
午前おやつ
（乳児） 昼　食 おやつ

中華丼 牛乳　小魚　豚ロース肉 だし　醤油　砂糖

もやしとコーンの甘酢和え なると 酢　塩

味噌汁

麦茶　　オレンジ

ちゃんぽんうどん ジャムサンド 牛乳　小魚　鶏モモ肉 醤油　鶏がら　塩

しゅうまい こいのぼりクッキー かまぼこ　豚ひき肉 砂糖

バナナ 脱脂粉乳　鶏卵

麦茶

ごはん 牛乳　小魚　ツナ 味噌　醤油　だし

ツナ焼き 鶏卵　わかめ　豆腐 酢　砂糖

大根サラダ

味噌汁　オレンジ　麦茶

黒糖ロール 鮭おにぎり 牛乳　小魚　鶏モモ肉 カレー粉　塩　ふりかけ

タンドリーチキン おかかおにぎり ヨーグルト　油揚げ 醤油　ケチャップ　

ほうれん草のおひたし わかめ　鮭 ソース　砂糖　みりん

スープ　キウイフルーツ　牛乳 ブイヨン　鶏がら

ごはん プリン 牛乳　小魚　タラ　鶏卵 ソース　砂糖　みりん

煮魚（たら） 赤ちゃんせんべい さつま揚げ　 醤油

きんぴらごぼう

味噌汁　美生柑　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　油揚げ マヨドレ

納豆和え しらす干し　

味噌汁　麦茶　バナナ チーズ

きのこ入りカレーライス 牛乳　小魚　鶏モモ肉 カレールウ　マヨドレ

そら豆のほくほくサラダ 塩　ブイヨン

スープ　

グレープフルーツ　麦茶

わかめごはん 牛乳　小魚　鶏モモ肉 ふりかけ　醤油

鶏肉の照り焼き　　ゆで野菜 チーズ　麩 みりん　マヨネーズ

星ポテト（2歳児以下）かぶと春巻き（3歳児以上） ヨーグルト　 カレールウ　砂糖

味噌汁　いちご　麦茶

けんちんうどん 牛乳　小魚　鶏モモ肉 めんつゆ　ケチャップ

ウインナー　ブロッコリー かまぼこ　

バナナ

麦茶

ごはん 牛乳　小魚　押し豆腐 塩　醤油　味噌

かつお入り豆腐団子 かつおフレーク　鶏卵 みりん　砂糖　

ひじきサラダ ひじき マヨドレ

味噌汁　麦茶　バナナ

食パン（2歳児以上バター） 牛乳　小魚　牛豚合いびき肉 塩　お好みソース　

お好み焼きハンバーグ 鶏卵　青海苔　 マヨネーズ　醤油

チンゲン菜のさっぱり和え かつお節 砂糖　味噌

スープ　牛乳　キウイフルーツ

ごはん 牛乳　小魚　鮭　ハム みりん　味噌　塩

鮭の西京焼き 鶏卵 砂糖　酢　醤油

アスパラガス入りサラダ

味噌汁　麦茶　グレープフルーツ

ちゃんぽんうどん 牛乳　小魚　豚もも肉 醤油　鶏がら　塩

肉団子 かまぼこ　鶏肉 砂糖

バナナ

麦茶

ごはん プリン 牛乳　小魚　カレイ 砂糖　醤油　みりん

煮魚（カレイ） 赤ちゃんせんべい 酢

キャベツのサラダ
味噌汁　美生柑　麦茶
ごはん 牛乳　小魚　たら マヨドレ　めんつゆ

煮魚（たら） 鶏卵　かつおぶし 味噌　砂糖

ブロッコリーのおかかマヨネーズ 花麩　

味噌汁　　キウイフルーツ　　麦茶
食パン（2歳児以上バター） 牛乳　小魚　鶏ひき肉 醤油　味噌　みりん

根菜入りつくね 豆腐　のり 砂糖

チンゲン菜ともやしのおひたし かつお節

スープ　　オレンジ　牛乳
※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日は誕生会メニューです。♡1８日はウエルカムランチです。 ＜今月の平均栄養素量＞
〇31日は5歳児ひかワンです。5歳児はお弁当給食となり、唐揚げ弁当を提供します。 エネルギー たんぱく質 脂質

