塩焼き さば　食塩

中華和え
もやし　きゅうり　にんじん　カットわかめ

しょうゆ　砂糖　酢　ごま油

米　牛肉　たまねぎ　にんじん　ねぎ　砂糖
しょうゆ　しょうゆ　本みりん

マカロニ　ツナ水煮缶　キャベツ　コーン缶　ﾏﾖ
ﾄﾞﾚ　しょうゆ（うすくち）　砂糖　酢

チンゲンサイのおかか和え

米 米御飯

赤だし
カットわかめ　焼ふ　ねぎ　赤みそ　淡色みそ

かつおだし汁 レタススープ
レタス　にんじん　しょうゆ　食塩　かつおだし

汁

ひじきの煮物
ひじき　油揚げ　にんじん　しょうゆ　砂糖　酒

ごま油

麩とわかめのみそ汁

さけ　食塩　片栗粉　なたね油　たまねぎ　にん
にく　しょうが　油　淡色みそ　みりん　砂糖

酒　しょうゆ
チンジャオロース

牛肉　しょうゆ　酒　片栗粉　ピーマン　しょう
ゆ　本みりん　酒　オイスターソース

ブロッコリーのおかか和え

焼ふ　カットわかめ　淡色みそ　かつおだし汁
みつば　えのきたけ　かまぼこ　かつおだし汁

しょうゆ　食塩 きゃべつスープ

チンゲンサイ　にんじん　かつお節　かつおだし
汁　しょうゆ　本みりん

ブロッコリー　キャベツ　しょうゆ　本みりん
かつおだし汁　かつお節

牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○ 牛乳

春雨サラダ
はるさめ　キャベツ　にんじん　ハム●　砂糖

しょうゆ　酢　ごま油

さつまいものみそ汁 さつまいも　たまねぎ　淡色みそ　かつおだし汁

マカロニサラダ

お茶

マリービスケッ
ト

ビスケット

キャベツ　しめじ　コーン缶　しょうゆ（うすく
ち）　かつおだし汁

ハムとチーズの
パンケーキ

ホットケーキ粉　水　ハム●　とろけるチーズ○ カレー蒸しパン
ホットケーキ粉　カレー粉　砂糖　食塩　ウイン

ナーソーセージ●　水

お茶

すまし汁(みつ
ば・かまぼこ）

牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○

31

ハヤシライス
米　牛肉　たまねぎ　じゃがいも　にんじん　し
めじ　マッシュルーム　油　ハヤシルウ　ケ

チャップ

御飯 米

牛乳○

27 28 29 30

鶏のから揚げ

御飯 米

牛乳○牛乳○牛乳○

鶏もも肉　しょうゆ　酒　しょうが　片栗粉　油

大根サラダ
だいこん　ツナ水煮缶　コーン缶　カットわかめ

砂糖　しょうゆ　酢　ごま油

御飯

納豆和え
ほうれんそう　にんじん　挽きわり納豆　しょう

ゆ　本みりん　かつおだし汁

はくさいスープ

米

ぶりの照り焼き ぶり　しょうゆ　本みりん　砂糖　酒 肉どうふ
豚肉　木綿豆腐　たまねぎ　しらたき　砂糖　酒

本みりん　しょうゆ　かつおだし汁

きゃべつのナム
ル

ひじきサラダ
キャベツ　だいこん　カットわかめ　しょうゆ
砂糖　ごま　ごま油

マーボー丼
米　木綿豆腐　豚ひき肉　しょうが　たまねぎ
にんじん　ねぎ　淡色みそ　本みりん　しょうゆ

砂糖　片栗粉　ごま油

お茶

ひじき　しょうゆ　砂糖　かつおだし汁　こまつ
な　にんじん　ツナ水煮缶　ごま　しょうゆ　酢

砂糖　ごま油

大根のみそ汁 だいこん　カットわかめ　淡色みそ　かつおだし汁
豆腐すまし汁
（わかめ・あ

油揚げ　カットわかめ　ねぎ　かつおだし汁
しょうゆ　食塩

じゃがいもみそ汁

はくさい煮浸し
はくさい　にんじん　油揚げ　しょうゆ　しょう

ゆ　砂糖　本みりん　酒　かつおだし汁

はくさい　コーン缶　しょうゆ（うすくち）　ご
ま油　かつおだし汁

バナナヨーグルト

じゃがいも　たまねぎ　淡色みそ　かつおだし汁

牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○ 牛乳 牛乳○

クラッカーサンド
（クリームチーズ＆

ジャム）
クラッカー　いちごジャム　クリームチーズ○ ショコラケーキ

ホットケーキ粉　ココア（ピュアココア）　無塩
バター○　卵●　砂糖 きな粉マカロニ マカロニ　きな粉　砂糖 バナナ　ヨーグルト(無糖)○　砂糖

御飯 米

りんごゼリー りんごゼリー

りんごゼリー りんごゼリー

お茶

ピザトースト
食パン○　とろけるチーズ○　たまねぎ　ハム●

ケチャップ

１歳児の朝は
牛乳のみです

★離乳食の完了期(12～18ヶ月)は、乳幼児食を必要に応じて「細かく切る・煮る」などをします。

★食物アレルギーの児童も同じものが食べられるように食品を選択しています。

　　食品名の後ろの印　　●・・・卵入り　　○…乳入り　　◎・・・卵.乳入り

☆不明な点がありましたら、お尋ねください。

★献立の材料は天候等により、やむを得ず変更をすることがありますのでご了承ください。


