
午前おやつ
（乳児） 昼　食 おやつ

ごはん 牛乳　小魚　鶏ひき肉 味噌　酒　みりん

松風焼き 豚ひき肉　鶏卵　 醤油　酢　砂糖　塩

もやしとコーンの甘酢和え かつおだし　

味噌汁　バナナ　　麦茶

食パン（幼児　バター） 牛乳　小魚　豚モモ肉 醤油　みりん　酢

ローストチキン わかめ　鶏卵　鮭 砂糖　ブイヨン　鶏がら

わかめサラダ かつお節

スープ　メロン　牛乳

ごはん 牛乳　小魚　さわら 塩　カレー粉　

さわらのカレー揚げ さつま揚げ　油揚げ 砂糖　みりん　醤油

きんぴらごぼう きな粉　 かつおだし　味噌　

味噌汁　夏みかん　麦茶

ごはん 牛乳　小魚　ツナ 味噌　醤油　かつおだし

ツナ焼き 鶏卵　 酢　砂糖

キャベツのサラダ

味噌汁　オレンジ　麦茶

ハッシュドポーク 牛乳　小魚　豚ロース肉 ハヤシルウ　塩

そら豆のほくほくサラダ ハム　ヨーグルト　 マヨネーズ　ブイヨン

スープ 砂糖　

グレープフルーツ　麦茶

黒糖入りロールパン 牛乳　小魚　ベーコン 醤油　みりん　酒

スティック肉の甘辛煮 鶏肉手羽元　鶏卵 砂糖　酢　塩　ブイヨン

アスパラガスのサラダ 鶏卵　ウインナー お好み焼きソース

スープ　ゴールデンキウイ　牛乳 チーズ　青海苔 マヨネーズ

ごはん 牛乳　小魚　アジ めんつゆ　ソース

あじフライ 鶏卵　蒲鉾　かつお節 かつおだし　味噌　

ブロッコリーのおかか和え わかめ　 砂糖　

味噌汁　甘夏　麦茶

五目うどん 牛乳　小魚　豚モモ肉 めんつゆ　ケチャップ

フランクフルト なると　フランクフルト マヨネーズ

バナナ しらす　チーズ　

麦茶

こいのぼりごはん 牛乳　小魚　わかめ ケチャップ　ソース

煮込みハンバーグ　ゆで野菜 海苔　チーズ　 カレールウ　かつおだし

かぶと春巻き　ポテトフライ（乳児） 牛豚合いびき肉　鶏卵 味噌　マヨネーズ

味噌汁　いちご　麦茶

中華丼 牛乳　小魚　豚ロース肉 鶏がら　醤油　砂糖

マカロニサラダ なると　ハム　 マヨネーズ　塩　味噌

味噌汁 かつおだし　

グレープフルーツ　麦茶

ごはん 牛乳　小魚　豚ひき肉 醤油　砂糖　めんつゆ

千草焼 鶏卵　納豆　チーズ かつおだし　味噌　

ほうれん草と人参の納豆和え ハム　 ケチャップ　

味噌汁　オレンジ　麦茶

キャベツの和風スパゲティ 牛乳　小魚　ベーコン 塩　醤油　かつおだし

バンバンジーサラダ ささみ肉　鶏卵 酢　砂糖　味噌　

スープ ブイヨン　

バナナ　麦茶　

たけのこご飯 牛乳　小魚　油揚げ 酒　みりん　醤油　塩

根菜いりつくね 鶏ひき肉　豆腐　海苔 砂糖　かつおだし　味噌

小松菜のおひたし めんつゆ　

味噌汁　ゴールデンキウイ　麦茶

ごはん 牛乳　小魚　豚ロース肉 醤油　みりん　砂糖

焼肉 油揚げ　 塩　酢　かつおだし

ナムル風おひたし 味噌　

味噌汁　メロン　麦茶
※１　材料の入荷状況により内容を変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。
※13、27日うどんは、天候により温かいうどん、冷たいうどんで変更します。
☆14日は誕生会メニューです。♡19日はウエルカムランチです。

