
ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ―ナポリタン フルーツヨーグルト
コールスローサラダ ビスケット
ポトフ　果物 麦茶
ちまき　油淋鶏　 かぶとパイ
中華サラダ　果物
中華コーンスープ 牛乳
ハヤシライス　果物 卵サンド
グリーンサラダ
青菜スープ 牛乳
春キャベツパスタ　果物 サーターアンダギー
じゃこ和え　すまし汁
果物 牛乳
たけのこご飯　甘煮豆 お麩のラスク
鮭のちゃんちゃん焼き
なめこ汁　果物 牛乳
ご飯　キャベツメンチ しらすチヂミ
じゃが芋の土佐煮
みそ汁　果物 牛乳
麦ご飯　鶏肉のみそ焼き マカロニグラタン
切干大根の煮物
すまし汁　果物 牛乳
焼き鳥丼　みそ汁 ガーリックトースト
がんもどきの煮物
果物 牛乳
ご飯　豚肉の生姜焼き スマイルパン
ポテトサラダ　みそ汁
果物 牛乳
カレーうどん　即席漬け 五平餅
炒り鶏
果物 牛乳
金平ごはん　鰆の塩焼き ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽﾎﾟﾀｰｼﾞｭ
いんげんのごま和え
みそ汁　果物 牛乳
丸パン　オニオンスープ しらすふりかけおにぎり

豆腐のﾁｰｽﾞﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 牛乳
付け合せ　果物 ベークドチーズケーキ
麦ご飯　キャベツのおかか和え きな粉トースト
大根と豚肉の甘煮
むらくも汁　果物 牛乳
五目あんかけ焼きそば ゆかりご飯おにぎり
棒棒鶏　わかめｽｰﾌﾟ
カップヨーグルト 牛乳

24.9ｇ 11.3ｇ 2.0ｇ片栗粉　食パン ベーコン　みそ いんげん　きゃべつ　人参
牛乳 マーガリン ほうれん草　メロン

24.4ｇ 21.2ｇ 1.8ｇバター　米　ごま　砂糖 たまご　牛乳　しらす干し ブロッコリー　パセリ
牛乳 バナナ

596ｋｃａｌ

✿お誕生会は、5月31日（木）になります。
✿季節の食材を取り入れています。今月は、メロン・アスパラ・スナップえんどうなどです。
✿献立（食材）は、保育園の行事・その他の都合により変更になることがありますので、ご了承下さい。

せんべい 丸パン　パン粉　サラダ油 豆腐　チーズ　豚ひき肉 玉葱　ミニトマト
582ｋｃａｌ

ビスケット 米　押麦　ごま油　砂糖 豚肉　鶏肉　豆腐 大根　しょうが　ねぎ
530ｋｃａｌ

17 31 木

18 金

16 30 水

19.0ｇ 21.5ｇ 2.9ｇ片栗粉　サラダ油　 鶏ささみ　わかめ 干し椎茸　きゅうり
牛乳 ごま　米

19 土
ボーロ 蒸し中華麺　ごま油　砂糖 牛乳　豚肉　うずらの卵 白菜　玉葱　人参

ヨーグルト 葉ねぎ

ごぼう　人参　いんげん
574ｋｃａｌ 24.2ｇ 19.8ｇ 2.6ｇバター　クラッカー みそ　牛乳 ねぎ　きよみ　

牛乳

赤ちゃんせんべい 米　ごま油　三温糖　ごま 豚肉　さわら　豆腐　わかめ

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ　玉葱

14 27 月

534ｋｃａｌ 24.7ｇ 16.5ｇ 2.5ｇこんにゃく　砂糖　ごま 牛乳　みそ きゃべつ　きゅうり　ごぼう
牛乳

15 28 火
ビスケット うどん　サラダ油　片栗粉 豚肉　鶏肉 人参　グリーンピース

大根　干し椎茸　そら豆　りんご

玉葱　しょうが　人参
520ｋｃａｌ 21.2ｇ 11.5ｇ 2.9ｇじゃが芋　マヨネーズ みそ　牛乳 きゅうり　小松菜

牛乳

せんべい 米　片栗粉　サラダ油 豚肉　ツナ　油揚

ジャムパン きよみ　

11 25 金

638ｋｃａｌ 27.6ｇ 19.0ｇ 2.3ｇ砂糖　片栗粉　お麩 わかめ　みそ　 バナナ　にんにく
牛乳 食パン　マーガリン

12 26 土
ボーロ 米　押麦　サラダ油 牛乳　鶏肉　のり　がんもどき ねぎ　いんげん

しょうが　人参　切干大根
572ｋｃａｌ 30.0ｇ 18.1ｇ 2.3ｇサラダ油　小麦粉　バター 油揚　わかめ　豆腐 さやえんどう　メロン

牛乳

ビスケット 米　押麦　砂糖　マカロニ 鶏肉　みそ　さつま揚げ

パン粉 牛乳 玉葱　パセリ

590ｋｃａｌ 22.7ｇ 16.1ｇ 2.4ｇ小麦粉　じゃが芋　砂糖 みそ　牛乳 さやえんどう　小松菜
牛乳 片栗粉 きよみ　ねぎ　にら

10 24 木
せんべい 米　サラダ油　パン粉 豚ひき肉　わかめ　 玉葱　人参　きゃべつ

9 23 水
たけのこ　人参　さやえんどう

564ｋｃａｌ 25.7ｇ 22.8ｇ 2.4ｇ砂糖　お麩 豆腐　牛乳 赤ピーマン　玉葱　きゃべつ
牛乳

赤ちゃんせんべい 米　バター　三温糖 油揚　さけ　みそ　大豆

しめじ　コーン　なめこ　デコポン

569ｋｃａｌ 20.1ｇ 21.0ｇ 2.8ｇサラダ油　砂糖　ホットケーキ粉 牛乳　たまご ほうれん草　葉ねぎ　
牛乳 小麦粉　黒砂糖

8 22 火
ビスケット ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ―　オリーブ油 ﾍﾞｰｺﾝ　のり　はんぺん 玉葱　きゃべつ　もやし

メロン

19.0ｇ 21.0ｇ 2.8ｇ小麦粉　砂糖　食パン たまご ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ　アスパラガス
牛乳 マヨネーズ　 きゅうり　きゃべつ　りんご

7 21 月
せんべい 米　サラダ油　バター 豚肉　牛乳 しめじ　玉葱　トマトピューレ

596ｋｃａｌ

567ｋｃａｌ 20.7ｇ 24.0ｇ 2.9ｇごま油　片栗粉　春雨 牛乳 しょうが　ねぎ　きゅうり
牛乳 春巻きの皮　三温糖　砂糖 コーン　玉葱　いんげん

コーン　人参　大根　ブロッコリー

牛乳 砂糖　ビスケット ヨーグルト りんご　バナナ

2 水
ビスケット 米　もち米　こんにゃく 鶏肉　ベーコン　たまご 干し椎茸　グリーンピース

ナトリウム
熱や力になるもの 血や肉の骨になるもの 体のようすをよくするもの

1 火
ビスケット ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ―　サラダ油 ハム　粉チーズ　鶏肉

きいろ あか みどり　
摂取量 たんぱく質 脂質

玉葱　ピーマン　きゃべつ
577ｋｃａｌ 16.6ｇ 20.7ｇ 2.3ｇマヨネーズ　じゃが芋 ウィンナー　うずらの卵

四つ木なかよし保育園

日にち 曜日 午前おやつ 昼　        食 午後おやつ