１～2歳児 505kcal 19.0g 16.2g

３～5歳児 617kcal 23.0ｇ 20.2g

　　令和4年度　5月　　献立表　　　　氷川保育園　（0歳児）

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 金

牛乳
うどん　ごま油 人参　玉ねぎ　もやし

シュウマイの皮 ねぎ　白菜　きゃべつ

小魚 牛乳
片栗粉　薄力粉　バター コーン　バナナ

食パン　ジャム

調味料

2
・
１６

月

牛乳 スティックパン
精白米　油　ごま油 人参　白菜　玉ねぎ　しいたけ

片栗粉　スティックパン 生姜　もやし　コーン

小魚 牛乳
さつまいも きゅうり　にら　オレンジ

９
・
２３

月

牛乳
黒糖ロールパン ほうれん草　人参　もやし

精白米

７
・
２１

土

牛乳 バームクーヘン
精白米　薄力粉 長ねぎ　大根　きゅうり

片栗粉　ごま　 人参　オレンジ

小魚 牛乳

長ねぎ　キウイ

小魚 麦茶

バームクーヘン

１１
・
２５

水

牛乳 しらすパン
精白米　里芋　ごま 玉ねぎ　人参　グリンピース

餃子の皮　食パン

10 火

牛乳
精白米　薄力粉　パン粉 ごぼう　人参　チンゲン菜

油　ごま油　ごま　 もやし　美生柑

小魚 麦茶
プリン　せんべい

コーン　ほうれん草　もやし

小魚 牛乳
バナナ　小ねぎ

☆
13

金

牛乳 ヨーグルトケーキ
精白米　油　バター 生姜　ブロッコリー　人参

１２
・
２６

木

牛乳 クッキー
精白米　じゃがいも 玉ねぎ　人参　しめじ

マシュマロ　 そら豆　コーン　きゃべつ

小魚 牛乳

片栗粉　さつまいも　クラッカー 玉ねぎ　小ねぎ　いちご

小魚 麦茶
春巻きの皮　じゃがいも オレンジ　キウイ

ホイップクリーム

コーンフレーク　バター 大根　グレープフルーツ

１７
・
３１

火

牛乳 スティックかぼちゃパイ
精白米　片栗粉 長ねぎ　人参　きゅうり

１４
・
２８

土

牛乳 クッキー
うどん　クッキー 人参　大根　長ねぎ　

ごま油 ごぼう　しめじ　

小魚 牛乳

パイシート　バター コーン　白菜　なす

小魚 牛乳
バナナ　かぼちゃ

ほうれん草　ブロッコリー

バナナ　

19 木

牛乳 オレンジ蒸しパン
精白米　油　 アスパラガス　きゃべつ

♡
18

水

牛乳 五平餅
食パン　バター きゃべつ　チンゲン菜

パン粉　じゃがいも 人参　しめじ　もやし

小魚 麦茶

ホットケーキミックス 人参　コーン　白菜

小魚 牛乳
練乳 いんげん　グレープフルーツ

オレンジジュース

精白米　ごま 小松菜　キウイ

24 火
牛乳

精白米　プリン 生姜　きゃべつ　人参

せんべい

20 金

牛乳 ジャムサンド
うどん　てんぷら粉 人参　玉ねぎ　もやし

ごま油　食パン ねぎ　白菜　バナナ

小魚 牛乳

きゅうり　コーン　チンゲン菜

小魚 麦茶
もやし　美生柑

ジャム

30 月
牛乳 五平餅

食パン　パン粉 玉ねぎ　ごぼう　蓮根

27 金
牛乳 バナナケーキ

精白米　パン粉　 ブロッコリー　人参
薄力粉　バター コーン　小ねぎ　

小魚 牛乳

やまいも　ごま　 チンゲン菜　もやし

小魚 麦茶
精白米 人参　しめじ　コーン

きゃべつ　大根　オレンジ

キウイ　バナナ

三色食品群という食品の分け方をご存知でしょうか。食べ物には大きく、3つ

の働きがあり、どの働きが大きい食品かを色で分類するのが、3色食品群です。

こどもたちは、まだ主食・副菜・主菜といった概念を理解することは難しく、

そこで登場するのが三色食品群です。「ご飯はきいろー！」「お肉はあかー」

「ピーマンはみどり！」などと、3つの色に分けて考えると分かりやすく、バ

ランスよく食べる意味を知っていきます。