＜今月の平均栄養素量＞
エネルギー たんぱく質 脂質

１～2歳児 491kcal 18.9g 15.5g

３～5歳児 621kcal 24.3ｇ 20.8g

精白米　ごま油　パン粉 人参　筍　玉ねぎ　ごぼう

長芋　ごま　サラダ油 蓮根　小松菜　人参　ねぎ

メロン

精白米　ごま油　甘食 生姜　ほうれん草　人参

もやし　小ねぎ　なめこ

17
・
31

月

牛乳 ミニピザ
精白米　じゃがいも 人参　グリーンピース

餃子の皮　 コーン　玉ねぎ　もやし

小魚 牛乳
人参　ほうれん草　

さやえんどう　オレンジ

15
・
29

土

牛乳 クリームパン
精白米　片栗粉　 人参　白菜　玉ねぎ　生姜

☆
14

金

牛乳
精白米　パン粉　プリン 玉ねぎ　人参　ブロッコリー

サラダ油　春巻きの皮 小ねぎ　なめこ　いちご

小魚

マカロニ　サラダ油 しいたけ　きゅうり　コーン

小魚 牛乳
ごま油　クリームパン かぼちゃ　いんげん　

13
・
27

木

牛乳 じゃこトースト
うどん　ごま　食パン しいたけ　人参　ほうれん草

１２
・
２６

水

牛乳
型抜きクッキー（12日）
スノーボールクッキー

（26日）

精白米　小麦粉　パン粉 ブロッコリー　人参　ねぎ

サラダ油　バター 甘夏　

小魚 牛乳

バナナ　小ねぎ　

小魚 牛乳

１１
・
２５

火

牛乳
黒糖入りロールパン アスパラガス　キャベツ

10
・
24

月

牛乳 バナナヨーグルト
精白米　サラダ油 玉ねぎ　そら豆　人参

じゃがいも　ジャム コーン　ニラ　もやし

小魚 麦茶

じゃがいも　小麦粉 きゅうり　人参　コーン

小魚 麦茶
サラダ油　 玉ねぎ　

８
・
２２

土

牛乳
精白米　小麦粉　片栗粉 ねぎ　キャベツ　人参

バームクーヘン

7
・
21

金

牛乳
ミルクくずもち

せんべい
精白米　小麦粉　ごま ごぼう　人参　蓮根

ごま油　片栗粉　黒蜜 かぶ　夏みかん　

小魚 麦茶

きゅうり　コーン　大根

小魚
サラダ油 小ねぎ　オレンジ　

せんべい　サラダ油

　　令和3年度　5月　　献立表　　　　氷川保育園　

日 曜
献　立　名

血や肉になるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

6
・
20

木

牛乳 おにぎり
食パン　バター　精白米 玉ねぎ　生姜　きゅうり

1 土

牛乳 かにパン
精白米　パン粉　ごま 玉ねぎ　人参　生姜

かにパン　 もやし　きゅうり　コーン

小魚 牛乳

ごま油

洋風お好み焼き

調味料

牛乳

人参　コーン　ほうれん草

小魚 麦茶
メロン　

小松菜　えのき　バナナ

グレープフルーツ　バナナ

バームクーヘン

プリンアラモード

麦茶

オレンジ蒸しパン

ポテトフライ

牛乳
片栗粉　じゃがいも もやし　ゴールデンキウイ

グレープフルーツ　

じゃがいも　ビスケット キウイフルーツ　りんご

ホイップクリーム　 バナナ　オレンジ　

スパゲティ　バター

ごま油　ごま　練乳 玉ねぎ　人参　きゅうり

サラダ油　 もやし　大根　チンゲン菜

バナナ　オレンジジュース

キャベツ　コーン　しめじ

28 金
牛乳 甘食

♡
19

水

牛乳

牛乳

小魚 牛乳

小魚

18 火

牛乳

小魚


